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防災連続セミナー報告書（平成 26 年度） 

  

日時 

 

講演者 

第 1回 6月 23日 10：40

～12：10 

 

鍵屋 一 氏  

板橋区議会事務局長・法政大学講師 

第 2回 6月 30日 

13：20～14：50 

 

伊藤 哲朗 氏 

東京大学客員教授・前内閣危機管理監 

第 3回 7月 28日 

10：40～12：10 

 

岩田 孝仁 氏 

静岡県危機管理監兼危機管理部長 

第 4回 9月 24日 

13：20～14：50 

国崎 信江 氏 

株式会社危機管理教育研究所代表・危機管理アド

バイザー  

第 5回 10 月 15 日 10：

40～12：10 

小松崎 常夫 氏 

セコム株式会社常務執行役員 ・ＩＳ研究所所長 

第 6回 10月 31日 

10：40～12：10 

大野 宏之 氏 

国土交通省水管理・国土保全局砂防部長 

 

第 7回 11月 12日 

10：40～12：10 

折木 良一 氏 

元防衛省統合幕僚長 

 

第 8回 12月 3日 

10：40～12：10 

奈良 由美子 氏 

放送大学教養学部教授 

 

第 9回 12月 17日 

10：40～12：10 

佐藤康雄 氏 

全国危険物安全協会理事 

元東京消防庁警防部長・東京都緊急消防援助隊総

隊長 

第10回 12月 24日 

10：40～12：10 

青山 やすし氏 

明治大学大学院教授・元東京都副知事 
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＜第 1回 防災連続セミナー＞ 

 「地域防災力の強化に向けて」 

 日時： 平成 26年 6月 23日（月） 第 2限（10：40～12：10） 

 場所： 政策研究大学院大学 4階 会議室 4A 

 講師： 板橋区議会事務局長、法政大学講師 鍵屋一氏  

参加人数：28名 

 

＜武田教授＞  

 鍵屋先生は、これまで、板橋区で防災関係の業務をされており防災をいわばライフワー

クとされておられます。防災に関する第一線の市区町村の取組みというものを、常に先生

が研究されているということで、今日は、お忙しい中先生に、来ていただいたということ

でございます。それでは、鍵屋先生どうぞよろしくお願い致します。 

＜鍵屋氏＞ 

 ただいまご紹介をいただきました鍵屋でございます。きょうのお題は『地域防災力の強

化に向けて』ということで、主に政策論みたいな話をしたいと思うんですが、耐震化とか

災害時要援護者支援とか防災教育とか、いろいろ重要な問題はあるんですけれども、第 1

回ということもありまして、大づかみに自治体とは何をしなければいけないところなのか

ということのイメージみたいなものを、皆さまと一緒に考えていけないかなと思います。 

 それから、私は最初の講義は、必ず体操で始めることにしております。ちょっとお立ち

上がりいただいて。ここに来られているかたがたは、相当優秀だとお聞きしているので、

その優秀さをちょっと見たいと思います。まず簡単に肩を上下させます。それで肩を回し

てください。はい、次に皆さんがたの左手をグーで上に上げてください。右手をパーで上

に上げてください。はい、皆さんいいですね。今度反対です。右手をグーで、左手をパー

で上に上げる。これもできましたね。はい、左グー、右グー、左、右、左、右。見事にバ

ラバラですね。はい。分かりました。先が思いやられますが、次行きます。左手グーで上

に上げてください。ジャンケンをします。右手が弱くて負けちゃいました。チョキです。

グーとチョキです。左がチョキなら右はパーです。左が勝つのです。左がパーなら、右は
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グーです。グーとチョキ。大丈夫ですか？ チョキとパー。はい、パーとグー。これは優

秀ですね。では、左手がグー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。はい、結構です。大

変理解力が高くて、皆さんゆっくりやるとできましたけれども、早くやるとできないです

ね。二つ大事なことがあります。一つは、頭で知っているからといって、体が動くとは限

らない。というより、体は動かない。従って、頭で知っていることを体で動かせるように

しなければいけない。そのために必要なのは、やはり訓練です。訓練が非常に大事だとい

うことが第一です。もう一つはゆっくりやればできたことが、早くやれば間違うんです。

これは意思決定をする際の大事なポイントにもなります。焦ってとにかく急いで急いでと

いうと、あの人はなぜこんな意思決定を。あるんです。時間がない中でも、ちょっと待て

よと、1 回ひと呼吸置くみたいな、そういうものが必要なんです。危機管理をするときに

は、一つは体でしていることが頭で考えていることと違ってないかチェックする。もう一

つはその大事なポイントでは必ず一度待てよ、あるいは隣に相談して、確かに間違いない

なと確認をして進めるとうまく行くようになると思います。優秀な人ほど一人でこうだと

決めたがるんです。 東日本大震災のお話からさせていただきたいと思います。まず津波

の映像を。これ南三陸町の津波の映像です。最初の津波はこんな状態だということを知っ

てもらいたかった。「避難してください」と言っていながら、写している人が居るわけです。

だんだん。これは大津波警報です。大津波警報が出ながら、こうやって見にいくんです。

これが現場です。先ほどの声の主は遠藤未希さんという南三陸町の役場の方で「海岸付近

には絶対に近寄らないでください。すぐに高台に避難にしてください」と一生懸命声を枯

らして言うんですが、現場はこういうレベルだったんです。さらにいきます。 

 

(映像視聴中)00:05:44～00:06:24 

 

＜鍵屋氏＞ これは山のほうから津波が来ました。これは川をさかのぼった津波が・・・。

従って津波は山から来ることもあり得るということです。川を遡上した津波があふれて、

道路に来て、山からというようなことがあるのです。総じて言えることは、最初は非常に

静かに始まった。しばらくしてから急に一気にということになりますので、最初の静かに

始まっている段階で、本当は一生懸命警告を鳴らしているんだけれども、市民には伝わっ

ていなかったというところが、非常に残念なところであります。 

 この小学校、16メートルの高さにあって、1階まで浸水しています。16メートルですよ。

例えば 16メートルなんていったら江東区は全部水没です。そのぐらいの非常に厳しい津波

があったんだということでございます。 

 3月 11日時点で確認された数字は、死者 1万 5884人、行方不明 2633人ということでご

ざいますけれども・・・。まだ 2633人の方が行方不明なんです。このかたがたのご家族や

ご親族はどういう気持ちで今お過ごしになっているかということにちょっと思いをはせる

のと、もう一つは、避難者は 26 万 7000人ということですが、1年前約 30万人でした。震
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災発災の 2年から 3年の 1年間で 3万人しかまだ戻れていないです。皆さまがたもちょっ

とお考えになってください。今、この場で首都直下地震があって皆さんは帰る場所がない。

このまま政策研究大学院大学で避難所生活を送る。で、仮設住宅にいつか入る。自分の家

がなくなってしまった。仮設住宅に入る。それで 3年たってまだ仮設住宅に居るという状

況なわけです。家の中に、その状況です。着の身着のままです。その状況の中で、26万 7000

人の方が暮らしてらっしゃる。そして、震災関連死が 3076 人もいらっしゃる。せっかく生

き延びたのに残念でなりません。災害の後、衰弱して、病院で上手に手当てを受けられず

にという形の方が多いようですけれども、3000 人以上。でもこれもすべてかどうかは分か

りません。もっと多いという人たちのほうが多いです。 

 こういった大震災ですが、もう 1点だけ申し上げると、東日本大震災から 3年と 3カ月

が過ぎました。東日本大震災から 3年が過ぎたというのは、被災していない人です。私た

ちにとって見れば、あの 3.11 のイベントから 3年が過ぎたかもれません。しかし、被災さ

れた方にとってみれば、今まさに震災のさなかなんです。言葉づかいも非常に大事だと思

います。「震災から 3年ですね」ご本人たちが言われるのはいいですよね。われわれが簡単

に言うべき話ではありません。今、震災の中にいらっしゃる方はこんなにたくさんいらっ

しゃいます。例えば、人数も１万 5880 人の死者ということなんですが、阪神より多いです。

では阪神より大きい被害か。それは、被害にあってない人が言う、客観的に見ただけの話

です。被害にあった人から見れば、たとえ 1人であっても、10人であっても、その人から

見たら同じような大災害です。一人一人の目から見ると、自分が被災者であれば、それは

大災害なんです。数字というのは分かりやすいので、ついこれを使って分かったような気

になりますけれども、実際の一人一人のお気持ちになって考えるということが、私は大事

だと思います。 

 どうしても写真では、こういうドラマチックな場面、こういう瞬間が切り取られますけ

れども、これはもう本当に最後の最後です。ここまで来たらもう遅いんです。 

 ご遺体の写真をちょっと 1枚出します。一番最初にやるべきこと。これはわれわれも頭

の中では分かっていましたけども、こんなに重要かと思ったのは道路啓開。道路の啓開と

いうのは、啓発の啓に、開くという字を書きます。どちらも開くという意味です。道路を

開く。車が通れるようにする、人が移動できるようにする、これによって初めて救助活動

や捜索活動、それから物資の支給、いろいろなことができるようになりますので、まず一

刻も早く道路を開かないといけない。開いたときに、ご遺体が、津波の場合は必ずあるわ

けです。道路上に。このご遺体を本当はちゃんと弔いたいんだけど、そこで人手を取られ

ていると、もしかして助かっている人を救助できないかもしれない。泣く泣くこういうふ

うな形で、ご遺体を置いて進んでいくと。こういうふうに自衛隊の進んでいる所の写真が

出ますけれども、実際にこの道路を開いているのは、もちろん現場のいつも道路工事をし

ている建設業者さん、それから国土交通省や都道府県や市町村の担当部局と一緒になって、

道路開くわけです。道路が通れるようになりましたというと、自衛隊が出るという形にな
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ります。 

 それで、本格化してきますと、とにかくご遺体の捜索が一番です。マスコミではあまり

出ないです。マスコミではこういう場面は厳しいですので、ご親族の気持ちに配慮するこ

と出せないですが、実際にはご遺体が、亡くなられた方が多いということは、ものすごく

仕事量が増えます。皆さまがたもお葬式のときに、ご親族 1人亡くなられただけで結構大

変ですね。そういう状態が町全体で起こるわけです。そこにはたくさんの救助、この支援

をしてくださるかたがた、救助部隊がやってくるわけですけれども、この救助部隊のかた

がたもごはんを食べる、トイレには行く、移動はする、寝る場所が欲しいとなるわけです。

当然。そういった非常に厳しい中で、こういう作業をずーっと続けていたわけなんです。 

 この竹竿は、ここにご遺体があったという印です。ここにご遺体があって、ピンクのリ

ボンで巻いて印を付けておくわけです。で、このご遺体をどこに持っていきますか？ 先

ほどの 16メートルまで来ましたよという、その小学校の所に遺体置き場を置いて、そこに

置いてあるわけです。それで、ご遺体が、津波ですからいろいろ傷付くわけです。すると

ご親族が二次災害というのですか、それ見てまたストレスを感じてしまうので、何とかき

れいにしたい。お顔だけでもきれいにして見せてあげたい。こういうふうに思うわけです。

そうすると、そういうのに慣れた業者さん、慣れた業者さんは居ないですけど、業者さん、

つらいですけど、仕事ですから葬祭業者さんがやりますけれども、とても人手が足りない。

そうすると市町村の職員がそれをやるわけです。責任感を持って、一番一生懸命やる人が、

黙々とそれをやるんですけれども、やはりメンタルで耐えきれなくなる。多くの方がメン

タルの病で休職したり、退職したり。やはり自然災害で一番叫ぶべきは本当に死者をなく

すことです。死者が居なければ、何でもできるんです。と思います。自然災害では。 

 これは皆さんがた、専門活動で十分承知、百も合点なんですけれども、今回は・・・。

この部分ですから、ここから陸まで一番早くても三十数分、1 時間以上かかって、津波が

到達しました。逃げる時間はありました。2時 46分です。一番逃げやすい時間です。これ

が深夜だったらどうだったでしょう。そして、次に起こる地震はこうです。ここのところ

です。ここからここまでずっと行くかもしれない。最悪の場合。そうすると、ここからこ

こまではすごく近いです。早ければ 5分という所もあるそうです。5分で津波が到達して、

しかもそれが夜だったらどうしよう。その対策を今真剣に南海トラフの地域のかたがたは

考えてらっしゃるという状況になります。 

 ちなみに、地震は 1日に何回ぐらい発生していると思いますか？ 無感地震も含めると

約 300回発生しています。それは海のプレートが陸のプレートにもぐり込むという、日本

列島の構造上、これは当たり前のことです。当たり前のことだとしたら、地震学者さん、

なぜ当てられないのでしょう。なぜこれだけのお金を掛けて、これだけの研究をしながら、

いつどこでどのぐらいの地震が起こるのか分からない。もう多分分からないだろうとおっ

しゃっているんです。地震学の先生が。それじゃ困ります。いつどこでどのぐらいの地震

が起こるかというのを・・・。地震学の先生はすごいいい人たちです。熱心で純粋です。
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だけどわれわれが知りたいのは、いつどこでどのぐらいの地震が起こるかです。そうです

よね。そうすれば人命を守ることができます。社会的損失を最小限に。そこで考えたのが、

歴史を見るという方法です。こういうふうに海のプレートが陸のプレートにもぐり込んで

くるという構造が変わらない限り、歴史を見れば必ず繰り返しているはずだというふうに

思いました。で、貞観の時代を見ると 863 年に北陸、864 年に富士山と阿蘇山が噴火して

います。1150年前にこんなことがあったんですね。868年に関西、東北。北陸、関西、東

北ときて、その後いろんな所で地震が起こった後は、南関東 3連動。この間わずか 25年で

す。秀吉の活躍した天正、慶長の時代、1586 年になんと直下地震で M8 級の天正大地震が

起こります。1596 年に M7 級の慶長地震。北海道で 8.2 の 1605 年に 3 連動の慶長大地震。

1611 年に慶長三陸地震。1615年に江戸地震。宮城県沖地震。この間は 31年です。元禄、

宝永の時代は、元禄関東地震、これは大変大きい地震と言われていて、房総半島が 5メー

トルから 8メートル隆起した。千葉県が 5メートルから 8メートル隆起した。にわかには

信じがたいです。そして、宝永地震があり、富士山が噴火します。1717年に宮城県沖地震

があります。大正、昭和の時代は、1923 年に関東大震災、36 年宮城県沖地震、44 年に東

南海があって、46年に南海があって。東海がないわけです。ですから東海地震はいつ起き

るかもしれない。で、福井地震があってということで、この間わずか 26年です。必ず宮城

県沖地震が入っています。平成の時代を見てみますと、1995年の阪神淡路大震災が戦後で

は一番大きい。福井地震より大きいですかね？ それから 2004 年中越地震。10年前です。

そして、いろんな所で地震が起こって、今回の東日本大震災。25年後、31年後というのは、

今まで見ると、4回とも 31 年以内。4回のうち 3回は 25年以内ということを考えると、25

年後だったら 2020年のラインまでの間に首都直下地震、西日本大震災は 4回のうち 3回は

起こります。30年後まで辛抱してもらっても、2025 年までの間には、歴史を見れば起こる

だろう。4回のうち 2回は富士山も噴火していますよ。というような状況になるわけです。

これは、近年の 20 世紀の世界的な地震規模の拡大と、やはり軌を一にしている。大地動乱

の時代になってきているなということは分かるかなと思います。 

 こんなことを話していると、どんどん時間がなくなってしまうのですが、どれぐらいリ

スクが高いか、首都直下地震、政府は 30年に 70パーセントと、10年前から言っています

けど、70パーセントです。交通事故でケガをする確率が 20パーセントなのです。30年間

のうちで言いますと。5人に 1人です。ところでこの中で、この 30年間交通事故でケガし

たことがあるって方どのぐらいいらっしゃいますか？ お二人ですか。では、かなりの方

はこれからケガをするんですね。確率の問題です。で、20パーセントです。そう考えると、

子どもに「車に気を付けなさい」と送り出すのか、子どもに「地震に気を付けなさい」と

送り出すの、どちらが正解かはっきりしています。ブロック塀のそばは通っちゃいけませ

んよ。当たり前です。崩れそうな家の周りは避けなさい。というようなことのほうが、首

都直下では大きいです。南海トラフでもです。ちなみに、いいほうの例です。ジャンボ宝

くじで 100万円以上当たる確率、計算しましたら年 4回 20枚ずつ買って 0.7パーセントで
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す。0.7 パーセント、なんか当たりそうな気がします。「俺強運だし」とか言ってね。30

年間で 0.7パーセントがどのぐらいの確率かというと、私が 30年買い続けている。駄目な

んですよね。子どもが買い続ける。30年間ですね。でも 1.4パーセントですね。孫も買い

続ける。2.1パーセントです。こうやっていって 4200年ぐらいかけると大体期待値が 1に

なる。それぐらい低いのに、宝くじは年間 2兆円も売れるんです。コマーシャルの力は偉

大でしょうか。 

 南海トラフの地震では、最悪想定、これは信じがたい数字です。受け入れがたいと言っ

てもいいかもしれません。静岡県で 10万人、和歌山県で 8万人です。高知で 4万 9000 人、

宮崎で 4万 2000人という死者。東京都で、小さく出ていますけど、これで 1500人です。

受け入れがたいですよね。これが今最大級だという想定なんですが、しかしこれが最大だ

という保障なんか何もありません。L1、L2の議論をしていますけれども、L2本当に最大な

んでしょうか。L3というのは絶対ないんでしょうか。いうことも考えると、一つの大きな

目安ではありますけれども、これをなんとしてでも 0に持っていくというのが、防災シス

テムの目的です。これを 0に持っていくというのがど真ん中です。他にもいろんなことが

あります。しかし、とにかくこれを 0にすれば、他の問題は相対的にものすごく小さくな

ります。この 10 万人、静岡県で、もし亡くなる人が居て、その後の対策を上手にやれって

いくら言ったって、それは無理です。もう受け入れがたいです。首都圏は、ちょっと前の

データですけれども、こんなふうに燃える可能性がありますよ。これは、風速 15メートル

ですから、冬の午後 6時、風速 15 メートル最悪の想定に近いわけですけれども、しかしこ

ういうものも受け入れがたい状況なんです。 

 皆さんは『釜石の奇跡』というお話はご存じですか？ 聞いたことがあるっていう人は

どのぐらいいらっしゃいますか？ ほとんど全員が聞いてらっしゃいますね。簡単にポイ

ントだけお話ししたいと思います。片田先生からデータをもらって「片田先生だけじゃ足

りないでしょうから私も話しします」と言ったら「お願いします」と言って、データをい

ただいたので、大概話すことにしています。釜石東中学校に在校していた子どもたちはみ

んな助かりました。立派な訓練をしていました。ハザードマップで釜石東中学校は白地な

んです。釜石で多くの人が亡くなったのは、実はこの白地の地域です。この白地の地域。

ここまでは安全なはずだ。特にこの防災センターという所には、200人近い人が避難をし

て、そしてこの防災センターが津波にのまれたことによって、百数十名の方が亡くなって

います。白地、つまり人はこれを見たときに、ハザードマップと思わないんです。安全マ

ップと思うんです。皆さんがたもどうでしょう。白地に居たら安心だと思いませんか？ こ

こに居た人たちも白地まで逃げれば安全だと思いますよね。作った人の意図とは違って、

人はこれを安全マップと受け取るんです。で、釜石東中学校の子どもたちには、これは安

全マップじゃないよ。あくまでも明治三陸津波が起こったときに、どこまで今の防潮堤な

どありますから、どこまで、津波が来るかということ示した一つの目安に過ぎませんよ、

大きい地震があったら、明治三陸よりもちょっとでも大きい地震があったら、君たちの中
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学校は、津波にのまれるよということを教えていたわけです。これはすごい慧眼です。そ

して、釜石東中学校は鵜住居小学校という隣の小学校と一緒に逃げよう。中学生が決めま

した。僕たちは助けられる人じゃない。助ける人になるんだ。イーストレスキューといい

ました。鵜住居小学校と一緒に逃げるためにどうすればいい？ 訓練しかありません。2010

年に初めて訓練をしたんです。一緒に避難訓練を。最初に逃げたときに 30分かかったそう

です。『ございしょの里』という市の決めた避難所です。しかし釜石東中学校の子どもたち

30分かかって戻ってきて、勉強します。そうすると一番早いと 34分で津波が到達するこ

とが分かりました。そうしたら、揺れから身を守って、整列していたらのみこまれた可能

性があります。いかん、もう 1回やろうということで、もう 1回やってくれました。これ

が後で効きます。次にもう 1回鵜住居小学校と避難して、10分で逃げました。鵜住居小学

校は地震が起こったときどうなっていたかというと、3階に避難していたそうです。それ

は最初の津波警報が 3メートルだったからです。そしてハザードマップも白地でした。だ

から先生と児童は全部 3階に避難していました。そこを釜石東中学校の子どもたちが「津

波が来るぞ、逃げろ」と言いながら通り過ぎていったそうです。通り過ぎていったんです。

待っていたわけではないんです。通り過ぎていった。早い子たちが。「津波が来るぞ、逃げ

ろ」って言いながら。で、鵜住居小学校は前に避難訓練をしていたことがあるので、一緒

に避難訓練をしていたので、「じゃあ」と言って 3階から降りてきたのです。見てください。

3階の窓全部割れています。屋上まで津波が来ています。もし残っていたらそれこそ大川

小学校の悲劇と同じようなことが起こっていた。よく避難してくださいました。やっぱり

訓練大事ですね。そして『ございしょの里』という市が決めた避難所まで来ました。グル

ープホームデイサービスです。ここでは神様が居ました。土地のおばあちゃんです。ここ

まで来て安心していたら、おばあちゃんが言いました。この山、がけ崩れしています。こ

の山が明治三陸でも昭和の三陸でも壊れなかった山です。その山が崩れているということ

は「今回の地震はただごとじゃない」って言ったそうです。それを聞いて、釜石東中学校

の先生と生徒はさらに上に逃げることにしました。これはここにあったお家ですね。多分

ね。つまり津波は市が決めた指定避難所を 2メートルの高さまで来ています。ここにとど

まっていても大変な災害だった。よく逃げてくれた。その次の写真がこれです。中学生が

小学生の手を引っ張って、後ろを振り向かずに逃げています。大人たちは来るのかなとい

う顔をしていますね。この地域の人たちは、助かりました。この道路 1本隔てて、向こう

側が防災センターのあった場所です。そこでは多くの方が亡くなっています。これは大変

私たちに勇気を与えてくれます。よくこの写真撮っていてくれました。 

 そして、さらに崖上のヤマザキという訪問介護事業所なんですが、ここまで来たときに、

後ろを振り返るともう津波です。この段階で当時のムカミヨウコさんという副校長先生が

子どもたちに言ったそうです。「ここから先は、いのちてんでんこ」ここで止まる保障全然

ないです。「1人でも多く助かってね」と言って、子どもたちはクモの子を散らすようにさ

らに上に逃げていったという話になります。 
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 なぜこういうことができたのかというのは、皆さんご存じの三原則なんですが、想定に

とらわれるな、最善を尽くせ、率先避難者たれよ、ということです。これちょっと時間が

ないので・・・。いいか。重要な部分です。多くの人がなぜ防災対策をしないのか。これ

一言で言えば、正常化の偏見。つまり自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評

価してしまう人間の特性なんです。例えば今これ、ジーって非常ベルが鳴ります。皆さん

がたはプロフェッショナルですから、すぐに逃げるかもしれません。しかし実験ではほと

んどの人は逃げません。それは、ジーって鳴っている。自分に不都合な状況です。誤報じ

ゃないの？ 訓練じゃないの？ 何かの間違いじゃないの？と考えて、自分を安全だと思

いたがるわけです。しかし心配だから、ある行動を取ります。どういう行動を取ると思い

ますか？  

 

Ａ－ 周りの人を見る。 

 

＜鍵屋氏＞ おっしゃるとおりです。え？ 火災警報。非常ベルだよ。みんな大丈夫なの？

って自分で判断しないで、周りの人を基準に判断して、その後の安全行動を取る。誰かが

「火事だ、逃げるぞ」と言って逃げると、みんな一緒に逃げる。こうなるわけです。そこ

で、周りを見ないで「火事だ、逃げろ」「津波だ、逃げろ」って言う人が大事なわけです。

これを率先避難者というんです。率先避難をすると、同調性バイアス、その人を見るおか

げで誰かが一緒に逃げてくれる。釜石東中学校の子どもたちには、君たちには固く固く固

く心に誓ってくれと。周りを見ないで自分は逃げる。大きい地震が来たら津波を見ないで

逃げる。そうすると、多くの人が同調性バイアスによって一緒に逃げてくれて助かると、

こういうふうに教えたわけです。人間はどうしても正常化の偏見があります。 

 これは、岩手県の 7歳から 15 歳までの津波浸水区域における死者の数です。宮城や福島

県に比べて圧倒的に少ないということになります。義務教育世代の子どもたちが。これが

岩手県の防災教育の効果なんだと。国が出した津波避難から人命を守るための減災計画と

いうのがありまして、それによると三つあります。一つはハザードマップの作製です。一

つは津波避難訓練です。一つは、防潮堤や防波堤の整備です。それによって人命を守ると

いう方針が立てられていました。しかし、最も大事なのは、人の心の中に防波堤を作る。

心の中に堤防を作ることなんです。私も心からそう思いました。防災教育こそが長期的に

は最も重要です。防災教育をしっかり受けていた人が居れば、防災訓練も積極的にやりま

す。周りの人へも話をする。教育というものは、長期的には最も有効だというふうに思い

ましたし、それが、片田先生が行ってまだ 1、8年、8年しか入ってなかったそうですけど

も、やはりこういう効果をもたらしているということは、重要な示唆だと思います。自治

体が取り組んでいくことの、重要なポイントは、この防災教育だと。心に堤防を築くとい

うふうに、私は思っています。 

 こんな上手な絵も片田先生の所で集めています。大したもんですね。 
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 次に災害イメージはどういうふうに作られるかということなんですけれども、私たちは

実際に災害を経験することは、まれにではありますけれども、あります。それから、被災

地への応援にいらっしゃった方も多いと思います。ボランティアも多いと思います。そこ

では被災地の現場を見ることができますが、その現場だけです。全体像は分かりません。

そのときに市町村のトップのほうは何をしていたのかとか、国は何をしていたのかとか、

土木業者さん何していたとか、ご遺族さんはどうしていたのか、そんなことは分かりませ

ん。全体像が見えない中で、私たちは判断せざるを得ないというところはあります。そこ

で頼りになるのがマスコミ報道なんですが、これはマスコミの方が居たら大変恐縮ですが、

勉強してないマスコミがこのパターンにはめ込みたがります。かわいそうな被災者と役に

立たない行政です。こういう記事を書いたマスコミは勉強不足です。災害後に、最も重要

なことは、今被災している市民をいかに支援するかです。行政を叩いても、行政と市民が

分断されて、効果的な支援ができにくくなります。市民が行政に対して不信感を持ちます

から、そこであつれきが生まれます。彼らは安全な場所に居て、人を批判しているだけな

んです。こういう記事を書く人は。こういうマスコミにはガツンと誰か言ってもらいたい

のですけれども、なかなかいい方法がないので、こういうふうにならないように、マスコ

ミをリードしていかないといけない。結局多くの人はマスコミから情報を得るわけです。

そして、それは読売新聞社が報じれば、NHK が報じれば正しいと思っちゃうわけです。と

ころが彼らの中には、あまり勉強していない、つまり普段災害報道なんかやっていない人

たちが、どっと押し寄せるわけです。そこでは、もういつものかわいそうな被災者と役に

立たない行政。行政は大変苦しい思いをしている。被災者の中には横暴な人が居て、調和

を乱している。そういうことは記事にならないです。こんなに困っている、それに対して

行政はこんなに遅い。こう書きたがるわけです。そこでは本当のことは何かということで、

本当のことを探求する方法はいくつかありますが、やはり本人たちに語ってもらうのが、

本音を語ってもらうのが、一番です。 

 災害の記録ってあります。正式な記録が出てきます。そのときに、例えば何々市の災害

記録で、何々市長はそのときほとんど機能しなかったとか、何々福祉事務所長は全く役に

立たなかったとか、寝込んで出てこなかったとか、そういうこと書けないわけです。言う

までもない。悪いことは書かないんです。で、悪いことは書けないけれども、なんとなく

におわす記述というのはできるんじゃないでしょうかというのが、今回エスノグラフィで

書いて、なんとなくにおわすことができる。それからわれわれが読み取るということで。

今回皆さまがたにお示ししたのは、知的障害者の入所施設のストーリーです。はまなす学

園。現場はどうだったんだろう。市町村に行くと、実は現場へほとんど行っていないとい

う人もいっぱい居ます。ずっと災害対策本部で入っていて。現場はどういうふうにして逃

げたんだろう。ということの施設であります。 

 これを読むことによって、実は災害イマジネーションを高めることができます。映像を

見ているだけでは、分かったような気になるんです。分かったような気になるんだけれど
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も、実は受動的なので、脳に対して大して動きが行き渡りません。アクティブラーニング

とパッシブラーニングというのがあって、映像を見ている、テレビを見ている、マスコミ

報道を見ている、あるいは新聞を読むだけでは実は能力がそれほど高まりません。アクテ

ィブラーニング、自ら考える、読む、探す。そういうことによって、能力は高まってきま

す。そこでアクティブラーニングを少し皆さんと一緒にやっていきたいと思います。 

 まずこの災害エスノグラフィ、ちょっと読みながら、アンダーラインを、重要なポイン

トだな、ここ面白いなと皆さんが思った所に、線を引いてみてください。全部でわずか 4

ページですので、皆さまがたの能力があれば、6 分ぐらいで読み通せるかなと思いますの

で、6 分ぐらいをめどに全部読み通して、アンダーラインどんどん引きながら読んでいっ

てください。その後、3、4分で大事だと思う所にポストイットに書いてもらいます。今か

ら 10分ぐらいお願いをしたいと思います。 

 

＜鍵屋氏＞ それで、これからグループで話し合いをしてもらいたいと思います。自分は

ここが重要だと思ったっていうのを、それぞれ読み上げて、私もそうだなと思ったら同じ

ですと言いながら、カードをパパっと重ねていくような感じで。この 5人。こちらのこの

先生がたに大変恐縮ですが、この 5人グループ。でここは 4人、5人、4人、5人で。ちょ

っと後ろを向いて。それでは話し合いをして、それで最終的にはこれがこのはまなす学園

を救った重要なポイントだなという所を、三つ発表してください。最終的に。それにすり

合わせをして重要なポイントだなと思う所を。 

 いいですか？ 遠慮しないでいいですよ。 

 

Ｂ－ 大丈夫です。 

 

＜鍵屋氏＞ 大丈夫。 

 

Ｂ－ ありがとうございます。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。じゃあ、そういうことでちょっと話し合いをしていただけますか？ 5

人、4人で。 

 

＜鍵屋氏＞ 時間です。はい。できた所はどれぐらいありますか？ 三つ選びました。一

つなんですか？ では、そこ最後に発表。もうすぐですか？ もうできかけている。はい。

じゃあ、ちょっと申し訳ないですが、本当はコメントとかいろいろ言いたいでしょうけど、

読み上げる形で紹介いただけますか？ では、こちらのほうから。こちらからこういうふ

うに、三つ読み上げてください。お願いします。 
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1 点が訓練についてなんですが、みんなで統一したのが利用者についてまず考えてあげる

のが足りなかったんじゃないかという、想定不足で。何分で訓練できるかという時間を気

にするということと、毎回同じような訓練をしたので、想定外のことが起きてパニックに

なってしまったっていうことがあったんですが、このハガさんの状況に応じた判断力があ

って、何とか全員助かって良かったんじゃないかなと思います。もう 1点が非常準備品に

ついて、精神薬を持って出られたのは、良かったんですけど、ある程度持っていったのは

良かったけれども、持ち出し用として、すぐ取って持って逃げられるような準備が足りな

かったということと、利用者の人が食べられないカンパンとか、保存食については、もっ

とランニングストックみたいな感じで普段食べているものを、持ち出せるようにしておい

たほうが良かったんじゃないかということ。最後の 3点目が車での避難についてが、これ

が難しいことでしたっけ？ ということで、都会だと渋滞があるからというの。私もそう

なんですけど、車での避難はエヌジーとされてきたものが、この人たちにとっては、状況

に応じて車での避難も必要だったんじゃないかって、非常に難しい問題だなと思いました。

以上です。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ありがとうございます。はい。では、次お願いします。 

 

Ｃ－ すみません。3 点ほど。先ほどちょっと話したことと少しかぶるんですけど、私た

ちのグループで気付いた点というのが、まず車による避難。ここではバスを利用されて、

避難されたということで、結果的には、無事避難できたと。ただ、やはり都会であったり

する場合には渋滞の問題とかもあるので、まさにこの岩手という、岩手の山・・・。 

 

＜鍵屋氏＞ すみません。項目だけ読み上げてもらえますか？  

 

Ｃ－ ごめんなさい。二つ目が避難に必要なものとしての保険証と薬。これを実際には持

っていたということで、非常に有効だったんじゃないかなと。最後ですけど、支援者の率

先した汚いものとかも進んでやるというようなことで、実際には支援者といわゆる避難さ

れた障害者の方とのコミュニティーがつながったんじゃないかなということが、うちのほ

うで三つ挙がりました。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ありがとうございました。このペースで、次、後ろの班の皆さんお願

い致します。 

 

Ｄ－ うちで出たポイントですけど、まず一つ目は避難訓練で想定されてなかったことが

たくさん起きたけど、その場その場で車で避難するとか、そういう判断ができていたとい
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うことです。もう一つは、歯みがきだとか、風呂とかがない中で、公衆衛生に気を使って

工夫している。例えばハイターを薄めて消毒をしたとか、そういうような公衆衛生につい

ての工夫ができたことというのも大きいんじゃないか。最後は、先ほど言われました人的

支援があって、休憩がはさめることで職員の方の気持ちもストレスがちょっと抜けたとい

うのも大きいんじゃないかなということです。以上です。 

 

＜鍵屋氏＞ はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

Ｅ－ 良かった点ということで三つ考えました。一つ目が、日赤さんの保管する薬を輸送

して持ち出すことができた。二つ目が訓練していたけれども、その場その場で必要な判断

もできていた。三つ目として事情を分かって対応してくれる支援者が来てくれたという、

この三つを考えました。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。素晴らしい。はい、どうぞ。 

 

Ｆ－ すみません。重複もあるんですけれども、やはり精神薬は持っていなかったようだ

という、そういった日赤さんとかの常備薬も想定をして持ち出したこと。それと、車での

避難とか非常食を徒歩で取りに行ったということで、その場その場での、マニュアルにと

らわれない判断を行ったという、プラスなのかマイナスなのかは別として、そういうこと

をなされていたということと、避難訓練で時間を考えて整備した。時間の意識、そういっ

たところが三つぐらい私たちのグループでは挙がりました。以上です。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ありがとうございました。 

 

Ｇ－ こちらのグループでは、三つ項目挙げまして、一つは避難のその場その場での判断

が必要であると。大きなものとしては車を出すかどうか。あるいは、風呂から上がったと

きだったので、どういった格好で外に出るか。そういったものに関して、マニュアルにと

らわれない形で、実際に災害のときには判断ができたかどうか、これが大事なポイントで

す。2 番目が障害者対応が特殊なところであると。この方は支援施設の方ですけど、一般

的な支援物資に精神薬が入っていないことや、避難所に入ってからの一般の避難者と同じ

ように避難ができないこと、そういったものの問題点が会話の中から上がってきています。

事前に用意できたものもあれば、避難所の中で何とかやりくりをしていたというのも伺え

ます。3 番目が全国からの支援者の手があって、何とか支援ができたということです。こ

れが陰の力となって、支えられたから、もともとの支援者が 1週間程度で、ギリギリ倒れ

ることもなく、ローテーションに入れた。これが大きなものだったと思います。以上、三

つになります。 
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＜鍵屋氏＞ はい。どうもありがとうございます。簡単にまとめてみました。悪い点もた

くさんあるんですけれども。悪いところというか、なかなか至らないところもあるんでし

ょうけど、やっぱりリーダーの判断力というのが非常に重要だ。実は隣に、特養の施設が

あるんです。特別養護老人ホーム。そこはリーダーが逃げるという判断をしないで、多く

の方が亡くなっているんです。この話は、一番うまくいった話です。津波浸水地域の入所

施設で、一番うまくいった話だからこれです。出せるんです。だから多くの施設が、これ

ができなくてもっと苦しんだわけです。リーダーの判断力が非常にすぐれていた。それか

ら、精神薬は持っていないだろうというふうに考えたという、普段からやはりそういうこ

とを考えている人だったんです。それから、車避難。もうとにかくすぐに逃げたほうがい

い。これはかなり難しい問題ですけれども、その場所が高台のほうにあったんです。ある

程度高い所に。ある程度高い所だったので、下から上がってくる人に比べたら少し時間が

あった。なんせ裸ですから、裸で避難させるわけにいかないですよね。一刻も早い避難と

いうことで、車を選んだ。それから、支援者、多くの方の支援があった。やっぱり外部か

らの支援が必要だ。それから公衆衛生、ハイターを使うなんていうのは、知ってなければ

分かりません。当たり前ですけど。ハイターがそういう殺菌作用を持っているんだという

ことを知っていたんですね。この現場力があると言うんですかね。それから障害者への配

慮というものを考えていたということで、非常に本来 3倍の時間を掛けて、議論していた

だくのですが、きょうは、ものすごく縮めてやっていただきました。こういう結果が出た

ときに、皆さんは最初に読んで、こういうことかと思ったのと、だいぶ差がありませんか？ 

自分が読んで一人で達成できたことと、その後みんな 4、5人で話し合ってさらに構造化し

たり、統合することによって、得られた理解度の差ってだいぶありますよね。一人でやる

ことにやっぱり限度があるんです。チームを組んでやることによって、非常に効果が上が

りますので、ぜひ皆さんの職場に戻りましたら、こういう手法を使ってみてください。重

要な良い文献をみんなで読んで、重要なポイントを出し合って、さらにそれを統合する。

あるいは、もう一歩進むと構造化するというようなことが、実際の仕事の中では有効にな

ってきます。ということで、これについては、本当はもっとやりたいんですけども、一応

終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、あと、10 分ちょっとなので、質疑応答もあるのですが。質疑応答よりも私が

用意してきたのをしゃべり切っちゃおうと思いますので、お許しください。 

 ちょっと消してもらえますかね。阪神淡路大震災の 1時間半後です。 

 

＜鍵屋氏＞ 朝の 5時 46分で、ほとんどの方が就寝中であったというのにもかかわらず、

こうやって 7500 棟程度が焼けているわけですけれども、これがまず最初の第一撃の次に来

たときに都市をどう守るかで重要です。今回の政府の 3月に出た報告の中では火を見ずに

逃げると書いてあるんですけども、私は絶対に違うと思います。初期消火を必ずがんばっ
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てみんなでやり抜く。最初の 15 分、20 分余震があって怖いけれども、なんとしてでも初

期消火をやり抜くということで、街を守ろうと、そういう機運を作るべきだと思います。1

人が助かるためには、確かに火を見ずに逃げるというのはあります。しかし、そういう人

が多くなればなるほど、都市全体はやられます。やはり元気な人で動ける人は、とにかく

初期消火です。声を掛けあって。それが大事だと思います。家具の転倒防止は言うまでも

ないです。それから、倒壊家屋の問題。これは耐震化の問題。そして、火災を防ぐ問題。

避難所生活をうまくやるための問題が大きな自治体の仕事になっていると思います。 

 ちょっと時間がないので、これだけはちょっとやりたいです。皆さんが職場ございます。

大きい地震がバンと発生しました。そのとき、何をしますか？ 今から 2分でやってもら

えますでしょうか？ ちょっと今から 2分間。大きい地震が発生したらあなた地震は何を

するか。ちょっと書いてみてください。別に聞きませんので。今から 2分間です。 

 

 

＜鍵屋氏＞ あと 30 秒です。職場に居たら何をしますか？  

 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ではいったん手を止めてください。8 個以上書いたという方どのぐら

い居ますか？ 素晴らしいですね。聞いても面白いですけど、ちょっと時間がないので、

私はこう思っているんです。地震が起こります。そのとき、まず「地震だ。身を守れ」と

いう声を出します。というのは、すごい地震直後は判断力が低下するからです。ちょっと

冷静になるのに「地震だ。身を守れ」みんなに声を掛けます。それやりました。実際。そ

の後は、自分の身の安全を守る行動を取ります。机の下にもぐる。窓から離れる。その場

でベストな行動を取ります。その次にやることは二つあります。一つは、自分がケガをし

た場合です。応急手当をする。人に助けを求める。駄目もとで 119番する。自分がケガを

しなかった場合、周りにケガをした人が居ないかどうか気を付ける。こういうふうに進み

ます。それから、壊れた施設がないかなとか。あるいは、二次災害ありますから、余震が

ありますから、より安全な場所に移動する。火が出ていないか見る。隣近所に声を掛ける。

場合によっては、一緒に避難するというふうに続いていくんですが、この中で自分がケガ

をした場合こうするって書いた人居ますか？ 大地震が発生しても、皆さんは大丈夫なん

ですね？ こういうの、何て言いましたっけ？ 自分は大丈夫だと思っているんでしょ？  

 

Ｈ－ 正常化のバイアス。 

 

＜鍵屋氏＞ そうですね。正常化の偏見です。正常化の偏見ってすごい怖いでしょ？ あ

れだけ言われて、こんなに勉強して、今、あ、こういうふうになるんだって、みんなでこ

うやっておけばいいねって議論したのに、大地震が起こると、いざ自分は安全だと思って
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しまう。ケガしたときのこと、ほとんどない。1 万人ぐらい聞いていますけど、恐らく 1

万人超えて聞いていますけど、今までこれにとらわれない人は 4人だけでした。それぐら

い厳しいんです。正常化の偏見。これを、防災対策にお金が付かないわけですよね。そう

思いますので、これを覚えてください。目からうろこを、何度も何度も取っていかないと、

どんどんうろこが付いてきます。 

 後は、資料のつもりで用意したもので、ここまでが重要です。一応言います。とにかく

地震対策で人が死なないための 1丁目 1番地は耐震化です。住宅改修も含めて、耐震化す

ることです。全国の木造約 1000 万戸、ざっくり言えばあるんですが、これに 30万円から

100 万円掛けると 3 兆円から 10 兆円です。30 年間の地震被害、東大の先生に言わせると

300 兆円から 500 兆円です。全部の住宅が耐震化されると、被害の 7 割程度はなくなるだ

ろうと言われています。ということは、一体いくらですか？ 200 兆円から 350 兆円は、

地震被害が軽減される。3兆円から 10兆円です。耐震化の事業はものすごく投資効果が高

いんです。で、何が何でも耐震化と書いてあるのですが。「いやそんな金ないですよ」必ず

言います。金があるという人は居ません。ところがあるんです。地震保険の政府積立金が

今 8000 億円に減りました。東日本大震災で 1 兆 5000 億円あったんですけど。でも 8000

億円あります。これ地震後に使ったらスズメの涙です。でも地震前に使ったらものすごく

助かります。地震復興宝くじ。宝くじです。総務省の方もいらっしゃるので、耳が痛いか

もしれませんが、宝くじ、6団体で楽しくお金を分けています。これ年間 4500 億円から 5000

億円の収益があります。この宝くじをちょっと悪いけど、何年間か耐震化のために使わせ

る。ということで日本は守られます。 

 防災をするためには、全体を高めるためには、災害直後は自助しかないです。自分のと

ころがするしかない。それから、その後は、近助しかない。ご近所。この近助と共助を分

けています。近助というのは、消防団とか自主防災会とか、まさにそういう感じです。共

助というのは、普段は見たことはないけど、助けに来てくれる。こういうかたがたの力も

合わせて公助と一体となって、全部レベルを上げる必要があります。わが家の防災スター

トブックというのは、送ってなかったですか？ すみません。自助、共助、公助といいま

すけど、共助の力が、今、非常に重要です。そこで近助と新しい共助に分けてください。

それから災害時要援護者支援、これも非常に重要な対策で、実は平成 16年度から、私、災

害時要援護者支援のガイドラインづくりに 3年間携わっているんですけども、痛恨だった

のは、津波は、誠に申し訳なかったです。風水害で、高齢者を対象にガイドラインって作

ったんです。平成 16年から 18年にかけて。で、津波についてどうしようかと言ったんで

すけども、これは難しいねと。解決策、今でも難しいです。津波が間違いなく来る所に住

んでいる高齢者に、今から家を移れとか、慣れた地域から離れて、高台に行けっていうの

は、外に居る人は簡単に言えるけれども、難しいねということで、それはちょっと置いと

いて、ある程度リードタイムのある風水害で避難勧告や避難指示ができて、しかも地域の

人の支援が期待できる高齢者に向けて最初にガイドラインを作る。ところが、それがガイ
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ドラインの全貌のほうになってしまって、支援者の人たちも多く亡くなってしまったので

す。自分たちは助けに行かなきゃいけないんだ。消防団、消防職員が 270名も亡くなって

いる。民生委員も 58名も亡くなっている。その人たちは要援護者を助けに行くために亡く

なられたんだと思うと、本当に痛恨で、申し訳なかったと思っているんですけれども。そ

の要援護者をどう支援するかというのは、非常に大きな問題です。最後の 1人まで助ける

んだと考え抜くことが、重要です。時間がないのであれなんですけれども、大槌町では今

話し合いをしていて、こういうふうなことがあったと聞いています。車で避難しない限り

要援護者は無理だ。地震直後は。だけど、みんなで逃げれば、みんなが逃げられなくなる。

みんなで、車で逃げたら渋滞になる。そこで、災害時要援護者を同行避難する人たちが車

を使っていい。それ以外の人は車を使うなということを、地区全部でルールづくりをして、

それを地区防災計画に今度しようということで、話を進めている。そこまでもう何十回も

議論をして、1回の議論ですぐ 5時間、6時間たって、そういうのをずっと繰り返したって、

私は聞いています。そういって、最後の 1人まで助けるんだって真剣に考え抜いて、その

地区でルールを作って、車避難についても、同行避難する人だけはオーケーだというふう

な考え方まで導き出したのはすごいなと思います。そういった現場の知恵というものがこ

れからも求められる。ガイドラインだけでは駄目なんです。一番簡単な地震対策だったら

木造住宅なら 2階で寝ればかなり助かりますから、せめてやりましょう。タンスの下敷き

にならないようにしましょう。備蓄は水とあめ玉から始めましょう。あめ玉だけで 3日し

のぐのはきついなと思いますからそのうちサトウのごはんやろうとか何とかやろうという

ふうになってきます。まずは水とあめ玉ということです。 

 この話を最後にしたいと思います。これは、中越沖地震があった後の、柏崎市喜多町と

いう地域です。1200か 1300 世帯あるんです。1200から 1300世帯の安否確認を 2時間で終

わりました。これがどんなにすごいことかというのは、安否確認の訓練をやったことがあ

る人ならば分かると思います。1200から 1300世帯の安否確認、2時間。安否確認終わった

という報告がバーって出る。素晴らしいですね。なぜこんなことができるのかというと、

実は防災会を月に 3回もやっているからです。中越地震の後にすぐに無線の申請をして、

これを補助金でゲットしました。「あ、あれいいな」って言って他の町会が申し込んだとき

には、もう駄目です。補助金の金額が上限切っているということで駄目だ。一番最初に手

を上げたんです。震災復興に取り組みながらやっていたのが防災訓練です。このエジリさ

んという方が、内閣総理大臣賞をもらいましたけれども。紙貼るんじゃかっこ悪いなとい

うので、こういうパネルにしたんですが、あの紙のほうがかっこ良かったですよね。こう

しちゃうと役所みたいですね。災害時に助け合うためにはやっぱり普段が大事だねという

ことで、拠点を作りました。こんな所です。空き家を使って。見た瞬間びっくりしました。

すごい地震に弱そうです。裸木造で、総 2階で前が大きく開いていて、よく中越地震と中

越沖地震に耐えられましたよね。危ないなと思っていたんですよ。で、産直とかやってい

たんですが。産直とお総菜を作ったりしていたんです。これがあればお年寄りも大丈夫。
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で、リニューアルオープンして壁を入れてくれました。良かったですね。ということで、

仲良くやっているんですが。中越地震と中越沖地震、2 度被災しました被災者にとって、

二重の苦しみですが、これまでのコミュニティー活動によって培われた地域のきずなや助

け合いの精神が。そうですよね、1200 世帯バっと回って 2時間で安否確認できるんですか

ら。で、多くの住民が地域づくり活動に携わることで、地域のことは自分たちの手でとい

う意識が強まり、汗を流し、結果を共有できる喜びを実感し、次なる行動に移らせてくれ

るという、素晴らしい土壌が育っています。 

 エジリさんに聞いたんですよ。「どうしてそんなすごいんですか？」そしたら、最初自分

が連合町内会長になった。そのときには、それから 10年間一生懸命やったけど、誰も言う

こと聞いてくれない。みんなバラバラだった。でも 10年やったら 2、3人は付いてくれる。

それから 10 年やって、20 年後には大体みんながそうだね、足を引っ張るんじゃなくて、

みんなで協力してくれるような地域になりましたよ。20年かかりました。素晴らしいです

ね。こういう素晴らしいことを、実はアメリカの政治学者のロバートパットマンという非

常に有名な方なんですが、この地域のつながりが大事だということを、『孤独なボウリング』

という本で紹介しています。英語のタイトルは『BOWLING 武田 LONE』と言います。なぜか

というと、アメリカではまだボウリングが盛んなんです。ボウリングをする人の数は減っ

てないのに、一人で行く人が増えた。一人でとなると会社で行きながら、みんなが 1レー

ンずつ取って黙々と自分のだけ投げている。これのどこが楽しいのかと思います。それを

見て『BOWLING 武田 LONE』と名付けた。つまり、以前のアメリカは市民のつながりが強か

った。そのつながりが幸福な暮らしと民主主義を支えてきたのではないか。例えば 1960

年頃は 30パーセントの人が教会や地域活動やボランティアや PT武田に参加していたんで

す。それが 2000年頃は 10 パーセント台に減っている。しかも高齢化しているということ

を彼は発見しました。そうすると、治安が悪化し、格差が大きくなった。まだそういう地

域力が残っている所、ソーシャルキャピタルです。ソーシャルキャピタルのある所とない

所を比較すると、ソーシャルキャピタルのある所は教育水準が高く寿命が長く治安が良く

豊かで、公正で安定した民主主義、政治家も居る。で、こういうソーシャルキャピタルの

低い所、ご近所力のない所は、教育水準が低く、寿命が短く、治安が悪く、貧しく、そし

て政治家の質も低い。こういうことを発見したんです。クリントン大統領の時代です。 

 このご近所力というのは、今までは自分はしっかりやる。なんとかをやる。会社でやる。

そして、できれば地域とも仲良くしようだったのに、違うんだと。人と人のつながり、自

分がしっかりしてから他の人と一緒にやるじゃなくて、しっかりしてないからこそ他の人

と助け合うことによって、地域全体を強くするんだ。こういう力があって、これこそが安

心安全の原則。誰もが一人ではパーフェクトじゃないです。さっきやったみたいに、自分

が理解したのと、みんなでやったのと全然違ったでしょ？ あれと同じことなんです。ご

近所が力を合わせるということがとても重要で、こういう一人一人がバラバラでやってい

くと、大きく重い荷物、それを高い壁が阻む。都市みんなでやることによって、進んでい
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く。地域全体が安心安全だ。こういう地域社会を作るということが、自治体の地域社会づ

くりを一緒になって作っていくことが自治体の最終的なミッションだ。これができるよう

になれば、防災はおのずから付いてくる。あとはテクニックの問題だというふうに思いま

す。 

 ということで、時間を 5分超過してしまいまして、誠に申し訳ございません。しかも質

疑をやってくださいという武田先生のリクエストも構わずワークショップのほう進めさせ

ていただきまして、あれですけど、はしょりましたけれども、最後までご清聴いただきま

して本当にありがとうございました。 

 

武田－ 大変貴重なお話をありがとうございました。それでは、それぞれ予定のある方は、

退席されても結構ですけども、幸いなことにちょうど今昼休みの時間に入りまして、普通

ですと次 10 分後に授業ということで延ばせないんですけども、お昼休みですので、時間の

許す方、もう少し残っていただいて、せっかくですので、ここで質疑応答をさせていただ

ければというふうに思います。それでは質問、あるいはご意見のある方は挙手をして、お

名前を言っていただいて、発言をお願いしたいと思います。それでは、どなたからでもど

うぞ、お願いします。どなたかいらっしゃいますか？ せっかくの機会ですので。はい、

どうぞ。 

 

＜質疑応答＞ 

Ａ：本日は貴重なお話をありがとうございました。 

 ちょっと、まとめてないので、うまく聞けるか自信ないんですけど、鍵屋先生は自治体

で危機管理担当されていたということですが、もちろん先生みたいに高い方というか思い

を持って危機管理やるんだという職員の方多いと思うんですけど、まだまだ私が見てきた

中ではですけど、自分が動くんだという実感がないというか、災害時に何をするかも知ら

ないというか、訓練のときに自分が何をするんだってなって、頭真っ白になって終わっち

ゃうっていう人が多いと思うんですけど、そういう人たちにどう呼び掛けたらいいかとい

うか、そういう皆さんに何とかやる気になってもらうにはどうしたらいいのかっていうの

が、ずっと長い間自分の中で疑問だったので、何か考えがあればお聞かせ願えませんでし

ょうか。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ありがとうございます。分かっていたら、私がやりたいんです。それ

ぐらい難しい問題なんですけれども。物事を一緒にチームで進めるために必要な条件は、

私はこう考えています。一つはまず情報の共有化なんです。災害になったらこういう仕事

があります。こういうことになりますよ。だから今からちゃんと準備しておきましょうね。

まず温度差を埋める。温度差がありますから、いろんな人に。高い人も低い人も居ますか

ら。そのまま突っ込むと破綻します。まず情報の共有からです。その次のプロセスがすご
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く重要で、共感なんです。共感。あ、やっぱりやばい気がする。ここに時間をかけたらい

いと思うんです。共感づくり。やっぱり大事なんだと、これだけやらなきゃいけないね。

やっぱりある程度時間が必要です。徐々に共感を作っていく。共有して共感すれば、次に

例えば訓練だとか、マニュアルづくりだとかっていう共同作業に入ります。で、共同作業

の後競争関係を作るんです。成果に生まれてきます。ですから、情報の共有化、次に意識

の共感。意識合わせとも言いますけれども、この共感をいかに育めるか、ここのところは

恐らくそのリーダーの人間力だったり、いろんな道具立てだったり、するところで、非常

に一つの方程式ではいかないメンバーの考え方もあるでしょうし、リーダーが誰がやるか

という問題もあると思います。こういった、まず共感を作る仕組みをいかに上手に作れる

かに、私はかかっている気がします。場合によっては、私を呼んでいただけると、私が行

って「こうだぞ」って言って、少し温度を上げることはできます。しばらくすると冷めま

すので、温度を上げた段階でいかに共感の仕組みを作るかです。はい。ありがとうござい

ました。 

 

Ｂ：先生のお話をお聞きしたところに、これから継続的に進めていきたい、訓練が大切だ

よということがあったかと思うんですけども、実際のほうで、阪神大震災が終わった後に

自主防災組織が形成されて、その後に、その第一世代の方がやはりもう第一線を退かれま

して、その後の方に引き継ぐ上で、なかなかマニュアル的なものだけ引き継いで、その後

になかなか継続できていないというのが、やはり自治体の方からよく聞くところでして、

非常にざっくりとした質問で恐縮なのですが、できればその辺の自主防災組織を今後継続

的に進めていく上で、アドバイスなどいただければありがたいと思います。お願いします。 

 

＜鍵屋氏＞ これもまた、分かっていたら私もやっていますというところの話なんですけ

ど。一つは面白い訓練だと思うんです。それで役に立つ。その感覚なんてことです。例え

ば今人気なのは、避難所開設訓練。その前にハグ HUGって書きます。避難所の運営訓練ゲ

ームです。避難所運営ゲームというのがあるんです。その HUGなんかをやって避難所って

こういうふうになるんだ。例えば、アーケードがあります。次に避難所の開設運営訓練で

す。実際に人が来て、受付をして、それでワーなんだこれ。俺たち、この武田タンカで待

っているのとか、雨だったらこれ外で待つってマニュアルになっているけど、とてもじゃ

ないけど待てないよねとかっていうことが分かってきます。それからトイレが男女が近い

と女性はちょっと遠慮しちゃうよね。お年寄りだってこれだったら行きにくい。じゃあト

イレどうしようかという議論に、具体的に進んできますので、避難所というのは、そうい

う意味ではなぜか地域住民の方、大変好きなので、避難所から入ると。でもこんな生活す

るぐらいだったら避難しないほうがいいよねというところに進んで、じゃあ、避難しない

ためには、自分の家をちゃんとしていればいいねというところに戻っていくのが、それが

いいのかなと思っています。今、お勧めは小学校とか学校の先生とも一緒になって避難所
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運営訓練ゲームをしながら、避難所の開設訓練をやっていくというのがお勧めだと思いま

す。 

 

＜鍵屋氏＞ はい。ありがとうございます。 

 

Ｃ： 私は、以前災害時要援護者支援の業務をしておりまして、広島市の場合、山間部と

都市部が結構入り交じっていて、山間部のほうでは結構コミュニティーが非常に強いので、

事業自体結構進めていけたんですけど、都市部のほうではコミュニティーが希薄で、なか

なかうまく進まないと。先生は、板橋区で災害担当をやられたということなので、何か都

市部でそういったいわゆるコミュニティーの希薄を打開するような地域防災力を高めてい

く上での何か取り組みがあれば、教えていただければと思います。 

 

＜鍵屋氏＞ 皆さん、本質的ですごいところ突いてきますね。痛いところへ。都市部の災

害時要援護者支援は、コミュニティーでは、私はかなり難しいと思っています、実は。と

いうのは、そもそもコミュニティー力がないですから。作るのに、さっき 20年はかかる、

防災教育と同じような話なんです。コミュニティー力を付けるということは。そこで、手

っ取り早いのは、私は福祉事業者だと思っています。福祉事業者、今、都市部で逆に福祉

の支援が必要な人は必ずどこか支援者とつながっています。代表的なのは、障害者、高齢

者についていえば、福祉の事業者です。ケアプラン、介護支援計画あるいはサービス等の

利用計画、障害者の場合はサービス等利用計画というのがあります。それが平常時の計画

です。しかし災害時はもっと厳しいわけです。ところが災害時には、そのケアプランやサ

ービス等利用計画にどうするってほとんど書いてない。災害時のことを考える必要がない

からです。で、厚生労働省とかなりここのところはやってくれって話をしているんですが、

厚生労働省、それをやるとまた金が掛かると思うせいか、非常にこれには消極的です。ち

ょっと報告書には書いてもらったんですが、ケアプランなどに書き込んでいる事業者も居

るみたいな形で、今回の要援護者支援のガイドラインには書かれているんですけれども、

福祉事業者をつかまえることです。彼らにはミッションがあります。自分たちがケアをし

ている人たちをどうやって守ればいいか。一つは今のはまなす学園のような施設です。施

設の人たちは施設という拠点がありますから、そこで事業継続計画、BCP を作ったりしな

がら、自分たちがいかに支援するか。あるいは、地域の高齢者や障害者を受け入れる、そ

ういう福祉避難所の役割も考えている。もう一つは、介護の事業所です。訪問介護です。

この人たちには、安否確認をどうやってやるか。その人たちがどこに避難するか、決めて

おけば、安否確認、避難場所と自宅でいいわけです、それ以外の場所はもう分からないわ

けです。ところが何も書いてないと安否確認もできない。じゃあ、避難場所はどこだとい

うことぐらい、本当にケアプランに、災害時の避難場所、避難支援者からは書いてもらい

たいと、私は本当に思います。そういうことを進めていかれれば、施設の事業者から、悩
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みも逆にいただけますから。一緒に考えていきながら守っていけるんじゃないか。都市部

ではやはりプロフェッショナル、職業として福祉支援、利用支援をやっている人たちとこ

れから連携していくことが大事だと思います。もちろん 100点ではないですよ。レベルを

上げるということです。 

 (了) 
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＜第 2回 防災連続セミナー＞ 

「国家の危機管理～３・１１東日本大震災と原子力発電所の事故を経験して～」   

日時： 平成 26 年 6月 30 日（月） 第 3限（13：20～14：50） 

場所： 政策研究大学院大学 4階 会議室 4A 

講師： 東京大学客員教授、元内閣危機管理監 伊藤哲朗氏 

参加人数：37名 

＜武田教授＞ 

 皆さん、こんにちは。本日は第 2回の本年度防災連続セミナー開催を致しましたところ、

大変お忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。今日は、東京大学の客員

教授であり、元内閣危機管理官をされておられました伊藤哲朗先生に講師をお願い致しま

した。テーマとしては『国家の危機管理、3.11東日本大震災と原子力発電所の事故を経験

して』ということで。伊藤氏先生は、内閣危機管理官として 5人の総理に仕えられて、そ

してその間に 3.11がちょうどあったわけでございまして、大変大きな災害事故にあわれた

ときの、わが国の危機管理の責任者としていろんな経験をされ、そして、それにいろんな

対応をし、また教訓を得られてきたというわけでございます。 

 なお、伊藤先生には、昨年もお出ましをいただきました。防災連続セミナーとしては 2

回目のご講演ということでございます。それでは伊藤先生、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

＜伊藤氏＞ 

 今日は防災連続セミナーということで、私のほうから何か話をということでありますの

で、私のほうからは、国家の危機管理についてということで、私自身が今ご紹介ありまし

たように、福田内閣から野田内閣まで 5人の総理の下で、内閣危機管理のほうをしたとい

うことがございまして、そこでいろいろな国家の危機というのに対応したわけであります。

そうした中で、いろいろ国家の危機管理を行うにあたって何が重要かということをいろい

ろ学ぶところがありましたし、実際に経験することも多かったわけですが。そうしたもの
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は、決して特別な危機、それぞれに対して、特殊なものが一つ一つあるわけではなくて、

やはり国の危機もあるいは地方、あるいは現場における危機管理というものについても、

考え方は基本的には一緒だなという感じが強く致しました。やはり危機に当たって、それ

にどう対処していけばいいのかという、基本というものは、同じものが流れてるという感

じがしましたので、そうしたことを中心にお話をしたいと思います。 

 最初に、簡単に自己紹介をご覧いただいたと思いますけれども、私自身もともとは警察

庁に入庁致しまして、警察の仕事をずっとやっておったわけであります。警察の仕事の他

にも、運輸省や外務省で外国のほうで勤務をしたりしておりましたけれども、警察の仕事

が終わった後、平成 20 年、ちょうど福田内閣のときに内閣危機管理官という仕事をしまし

た。それから次は麻生内閣。その次が鳩山内閣、そして、菅内閣、最後が野田内閣という

ことで、5 人の内閣で仕事をしたわけであります。当時はちょうど毎年毎年総理が変わる

というような事態でありまして、総理が変わる、あるいは政権が変わると危機管理の在り

方も大きく変わるという感じが致します。リーダーの在り方とも関係してくるわけであり

ますけれども、リーダーが変わると危機管理の在り方は変わるということですが、本来な

らば、そういうことがあっても国家としてはよろしくないということで、私自身としては

基本的には、リーダーが相当変わっても、それが実際の現場の運用において、大きく変わ

ることがないように努めるのが、私の役割かなと思ってこの仕事をしておりました。とり

わけ自民党政権から民主党政権に変わったときは本当に大きくものの考え方から違ってく

るということで、場合によっては国家の姿、在り方が変わるような発言までありましたけ

れども、そうしたことでは、国としての一貫性というものが、なかなかできないわけです

ので、そうしたことをきっちりと実際の現場で動いていく場面においては、あまり変わら

ないようにしていこうということで、仕事をしたわけであります。 

 そこで、国家の危機というと、お手元の資料にもありますように、いろいろな危機があ

ると思いますけども、一つは、ここにありますように、大規模自然災害というのがあるわ

けです。いろいろな地震、津波、風水害、あるいは火山の爆発、さらには、めったにない

かもしれませんけど、隕石の落下というのもあり得ると。これは去年ロシアで、それほど

大きな被害はありませんでしたけれども、実際に被害があるような落下というのもありま

したし、次にあります電磁パルスってあまりお聞きにないかもしれませんけども、これは、

太陽の活動が活発化しますと、さまざまな電磁パルスが地球上に降り注ぐことがある。そ

うしますと、何が起こるかというと、少なくともいろんな電子機器に対する影響が出てく

るわけです。最大のものが出てくれば恐らくいろんな所に使われていますマイコンが動か

なくなるというか、誤作動を起こすだろうと言われてまして、実際に激しいものがあれば、

例えば何が大変だろうかというと、これほど恐ろしいものはないと私は思ってますけども、

まず自動車が動きません。電気水道がマイコンを使って送電してますけれども、これも駄

目になる。ガスも駄目になる。その三つが少なくとも駄目になって、自動車が動かない。

工場のいろいろな諸設備も場合によっては駄目になる。そうすると、人間の生産活動が全
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部なくなってしまうのです。都会にあっては、電気、ガス、水道、通信がない中で、車が

動かない。となると、まず食べ物、飲み物から困ってしまうということも考えておかなけ

ればならないということです。 

 次に、もう一つは、人為的なものとして、事故がありまして、航空機事故とか海上事故

とか。これは先般韓国で大きな海上事故がありましたけれども、そうしたものがいつ起こ

るか分かりませんし、危険物の事故、さらには大規模停電というのもありますし、最近わ

れわれの経験したものとしては原子力災害というものが重大事故としてあるわけです。 

 人為的なものにこういった事故的なものもあるんですけど、意図的なものとして、もう

一つは重大事件というものがあろうかと思います。ハイジャック、人質、これ NBCテロと

いったものもあるし、サイバーテロといったものもあるでしょう。さらには、つい昨日飛

びましたけれども、ミサイルが日本海に飛ばされましたけれども、これがいつ日本のほう

に飛んでくるか分からないということもあるでしょうし、不審船なんかがやって来ること

もあるということです。その他、私自身も在任中経験しましたけれども、海賊事案。海賊

事案というのは、あまり報道はされてませんけれども、私がちょうど在任中はかなりの日

本の船が海賊に襲われて、人質になって、身代金と引き換えに解放されるという事案とか、

あるいはもっとひどいケースは日本の船がそのまま海賊船になって、他の商船を襲うとい

った事案も続いていたんです。海の外のことで、あんまり日本人が被害にあっていない、

実際に乗ってた乗組員は外国人が多かったということもあって、日本人が乗組員の場合も

ありましたけれど、あまり報道されなかったわけでありますけど、これも結構大きな事案

ということで対応策を取りまして、取りあえず海上自衛隊に行ってもらうと。行ってもら

って、これは後で、きょう、海上自衛隊の方いらっしゃらないですかね。どういうことを

したかというと、いわゆる海上警備行動というのをご存じでしょうか。いわゆる警察に代

わって、海上保安庁に代わって、自衛隊が海の上で警察活動をやるということなんですが、

それを発令して、自衛隊の船に現実には、アデオ湾の沖合に行ってもらって、日本の商船

隊を守ってもらうという仕事をしてもらったわけです。それで、護衛艦 2隻と P3Cという

これは対潜哨戒機です、これで、海賊が付近に居ないかどうか確認するということで、商

船隊を護衛しながら現在もアデオ湾沖を、常に一番海賊の出そうな所を守ってるというこ

とで、現在も護衛艦、P3C とともに 600 人の隊員が現在もアデオ湾周辺に居ます。ジブチ

市の所には、自衛隊の基地も作っておりますので、日本の海外基地があるなんて、あんま

り報道されておりませんけども、わが国もすでに海外基地を海賊対策ということではあり

ますが、ジブチという所に持っているわけです。アフリカです。 

 そういったこともやって、そのためにも法律を作って対応したということで、現在は、

最初はとにかく海上警備コードで行ってくれと。そのうち国会で法律作るからということ

で、行ってもらってるうちに、1 月か 2 月に発令をして、今国会で作るからということで

行ってもらって、法律を作って 6月頃に施行して、後は、法律を切り替えて、海賊対処法

のほうで、今現在は活動してもらっているということです。 
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 この他、北朝鮮がらみになると思いますけれども。その前に邦人救出。これは北朝鮮だ

けじゃなくて、海外でいろんな事案があって万が一、在留邦人が大変なことになるとなれ

ば、これ救出しなければならない。いろんな自衛隊の飛行機なり、あるいは船なり、ある

いは外国の飛行機等お願いしながら、救出しなければならないということで、これも最近、

集団的自衛権の中でもこういった話は出てきてますけども、そうした集団的自衛権とから

まない話でも、アフリカでもあるいは中東でもこういったことが起これば、直ちに救出し

なければならないということもあるわけです。 

 その他、大量の避難民流入。これは近隣からしかないわけですが、仮に北朝鮮が崩壊し

たということになると、何万という北朝鮮人が国内で生活できないということで、船や漁

船に乗ってやってくる可能性がありますので、これにどう対処するかという問題もあるわ

けです。 

 これともう一つは、一番大きな事案として、左下にありますけれども、武力攻撃事態、

いわゆる戦争です。これは、今も話をしましたように、集団的自衛権やそういった問題が

あるように、最近の東アジア情勢を考えますと、非常に危険な状況にあります。かつては

この武力攻撃事態はどちらかというと一応書いてあるだけという感じだったんですけれど

も、ここ 4、5年、ちょうど私がおりました頃から、船舶の問題が急速に大きな問題になっ

てまいりまして、いつ一触即発というか、不測の事態もないとは言えないということであ

りますので、そのときにどのようなことになるのかということを、十分準備しておかなけ

ればならないということです。 

 その他として、病疫というものがあります。これは人間の死ぬ数でいうと、恐らくこの

パンデミックが一番全ての緊急事態の中でも、多いのではないかと危惧されます。皆さん

も H5N1 タイプの鳥インフルエンザウイルスの被害の話をお聞きになっているかもしれま

せん。簡単に言うと、現在東南アジアを中心に、中国やあるいは一部アフリカ、中東でも

H5N1ウイルスに侵された鳥が次々とインフルエンザになって死んでるわけですが、そうし

た中で、鳥から人に感染してるケースも結構あるんです。鳥から人に感染するというのは、

最近中国でも別の種類のウイルスで感染して、人が死に始めましたけれども、一番上にあ

るのを例に取りますと、大体年間、最近ちょっと下火になりましたけれども、100 人ぐら

いの人が感染してると。そうすると、そのうちの 3分の 2の人が死ぬわけです。極めて致

死率が高いわけです。それはなぜかというと、今まで普通のインフルエンザというのはい

わゆる弱毒性といって毒性が弱いんですけれども、普通の季節性インフルエンザのことで

すが、この今はやってる鳥インフルエンザは強毒性のインフルエンザですから、万が一鶏

なんかに感染しますと、養鶏場の中で感染すれば、一瞬にして、全ての養鶏場の鶏が死ぬ、

例えば何万羽飼っててもブワーっと死にます。鳥もあっという間に死ぬわけですが、これ

は人間にかかると人間は 3分の 2の人が死ぬわけです。、いわゆる強毒性、非常に毒性が強

いんです。毒性が強いとはどういうことかというと、内臓にウイルスが入り込むんです。

普通のインフルエンザというのは、のどでおしまいなんです。あれ咽喉部でおしまいで、
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これで高熱が出て、それで大体熱が下がれば治る。年寄りの方なんかで、同時に肺炎を併

発して亡くなられる方が居るということではありますけれども、この強毒性のインフルエ

ンザは咽喉部でとどまりませんで、全ての臓器のほうにまでウイルスが入り込んでしまう。

そして多臓器出血を伴い、多臓器不全になって死ぬという非常に怖い病気です。大体の方

が、若い人が特に多臓器出血が激しくなって死んでしまうということです。 

 これは現状では鳥・人には感染してるんです。だけど、人・人感染にまで行っていない。

人から人にまで行ってない。だから、鳥から人までだったら、自分は鳥に近づかなければ

いいのかと思いがちですが、実は自覚がない、現状はそうですけども、いつ鳥・人感染の

ウイルスが人・人感染になるかは、もうあとは時間の問題だと言われています。これはな

るかならないかではなくて、いつなるかということを心配しなければならない状況です。

このために、例えばいろんな所ですでに恐ろしい情報が出てまして、例えば、人・人感染

は起きてませんけど、トラ・トラ感染は現実に起きました。これタイの動物園で、トラの

動物園があるんです。そこで鶏をトラに食べさせていたわけです。あるときに食べさせて

鶏が実はこの鳥インフルエンザに罹患してまして、これを食べたトラは当然ながらインフ

ルエンザになるし、加えて、トラ・トラ感染が起きたんです。そして、何百頭も居たトラ

のうち半数近くが、あっという間に死んでしまったという事態が起きてます。もうトラ・

トラまで来ました。人・人は来てないのかというと、実は一部来てます。一部来てるとい

うのは、どういうことかというと、これインドネシアの例ですけども、ある人が鳥インフ

ルエンザにかかった。それで家族が居る。お見舞いに行った。親族が居るということで、

お見舞いに行った方が実はそこでうつってしまったんです。うちに帰ってまたそれで、家

族にうつしてしまった、ということで、連鎖的に 8人の方がインフルエンザにかかったん

です。明らかに人・人です。そしてそのうち 7人が死亡しました。ところが、不思議なこ

とに、まだまだこれ本格的な人・人じゃないんですけども、うつったのが全員血族です。

奥さんとか要するに息子の嫁さんとか、そういう人はかかってないんです。ということは

特定の遺伝子を持った人間には、うつっていくというところまでもう変異してきていると

いうことですから、それが一般的な人間にまでうつるのには、もう時間の問題だろうと言

われています。これは致死率、今 6割ですが、実際に人・人感染するようになったときに、

どの程度の毒性があるかというのが分かりません。分かりませんので、対策はとにかく強

毒性が来るということをやっていくしかないんですけども。多分、人・人感染になれば、

毒性は弱まるんじゃないか。あるいは、感染力はもちろん高いかもしれませんけれども、

毒性が弱まって致死率が 2割ぐらいに落ちるんじゃないかという、全く希望的観測でしか

ないんですが。あまり毒性が強いと、意外と伝染しないんです。なぜかというと、伝染す

る前に死んでしまうから。有名な例でエボラ出血熱があります。これは今西アフリカのほ

うで相当はやっていますけども、これは極めて致死率の高い病気です。そうすると、アフ

リカの山のほうの村で感染すると、ある人がそこに行ってみると、その村の人間は全滅し

てるわけです。誰も生きていない。ということで、苦しいから外にも出れない。そうする
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と、人がみんな死んでる。逃げろ、逃げろということで逃げてくれば、取りあえずは感染

がないという状況はあり得るわけですが。ちょっと今、都会までエボラ出血熱来てますの

で、次々と人にうつるんじゃないかというふうに心配されてますけども、それはまだまだ

非常に致死率が高いので、逆に言うと伝染性は低いんじゃないかと言われてます。だけど、

この鳥インフルエンザが仮に 1割とか 2割の致死率。結構高いんですよ。1割、2割。この

中で、間違いなく 5、6 人の方が１割でも亡くなる。2 割になると 10 人の方が亡くなる。

となれば、これは恐ろしい病気で、もしそんなものがはやってるとすると、街に出るのす

ら怖いということになるのです。これについての対策等も考えていかなくちゃいけないと

いうことがある。いろいろな対応が必要になってきます。私のときもちょうど豚由来のイ

ンフルエンザ、これは新型だったんですが、当時は、どの程度の強毒性か分からなかった。

最初はひょっとしたら相当強いんじゃないかというふうにも考えられましたけど、終わっ

てみると、実は季節性のインフルエンザと同じような強さだったということで、比較的対

応がうまくいきました。どういう対策があるかというと、これはいろんな対策があります。

豚由来の新型インフルエンザのときは、大変私たちも緊張して全国的な対策を取ったんで

す。それは日本の場合はどうだったかといいますと、私に言わせると大変成功したなと思

います。普通インフルエンザというものは、毎年 8000 人から 1万人ぐらいの方が亡くなっ

ています。季節性で。ほとんどがお年寄りの方が亡くなるんです。やっぱり肺炎を併発し

てということが一番多いんですけれども。その年は C型が来たということで、とにかく全

国の医療施設とかいろんな医療機関を上げて対応を取りました。皆さんにもいろいろ呼び

掛けをして、手洗い、うがいを励行しましょうとか、マスクを付けましょうとか。熱が出

たらすぐにお医者さんへ行ってタミフルを処方してもらいましょうとか。ワクチンも作り

ましたんで、輸入してどんどん打ちましょうということで、かなりのかたがたが対応を取

られたんです。最初の患者は兵庫で出たんですけども、最初の死者はどこだということで、

常に患者に重症者が居たら報告してもらうようにしてましたんで、私の所にも、今あそこ

でこの患者が死にそうだというのが来るわけです。1 号か 2 号かと言いながら、やってま

して、何とか最大お医者さんが手を尽くしていただいて山を越えました。死にませんでし

た。という形で、次々と全国からの報告まとめておりましたので、本当に一生懸命やって

いただいたんです。そうすると、これお医者さんが一生懸命やると死ぬ人も死なないんで

す。1号が出て、2号が出て、全部報告を求めてましたんで、全ての病院で絶対に死者出さ

ないという形で、相当な力で取り組んでいただいた結果、アメリカとか他の国では相当の

人が、普通通り季節性と同じように亡くなったんですが、その年のわが国のインフルエン

ザによる死者数は大きく減りました。患者数は平年と一緒です。特に若い方ものすごくか

かりました。新型ですから、例えば 5歳児から 9歳児までの方は、90パーセントが罹患し

たんです。それだけ新しいウイルスというものには。ところが年配の人は幸いなことに、

なんらかの昔のインフルエンザと共通のものがあったようですから、その免疫が効いてた

みたいで、罹患率が随分下がったんですけども、若い人の罹患率が非常に高かったけども、
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死者数が少なかったということもあって、その年は 1年間で 200人です。ということは、

平常の 40 分の 1 から 50 分の 1。これは薬と医療の力です。毒性が一緒でも一生懸命やる

と人は死なないということです。ところが一生懸命やらないと、すぐ人は死ぬ。お医者さ

ん次第だと私は思います。 

 これは、変な話ですけど、ちょっと余談に入りますが、警察で交通死亡事故っていうの

やってますね。皆さん救急なんかをやってらっしゃる方もおられるのかもしれませんが、

いかに早く助けるかっていうのものすごく大事ですけども、もう一つはいかにお医者さん

が一生懸命治療するかというのも大事なんです。交通死亡事故は、24時間統計ということ

でやってます。これで世界は 30 日統計が多いよということで、30 日でも調べてるんです

が、要するに 24 時間以内で死んで、2 日目、3 日目、4 日目で死ぬ人も居ますから、それ

も出さないと正しい統計にならないんじゃないかということで、20 年近く前から 30 日統

計というのをやってるんです。一応 24時間で死ぬ人が発生すると、警察としては昨日の死

亡事故 1名とか 2名とか出るわけです。ところがそれが 26時間もたったら重傷事故でおし

まいなんです。これはうちの警察署の管内では、絶対に死亡事故出したくないって警察署

長が一生懸命思ってる。そうすると、これ重傷だと。今後、持つかどうか分からないとい

うときに、警察の人は何してるかというと「お医者さんとにかくこの人を 24時間でいいか

ら生かしてください。死亡事故統計に乗らないようにがんばってください」と露骨には言

いませんが「とにかく死なないようにがんばってください」とお願いする。みんなお願い

してます。そうするとどういうことが起こるかというと、24時間生き延びた人は、ほとん

ど死にません。それは死ぬ人は「これはもう駄目ですよ。脳挫傷で、もう手の打ちようが

ありませんよ」と言って、ほったらかされた人がすぐ死んでしまうという状況が、現実に

あると私は感覚的に思います。一生懸命 24時間生かしてもらえれば、救急医療で延命して

もらうと、生き延びるケースが多いです。それは感覚的にそう思ってましたけど、同じよ

うなことがインフルエンザのときに、がんばればみんな死なないじゃないかという感じを

持ったわけです。それ、実際にお医者さんと話しても「それは一理ありますよ。正しい一

面です」とお医者さんもおっしゃってます。だから、それは医療資源に限りがあるから、

そこまでは全部できないのかもしれませんけれども、そういうことはあるということです。

これは余談ですけども、そういったこともインフルエンザ対策ではやっておりました。 

 次に、私がそういった国家の危機に対して何をしていたかということをちょっとお話し

たいと思います。 内閣というのは、基本的に行政権をつかさどるというか、行政は内閣

の閣議決定で決まっていくわけです。普通の行政は、それぞれの各省庁の大臣が居て、法

律に基づいて各省庁の権限を行使していくわけでありますけれども、内閣官房というのは、

基本的に何をするかというと、私も内閣官房に居たわけですが、内閣の重要政策に関する

企画立案、そして総合調整というのがあります。各省庁の施策の統一、統合調整というの

があるわけですが、その中で危機管理官というのは、阪神淡路大震災の後にできたポスト

で、その後にスタッフもできたわけでありますけれども、ここにありますように、国民の
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生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じる恐れがある緊急の事態の対処お

よび当該事態の発生の防止というふうになっているわけです。これについて、基本的には、

統合調整をするということと、各省庁の施策を統合調整する。統一してやるということで、

各省庁の施策の統合調整をやるわけですが、実際上、統合調整といってもある意味では緊

急事態ですから、みんなで議論してる暇がないとなれば、こういう方向でいこうというふ

うに決めてやっていくしかないわけですから、言ってみれば、半ば指示のような形もやら

ざるを得ない場面も出てくるということです。 

 内閣官房は、総理官邸に居るわけですけども、官邸の地下に官邸危機管理センターとい

うのがあります。ここには内閣情報集約センターというのもありまして、そこで、実際に

事案が起きますと、総理大臣、官房長官、副長官、専務、政治家の方がおられますけれど

も、その下の内閣危機管理官以下で、さまざまな事案対処をやるということです。とりわ

け官邸の危機管理センターが何をしてるかというと、一つは事態が発生したときに、内閣

情報集約センターというのが官邸の地下にあって 24時間動いてるわけですが、そこからい

ろんな情報が入ってきます。そして、事態が起きたということになると、官邸の危機管理

センターに速報が入りますので、そこで政府としてはどういう体制で対応するかというこ

とを考えるわけですが、ここには、情報連絡室とか官邸連絡室とか、あるいは官邸対策室

という三つの室を、危機管理官の判断で作るわけです。現在は、ミサイルが飛んだという

ことで、ニュースなんかでも官邸に情報連絡室を作って対応に当たっているとなっていま

すが、これは政府の体制としては、室長が内閣参事官の体制でやってます。そして、大き

な事案になりますと、室長が内閣危機管理官の事案ということで、各省庁の局長も集まっ

て対応するということです。ここは、ちょっと見にくいですけども、緊急参集チームとい

うのが一番下にありまして、官邸対策室を作るような事案になりますと、ここに各省庁の

局長が集まって対応していくということになります。そうなりますと、大体普通は、政府、

いろんな関係閣僚会議とか対策本部とか、そういったものを作って対応することが多いわ

けですが、そういう所で仕事がある。この緊急参集チームというのは何かというと、基本

的に先ほど言った政府の統一的な施策、あるいは総合調整をやる場所でして、各省という

のはいろんな協議をやりますけれども、なかなか課長級の協議だと結論が出ません。それ

はなぜかというと権限がないからということで、これは自分が持ち帰って局長と相談して

から最終的なお返事しますということが多いわけですが、緊急参集チームですと局長です

から、局長が決めた以上、後ろ向いても誰も居ないわけです。事務次官というのは事務の

統括で、政策を統括してませんので、基本的には局長がそこで「うん」と言ったら決まる

ということになるわけです。そこで危機管理センターの緊急参集チームの協議で、方向を

決めていくというのが普通のやり方になります。 

 これは情報の集約の仕方ですが、その他、官邸の危機管理センターには、いろいろな事

案を対処するために、かなり大きなスペースを持ってまして、これも実は二つ持ってます。

一つは 2事案同時に発生したときに、複合事案というのがあり得るわけですから、同時並
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行的に対処しなければならない場面もあるので、一応全く同じものが 2部屋、部屋の仕切

りは簡単な間仕切りですけども、同じことが二つできるようになってるということとか、

いろんな仮眠設備とか食糧の備蓄とか、あるいは、各省庁からの通信やメールが来るよう

なネットワークといったものもあるし、あるいはさまざまな電源設備とかあるいは電波漏

えい対策、セキュリティーの確保というのもあるわけです。これ、この間もテレビで間違

ったこと言ってましたけど、危機管理センターは当時携帯電話が通じないから全然仕事が

できなかったという人が、政治家はそう言ってたんですけども、携帯電話、誰と連絡を取

るのか、私は全く分かりませんけれども、必要性は全くないわけです。もしあるとすれば、

電話は受けられるわけです。携帯電話の電話は。受けられますから、携帯電話にかかって

きた電話全部使えますんで「いまだに携帯電話が通じないという状況が続いてます」って

言うけど、これは携帯電話を続いてると大変なことがある。要するにセキュリティーの漏

えいがあります。これは現実的に、私自身が目撃したことなんですが、ある政治家が中で

一生懸命やって、ある程度結論が出ました。そしたら、私は知らなかったんだけど、ちょ

うどトイレに行った係員が見てたんですけども、あの政治家出てきましたよ。そして、一

生懸命廊下で。廊下は通じるんです。廊下で一生懸命誰かと話をしてたと。全く先ほどの

会議の中身をそのまま話してるんですよ。そういう事態があって。だから、一体どこで何

が漏れてるんだということをしないために、こういうことをしてるわけですが、それを「通

じない」と言って怒ってる政治家が何人も居ましたけども、そういうのを危機管理が全く

できてない方々だ。むしろ自分たちが情報を人に漏らすのに不都合だというふうにしか思

えないような内容なんです。本当はみんなで集まってやってるわけですから、みんなの前

で電話すれば済むわけですけども、みんなに聞かれたら困る話を電話するようでは、なか

なか十分な危機管理はできないという内閣もありました。そういったことで、厳格な電波

漏えい対策も取っているということです。 

 そういうことなんですが、危機管理といっても一言でそういう言い方しましたけれども、

実は大きく分けると、二つの意味合いがあります。これは三十数年前から日本語として使

われるようになった言葉なんです。それで、普通はこの危機管理という場合は危機に備え

てさまざまな準備を行うという活動も危機管理と言いますし、もう一つは実際に危機が発

生した後に、これを対処していくという活動もあるわけですが、この二つの活動は全く性

格が違うものです。これを一言で危機管理と言うのですが、英語で言うとリスクマネジメ

ントという、危機の事前対策、もう一つが、危機が発生したときに緊急事態に対処する活

動もいわゆる危機管理というわけですが、緊急事態対処活動、言ってみればクライシスマ

ネジメントというのは、全く性格が違う活動だと理解しておかないと、危機管理という言

葉で全体を話したりすると分かりにくくなります。危機の事前対策というのは、まず危機

にはどんなものがあるんだということを想定しておく必要がある。先ほどもいくつかの危

機の中身についてお話をしましたけれども、どんな危機があるんだろうということです。 

 例えば、それはどういう性格のものなんだろう。それは一体どのような対策があるんだ
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ろうか。どうすれば危機を防げるんだろうかということ。そういったことを危機そのもの

の性質というものを知っておく必要がある。先ほどの病気の話でいくと、エボラ出血熱と

H5N1の鳥インフルエンザは同じ感染症ですけれども、どのような対処方法があって、どの

ような性格が違うんだろうということも知っておく必要があるわけです。あるいは、炭素

菌がばらまかれた。これはどういうふうに怖いんだろうか。基本的に炭素菌がうつるのか、

うつらないのか、人に。知ってますか？ 知ってる人。アメリカで炭素菌がばらまかれま

したね。死んだ人も居ました。これうつるの？ うつらないの？ そこを知らなければ怖

くて近づけませんよね。炭素菌の患者に。そこから研究しておかないといけないというこ

とです。 

 それとか、例えば病気でいうと分かりやすいのかな。突然、ある病院で、天然痘の患者

が発見されました。日本で、東京で。慶応病院にしましょう。これ一体なんだ。天然痘、

でも世界中で撲滅されてるはずじゃないのかどうなってるんだ。やっぱり死んでなかった

のか、と思うかもしれません。撲滅されてるというのはうそだったんだと思ってはいけま

せん。これはもう最初からテロだということです。テロ以外にはないわけです。天然痘っ

てまだ菌はあるのかということです。あるんです。アメリカと旧ソ連に天然痘対策のため

の研究施設があって、そこにはあるんです。これ厳重に管理されてますから、もしそれが

ログインしたとすれば、自然に、アメリカとかロシアで先に天然痘患者が発生して、それ

から日本にうつってくるわけですから、いきなり東京で発生するということは、誰かが持

ち出し、東京でばらまいた以外には考えられないわけです。あるいは本人がかかっちゃっ

た、ということ。これはもう明らかに意図的なテロだということですから、一つ一つがそ

のように全ての危険性というのは何なんだ。対抗策は何ですかということです。天然痘に

対するいいワクチンはあるでしょうかとか。効果的な薬はあるんでしょうか。あったりな

かったりするわけです。エボラ出血熱の効果的な薬は何ですか？ 予防のワクチン、どう

なってるんですか？ そういったこと一つ一つの危機に対して、研究をし、そして、基礎

情報をちゃんと集めておいて、対応策を考える。対応を考えるだけではなくて、それを実

際に構築する必要があるわけです。 

 それと、またそうした危機が実際に発生するかもしれない段階において、それを予知す

る方法もあえて知っておいたほうがいいでしょう。予知なんていうのは、例えば自然災害

でいうと、津波が来ることを知ってるか知ってないかで全然対応が違うわけです。予防と

いうのはできるものとできないものがあります。特に意図的なものについて予防は可能で

すが、自然災害なんかはできないかもしれない。予防体制も作る。そして、実際に危機が

発生したらどうしようという体制をあらかじめ作っておくことが大事です。そして、それ

に基づいて訓練をするということが、まさに危機の事前対策になります。 

 ところが、もう実際にこういったことは皆さんもわが国が今 3.11を経て、特にあれほど

大きな、言ってみればプレートのずれというものが起きた以上、わが国がどうなってるか

というと、地底がねじれた状態になっておるわけです。引きつれてるんですよ。これ引き
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つれを戻すためには、あとマグニチュード 7ないし 8ぐらいの地震が四つ、五つあって初

めて戻ると言われています。これ大体 30年以内に来るだろうと。そうすると首都直下、東

海、東南海、南海、それで四つになりますが、その他にもまた来るかもしれない。大体過

去の歴史を見ると、そういったものが来るように、歴史的にはそうなんです。30年以内に

ほとんど起きてます。とすれば、今はまさに地震多発の時期に入ってきたということです

から、これに対して早急に、明日かもれないし、対応しなければならないということです。

もうちょっと時間があるかもしれない。 

 もう一つクライシスマネジメントというものを考えてみましょう。これは、全く事前準

備とか普段の活動とは違うということです。要するに、危機の発生というのは、いつ来る

か分からない。先ほど明日と言いましたけど、もう今の瞬間かもしれない。全く突発的で

あるし、予測不能です。なおかつ緊急重大であって、危機が切迫しているという事態があ

るわけです。そして、その発生した危機は大抵の人が未経験。頭の中では知ってるけど、

現場に居る当事者は大抵の人は未経験です。東海地震が起きた、あるいは関東大震災みた

いなのが起きたといっても、皆さん未経験ですよね。同じ事態は二度と起こらないです。

同じことが同じ場所で起きても、同じことは起きません。なぜかというと、人間社会はど

んどん文明が発達するにつれて、いろいろな高度なシステムの上に乗っかって暮らしてる

わけです。昔を考えてみましょう。頑丈な洞穴の中に住んでる時代だったとすれば、しか

も丘の上の安全な所です。洪水も起こらない。いい所です。となると、地震が来ようが津

波が来ようが洪水が来ようが何の関係もない。例えば、縄文時代の人たちはそれで木の実

を採ったり、鳥や獣を取ったり、貝を食べたりしながら生きてたわけですから、そういう

自然災害は全然怖くないわけです。ところが、どんどんいろんなものが発達してくると、

高層ビルができたり、あるいは先ほど言った電磁パルスの話にしても、本来ならばそんな

もので人は死なないんですよ。電磁パルスは人を殺しませんから。だけど電気と水とガス

と通信が、あるいは車が動かない。そうなったらわれわれはっきり言って、山の中で自給

自足してる人以外は死にます。食べるものないんですから。飲み物ないんだから。そうい

うふうに世の中っていうのは変わってきてるわけです。ですから同じ事態は 2度と起こら

ないわけですから、何が起こるかは常に予測しとかなくちゃいけませんし、想定外という

のは当たり前なんです。だから、その今までの想定通りに起こらないし、次々と新しいこ

とが起こるだろうということを考えておかなくちゃいけないわけです。危機は放置すれば

被害は拡大して、重大な損害が発生して、取り返しのつかない事態になるというのは、も

うそのとおりです。危機が発生した場合、発生したということが分かったとしても、限ら

れた情報しかない。本当に何が起きたか分からない。例えば、例を取ってみると、阪神淡

路大震災のとき、あれは朝 5時 46分に事案があったんですが、誰も 6時の時点、7時の時

点で地震が起きたことは分かってるけど、大した地震だと思ってないわけです。誰もです。

自分でつぶれた人は思ってるかもしれません。被害のあった人は。だけど、そういうこと

は誰も分からない。自分の身の回りは大変なことが起こってることは分かるけど、それが
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全体の中ではどういう位置なのか。自分の家だけつぶれたのか。この付近だけ駄目だった

のかということが、もう分からない状態です。今回の東日本大震災の際には官邸の危機管

理センターにはものすごい情報が来ました。もう数え切れないぐらいというか、判断する

のが大変なぐらいたくさん来た中で、重大な判断をしていくことが必要になってくるとい

うことです。ですから、多分情報が来てないということは、もう全滅してるかもしれない

ということを考えながら対処していく必要があったわけです。案の定、津波でほとんど、

ここやられてるんじゃないかというところは情報が来ません。来ませんし、事実上壊滅状

態になってる所も多かったわけです。そこはやっぱりイマジネーションが必要だというこ

とになります。 

 それと、対処すべき業務量というのは、膨大です。平時の量とは比べ物にならないぐら

い膨大で、かつ処理分析判断をしていくための時間というのは、ものすごく短時間です。

すぐに手を打っていかなければならない。ですから通常のやり方ではとても仕事ができな

い。しかも人命に関わる決断が求められるわけです。ですから、ここで本当にしっかりと

した決断をしていくというのが、ものすごく大事になってきます。言ってみれば緊急事態

対処活動というのは、通常の業務とは全く異なる業務で、いわば異常事態における活動と

いうことですから、危機管理といっても先ほど言ったリスクマネジメントとは大きく違う

ということがお分かりかと思います。 

 そういった場面で何をすればいいのかということが、心構えとして、ここにいくつか列

挙してみました。一つは事態が起きたときに何をするか。何を目的にこの事態に対して対

処してくかということです。危機管理の目的を見失わない。眼前の事象だけにとらわれて、

それに対処するのではなくて、全体を俯瞰して目的をはっきりさせるということです。そ

れともう一つは、結局目的がはっきりしたら、それに向けて活動するということであって、

通常の行政活動なんかですと、法手続きであるとか、あるいは同意を取り付けるとか、あ

るいはさまざまな手順を踏んでやっていかざるを得ない場面がありますけれども、あるい

はコストパフォーマンス、一番効率的に作業をやるためには何すればいいかという部分が

ある。無駄遣いはできるだけしないようにしようということになるわけですが、そういっ

たことも忘れて、基本的に目的に向かって直線的に行動していくことが求められます。そ

れと、やはり何が起こってるか分からない。正確には。そのためにやっぱり大きな構えで、

ひょっとしたらもっと大きいことが起きてるかもしれないということで、構える。それと、

やっぱり事態としても、もっと悪いところまでいってるのではないかということを考えて

対応していかなければならない。そのためには、最大限の人員とか資機材を動員する必要

があります。 

 東日本大震災のときには、午後 2時 46分に地震が発生しました。ちょうど平日でしたか

ら、私は官邸に居たわけですが、そのときに私の携帯にはすぐに気象庁から震度 6強の地

震が発生した。もちろん東京揺れてるから分かりますし、なおかつ発生源が東北沖の太平

洋沖だということが分かりましたんで、ここでそういう地震が発生して、なおかつ東京で
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これだけ揺れてるとなれば、これは大変な地震だというのは、すぐ分かるわけです。即座

に官邸対策室、先ほど言った三つの中に危機管理官がトップとなるものを、緊急参集チー

ムのメンバー、全員集合かけろということで、すぐに作ったわけであります。そして、ち

ょうど下に下りてきましたら、それからしばらくして、みんなも来ましたので、この事案

は、いわゆる災害対策基本法でいう緊急災害対策本部に匹敵する事案であるということで、

一応意思確認をして、ちょうど官房長官が下りてきて、その後、総理大臣も下りてきまし

たので、両方、お二人に、官房長官には、これは緊急対策本部の事案ですので設置を進め

ますということで了解をもらって、総理も来られたんで、総理にもその話をして「分かっ

た」ということで、設置を進めたわけです。 

 これが当時のことなんですけども、4 分後に一応対策室を設置した後に、総理に報告を

して、総理の一応指示ももらって。で、14 分後には各省庁の局長も全部来ました。昼間、

みんな役所に居ましたので、すぐ飛んできてくれたということです。これ普通ですと、危

機管理センターで緊急参集チームが集まると、大体事案発生から 30分以内に会議を開くと

いうことになってるわけです。30 分以内というのは結構厳しいものでして、平日だったら

全然問題ないんですよ。ところが夜間であれ、休日であれ、常に対応できることが必要で

す。夜間の 30 分というのは、うちで寝てるわけですから、寝てるところに電話かかってき

て、ガバっと起きて、それで着替えて、それで走って官邸に来て。官邸の入り口から地下

の危機管理センターまで走っても 5分かかります。それで 30分後に会議をするとなると、

基本的には、官邸の周辺に居住する。昼間あんまり遠くに出掛けないということが大事で

す。私の場合は、在任中、それこそ新宿や渋谷、品川、浅草あるいは上野、それとか池袋、

そんな遠い所行きません。せいぜい官邸の周りを生活すると。これは距離的な移動制限は

あんまり気になりません。問題は夜中にあるいは風呂入ってるときに、トイレ入ってると

きに電話がかかると、これはちょっと体拭いてからってことになると、時間がかかるわけ

ですから。しかも、もし携帯が通じないってことになれば、私の所に連絡が来ませんので、

必ず携帯は通じるようにしなくちゃいけないということで、いつもトイレとかお風呂には

携帯は持ち込んで、いつ鳴ってもいいようにという形で警戒してましたけど、これ他の人

たちも同じように、緊急参集チームのメンバーは、あるいは官邸の危機管理チームのメン

バーはそういう対応をしていたわけです。1 週間というのは、時間数で言うと 168 時間。

ところが勤務時間というのは、実は 8時間掛ける 5で 40時間なんです。ということは、4

分の 3は夜間休日なんです。普段、最近なんか事件事故が世の中に多いねとか、考えるの

は当たり前の話であって、大体 4 分の 1 しか普段役所に居ないんですよ。4 分の 3 は寝て

るか遊んでるか、役所の外に居るか、何かしてるわけで、そういう人が居ないときに事案

が起こるのは当たり前だ。むしろそちらのほうが、4 分の 3 あるわけですから、当然でし

ょうということで、態勢を取らなくてはいけないというのが、みんなこういう危機管理の、

皆さんがたもそういうお仕事されてる方多いと思いますが、当たり前のことだろうと思い

ます。 
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 それと常に連絡が取れるということが大事です。それはちょっと余談ですけども、そこ

で、今回は、総理に緊急災害対策本部作りましょうと。これ先ほど言った基本法上、戦後

法律ができてから最初の緊急災害対策本部だったんですが、こういった事案の場合は、ま

だどんだけ人が死ぬか分かりませんし、どれだけの事態が起きているか分からない状況で

したけど、間違いなくこれは大きいということで、まず作ろうということで、すぐに閣議

決定をしようということで、全ての閣僚に連絡を取って、集まってもらいましょうという

ことと、集まる途中に閣議で対策本部作るから了解取ってほしいということを、二つお願

いしておるんです。直ちに閣議決定。持ち回り閣議って言うんですけど。全ての方から了

解を取ったわけです。全ての方というのは、正確に言うと、ちょっと分かりません。居な

いときには後で結構というふうに閣議決定してありまして、後日連絡が取れればそれで良

しということになってますんで、やってたわけです。そして、もう 51分後には全ての閣僚

が集まったので、そこで第 1回の緊急災害対策本部を官邸の地下の危機管理センターで開

けたということです。ですから、これは大きく構えるということです。 

 もう一つは、有限資源の優先活用ということでもありますけども、もう一つは、何を、

大きな構えという意味では、それで夕方だったんですが、どんどん映像からも津波被害も

出てきますし、これが東北全域にわたった太平洋側の事案だってことが分かりましたので、

自衛隊のほうに、私のほうからこれはもう最大限出してほしいと。10万人出せるかという

ふうにお願いしたんです。検討してくれ。10万人という数字は、何も思いつきで言ったわ

けではなくて、首都直下の地震のときには 10万人の自衛隊員を動員して、首都直下に集結

させるというすでにシミュレーションしてました。東日本のシミュレーションはありませ

んでしたけど、とりわけ似たような事案だし、範囲が広いという部分もありましたので、

すぐ検討してほしいということで、その日のうちにそれをお願いして、それをやりましょ

うということで、夕方には、じゃあいこうということで決まったわけです。ですから、実

際、それだけ要るかどうかというのは、その日じゃ全く分かりません。見通しはつきませ

んが、最大限やって、それでもし動員途中でそこまで要らないとなれば、戻せばいいわけ

ですから。大したことない。もちろん警察や消防も、海上保安庁といったあるいは国交省、

さらには DMATという医療部隊、これも全部お願いしたわけです。 

 そういうふうに出した後、どこを優先して最初にやっていくのかというのが、実はまた

難しい判断が要るわけです。何を優先するか。人が出たけど、目の前の事案からどんどん

やっていくと、本当に大事な事案のときに、もう人が居なくなっちゃうということが起こ

るわけです。ですから、優先して対応すべき事案を決める必要がある。これは、すぐに危

機管理センターで、私たちのほうで決めて最初は何をしたかというと、取りあえず第一撃

の家屋の倒壊、あるいは津波で下敷きになったり埋もれてる人たちをまず探し出して救助

しようと。これ 72 時間でやらないと命に関わるわけです。それと二つ目が要するに孤立地

帯がどうもありそうだ。全く連絡が取れないとかという所にとにかく行って、人が居るか

どうか、分からないけれども、そこを救助するようにしようということで、取りあえず水
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や食料をまずそこに持っていこうということ。三つ目が、もう被災者が相当いろんな所に

集まってました。何も食べるものが初日なんかありません。水もないという状況もあった

ので、被災者の所に水、食料を取りあえず何でもいいから持っていこうということ。四つ

目。これが当初からいっぱいご遺体が散乱してたわけです。早く片付けてほしいというの

は、もう声としては結構大きかったのです。ご遺族のほうから片付けてほしいというか、

収容してくださいということなんですが。それはしかし、4 番目にご遺体の収容というの

もやっていこうと。これはそれよりも先に生きてる人を死なせないというほうが先ですか

ら、そこを大事にする、ということで、順番を決めて、現地の部隊、各現地において、そ

の優先順位ごとにやってほしいということで、決めたわけです。ただ、いろいろな場面で

いろいろな新しい事案も出てきます。 

 それで、これ五つ目に入れてるのは、危急の対策というのは、1 本道じゃないんです。

普通こういう事案が起きたらこうしようと決まってると思いますが、それが必ずしも有効

な場合とは限りません。複数の対応策というのを日ごろから考えておく必要があるし、呼

べる人員とか資機材を必ず残しておく必要がある。全部使い切ると、新たな事案、本当に

大事な事案のときに、すぐに部隊を回せないことになりますから、虎の子の部隊は取って

おく必要がある。救援を要請する事態はどんどん来ます。だけど、もっと大事なことがあ

るかもしれないということで、目の前の事態にすぐに対応しないということです。一方で

は大事なことです。 

 それと、最後にこれは当たり前のことですけども、皆さんご経験かと思いますが、平時

とは異なる態勢と要員というのが要るわけです。平時の業務を平時の人員だけでやろうと

したら、全員があっという間にパンクして倒れてしまいます。やっぱり膨大な業務を瞬時

に先ほど言ったように判断し、対処していくためには、平時と異なる態勢というものをあ

らかじめ想定して、そこにできるだけ関係のない、日ごろ関係のない人をつぎ込んで対応

するということが必要なんです。例えば 3.11のときの都道府県でいいますと、3月の末が

近づいてきたら忙しい部局はめちゃくちゃ忙しいんですが、そうでない部局はむしろ仕事

がなくなってしまう。ないわけです。そうするとどういうことが起こったかというと、休

暇を申請する人が続出したんです。ある県、複数です。何やってるんだと。要するにやる

ことがないもんですからと。年休たまっちゃってるんで、3 月のうちに取りたいと。そう

いう人が出たんですよ。それはどういうことかというと、もちろん今言ったように、全然

体制が十分配分されていないわけです。例えば、違う事案でいうと、これも同じような事

案で、宮崎県で口蹄疫が発生して、本当に農水部局というのは大変だったんです。で、農

水部長もあっという間にパンクして、入院してしまって、農水部の人たちは本当に徹夜で

仕事してた。実際に対応していたんですが、他の部局は何をしてるのと。平常通りなんで

す。これ農水部の仕事でしょ。とにかく現場で牛を殺したりとか、消毒をしたりとか、や

っぱりいろいろなことをやらなくちゃいけない。あるいは検問して、入れさせないように

するとか、いろんなところで協力しながらやらなくちゃいけないのに、そこに行ってる人
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は農水部の人たちだけ。他のいろんな教育関係とかあるいは厚生福祉とかいろんな部局が

ありますけど、その人たちは、普段通りの仕事してるわけです。そうすると、全く手が回

らなくなって、次々と口蹄疫が拡大していくということが分かったんで、ちゃんとした口

蹄疫の体制を取って、全ての部局の人をそこに注ぎ込んで対応取らないと駄目じゃないか

ということで、お願いをして、ようやく県の体制が出来上がって、何とか県としてもみん

なが、それこそ消毒薬、殺処分の手伝いに行けるようになったんです。そういうこともや

っていないっていうのは、現実には多いんですよ。だからそういう体制を取るというのが、

非常に大事ですが、どうしても通常業務のこと以外にやらないケースが多いので、それを

はっきり言って東京電力もそうでした。本当にあそこは対応してる部局とそうじゃない部

局の差が大変大きくて、むしろ傍観者のように見てる。こんな組織があるのかと思うぐら

い関係ない人たちは、本当に自分たちのことじゃないという意識でいるのを、私目撃しま

して、当事者と同じ会社の中でなんでこんなに違うんだというぐらいのことが起こるんで

す。そういうことをやってると、本当に態勢が取れません。皆さんがたもいろんな組織に

いらっしゃるけども、忙しい人は忙しいで、周りだけが大変で、その周辺は何もやってな

いというケースがやっぱりあるんです。やっぱりそこは訓練を通じて、日ごろからみんな

が一緒になってやるという仕組みをとっておかないと大変なことになると言えると思いま

す。 

 一つ飛ばしますけども、そこでいろんなことを申し上げましたけれども、最初に目的を

決めるんだということを申しました。目的を決めるんだというのは、普通危機管理の場合

は、人の命に関わることが多いわけですから人命の救助とか被害の拡大防止であるとか、

あるいはガバナンスの維持っていったものが優先されるべきだと思いますけども、たがい

に矛盾する場合もあるんです。どちらを先にしたらいいか分からないし、こちらを立てる

とこちらが駄目ってこともあるんです。そこまでしっかり決めていかなくちゃいけない。

分かりやすい例でいうと、ハイジャック事件。これかつて福田赳夫さん、康夫さんのお父

さんです、のときにダクラ事件というのが起きて、そこで日本赤軍が日航機をハイジャッ

クして、人質、乗客乗員を取りまして、身代金 600万ドル払え。当時の 600万ドルという

のは、多分今で言うと、80 億円分ぐらいあるのかなという感じがしますけど、それと仲間

を釈放しろ。収監されてる仲間全部出せと言ったわけです。結論ご存じの方は、若い方は

知らない人がいるかもしれませんが、結論知らない人います？ どうなったか。いない。

ご存じだと思いますけども、基本的には、時の政府は人命は地球より重しということで、

全ての要求に応じて収監者を出し、身代金も全額払って、人質を釈放してもらったという

ことがあったわけです。そのときに世界の世論はどうだったかというと、これはどういう

意味付けかというと、テロリストがそういう行為をすると、全ての仲間が釈放されるし、

なおかつ必要な軍資金はいつでも手に入るということになりますから、やればやるほど、

活動は活発化する。それに応じることが活動を活発化させることになるではないか。とい

うことで、テロをまさに促す行為であるということで、世界的には批判されたわけです。
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実際そうなんです。促す行為なんですよ。やってくれる。必要な、いくら使う、あ、悪い

ってなったって、すぐ釈放するからということをメッセージ出してるようなもんです。本

当にそれでいいのかというのが、ガバナンスの維持が全くできなかったということで、批

判は国内的にはなかったけど、国際的に批判されたんです。 

 ところが、9.11 が起きて、テロというものがこれほどわれわれの社会に対して悪いこと

をするんだという事態がだんだん、ああいったこともあったりして、明らかになってきた

んですが、イラクのときに、自衛隊を派遣してました。いろんなイラク支援のために。そ

うしましたら、イラクに行ってた日本人が人質にあった。テロリストの。そして、政府に

対する要求は自衛隊を撤退しろ。さもなくば、人質を殺す。当時は小泉政権でしたけど、

どう対応したかということですが、実は同じことが 2 回あったんです。2 回とも同じ対応

をしたんです。要するに自衛隊は撤収しない。しかし人質の救出には全力を尽くすという

のが、当時の政権の方針だったんです。1回目は幸いなことにいろんな交渉が実を結んで、

人質は釈放されました。2 回目は残念ながら、交渉が、全く向こうが言うことを聞かなく

て、人質を殺害されたんです。もちろん自衛隊はどちらも撤収しなかったんですが、その

際にわが国の皆さんも含めてですが、世論の反応というのが、それはしょうがないことだ

ろうと。政府は何をしてるんだということで、あまり大きな批判が出なかったというのを、

やはりそういうテロに屈することはわが国においても良くないという世論がだんだん強く

なってきたからではないかと思いますが、そうした意味で同じ目的でも、なかなか同時に

達成することができないものがあるわけです。 

 そこで、どう考えていけばいいのかということを、皆さんがたの現場においてもそれは

あると思います。あっちから救出を求めてる、こっちから救出を求めてる。その現場にお

いて、どれを先にやるんだ。私も苦い経験があります。一つが、阪神淡路大震災のときの

当時警察庁で、交通規制課長という仕事をしてました。何をしなければならないかという

と、一つは緊急輸送の確保というのが警察に課せられた使命だったんです。いろんな救援

部隊とか救援物資が現地に行くわけです。消防車とかあるいは自衛隊の車両。ところが現

地は本当に道路がグチャグチャになってまして、なかなか通れる道がない。唯一 2号線が

わずかに壊れた道も 1車線ギリギリ通れる所がありましたんで、そこを通そうということ

で、国道 2号線を緊急輸送路にして、なおかつそこに警察官を配置して、一般車両が入り

込まないようにということでやったんです。ところが、現実には、親族の安否を気遣うあ

るいは助けに行きたいということで、大勢の一般車両が 2号線に入り込もうとしました。

警察が止めようとした。ところが一方では、あの沿線では大勢の家が壊れてまして、下敷

きになっておられる方が随分いたんです。そしたら「おまわりさん、すぐ来てください」

と警察官が呼ばれるんです。「この先で人が埋まってます。助けてください」ということで、

警察官は現場から「じゃあ、お前行ってこい」ということで、行ってきて、1 人抜け、2

人抜けして 3 人、4 人抜けちゃったら誰も現場にいない。交差点には警察官がいない状況

になった。そうなると、一般車両がどんどん入ってくる。入ってくると今度は消防車がも
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う入れなくなって、自衛隊車両が入れないということが起きたわけです。これはどちらを

優先するのか、その現場の警察官は。その判断を求められたときに目の前の命を大事にし

ようと、彼は考えたわけです。それは大勢の警察官が考えました。そうすることによって、

消防車も自衛隊車両も、現実にはグチャグチャの大渋滞の道路で動かなかったから、一切

の活動が大きく遅延したわけです。それは正しかったのかというと、はっきり言って私は

正しい判断ではなかったと思います。交通規制というのは、警察官でないとできないんで

す。ところが人命救助は警察官でなくても、近所の人が、人力が欲しいわけですから、人

力でとにかくがれきを持ち上げるとか、引きずり出すとかそういうことが警察官でなくて

も近所の人でもできる仕事なんです。それだけど、警察官の場合は、目の前に「助けてく

ださい」って言うと、もう反射神経的にボンと行くというところがあるんで、そこはしか

し、あなた方は交通規制という権限を持った職員なんだから、それをやることが次の消防

車、自衛隊を現地に奥深く入れる大事な仕事なんだということで、もう一度考えをしっか

り固めてやる必要があるということで、それ以降、それをしてるわけですけども。そうい

う現場の判断というのもやっぱり価値観というものが、ものすごく大事なことです。ある

いは、今回の 3.11 のときも津波のときにありました。結局津波が来るぞというときは、現

実には、すぐ停電になってしまってるわけです。現場の人たちは、電気がないんで、テレ

ビも見れない。そうすると、津波が来そうだ。36 メートルの。実は 50 メートル以上はと

いう話は誰も知らないケースがあったわけです。大事だったのは、広報車です。広報車が

「津波が来ますよ。大きな津波が来ますよ。とにかく逃げてください」ということをみん

なに言って回って、初めて気が付いて逃げ出した人も多かったわけです。どんどん逃げて

る。ですから、どんどんとにかくあらゆる地域を残さず広報しなければならない。という

のが広報車の使命だった。ところがある消防車が行こうとしたら、ある家から家の人が出

てきて「すみません。うちには年寄りがいます。年寄りがいて、逃げられません。すみま

せんけども、皆さん担いで、その広報車に乗せていただいて一緒に逃げてもらえませんか？」

ということで、あなたの所やってると向こうの地区がまだ広報終わってないんだから、あ

の人たちに知らせる必要があるでしょうという気持ちはあったようですが、やっぱり目の

前で「助けてくれ」って言われて、その方を救助に入ったんです。寝たきりの方を。そし

たら、作業に時間がかかります。するとどうなったかというと、それやってるさなかに津

波が来て、残念ながら全ての方がそこで亡くなられたようです。それは大変痛ましい事故

なんですけど、その際にもっと考えなくちゃいけないのは、広報が遅れたことによって、

ある地区の人は誰も聞いてないんです。広報を。そこでどんだけの人が亡くなったかは全

く分からない。けれども、そこのことを考えれば目の前の 1人の老人のことよりも、やっ

ぱりもっと大きなことがあるかもしれないということも考えていかなければならないとい

うことなんです。 

 ですから、優先順位、ここにあります、緊急時における価値観の変化って書いてますけ

ども、弱者の位置付けというのも変わってくる。普段は弱者、寝たきりの方は第一優先で
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考えていかなくちゃならないかもしれないけど、こういったときにより多くの人を助ける

ということを考えれば、必ずしも弱者を最優先にすることが正しいとは言えないわけです。

同じようなことは医療トリアージという考え方、ご存じですかね。これは戦争のときに防

災、災害現場とか救急現場でもあるわけですけれども、限られた有限の医療資源をどのよ

うに投入すれば一番有効に働くかということで、戦場で考えられた理屈なんですが。基本

的にもう死にかかってる。とにかく手を施せば助かるかもしれない。でも助からないかも

しれない。この人が一番の重篤なんです。その次にケガしてます。出血してる。止血をす

れば、生きるだろうけど、放っときゃ死ぬという人がいるとする。そのとき、あるいは大

ケガして腕が折れてる。次は軽傷で何とか歩けるという人たちがいるとすれば、これにタ

グを付けるわけです。一番重傷な人が黒。次赤、次が黄色、最後は緑と付けていけば、ど

こからやるかというと、赤からやるんです。これは確実に治療すれば助かる。しかしこち

らの人は、助かるかどうかも分からない。そうするとそこにものすごく手間ひまかかるわ

けです。しかも結果として生きるかどうか分からない。そんな所に資源を投入するよりも

一番多くの命を助けるためには、放っておけば死ぬけど、治療すれば助かる人からやるべ

きだというのが、医療トリアージの考え方です。これは戦場では当たり前です。だから防

災現場でもそれをやっていこうということで、今、いろいろ訓練なんかやってますけども、

なかなか、しかし黒の人を放置するというのができないんです。そうすると、実を言うと

赤の人が死んでしまうという現場があるわけです。そこはやっぱりどうしていくんだとい

うことをしっかり考えて、弱者の位置付けが変わってくるんだよということをよく理解し

ながら、日ごろから考えてこないと対応できない問題です。 

 それとか法手続きの省略。これは当然ながら、緊急事態に全ての手続きを法に従ってや

ってると、特に公務員の場合は、何でも順法、順法。となると、実際は、それで手遅れに

なることが多いわけですから、何が正当行為でそういったところの手続きの無視が許され

るのかということも考えておかないと。正当行為っていうのはご存じですよね？ 違法な

行為でも正しい場合は違法行為が成立しないということなんですが。それはどういう場合

か。一番分かりやすい例が、お医者さんが人を手術します。切りますね。これは傷害であ

る。本来ならば。しかし正当行為ですから、傷害罪になりません。という、一番簡単な理

屈はそういうことです。ボクサーとかプロレスラーが相手を殴ったり蹴ったりして、腕を

折っちゃった。死なしちゃったということがあるかもしれませんけども、これも傷害罪に

も傷害致死にもならない。なぜか。それは正当行為だからです。これが商売だから正当行

為って言うんです。だから救急に当たる人たちも正当行為の場合はどこまでできるんだ。

法手続きをどこまで無視できるんだ。手続きの問題もそうです。そこをよく知っておかな

いと、なかなか実際にすぐ普段の平時の考えでやろうとするから腰が引けて、人の命が救

えなくなる、ということが出てくるわけです。そういうことを判断していく上にあたって、

どうやって判断するんだ。何に価値を置くんだということが、次に大きな問題となります。

それはやっぱり私は判断の裏付けとなるのは、日本の国において、そういう緊急事態にあ
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って、人の命をどうするか、どう救っていくかということをいろんなやり方がありますが、

日本のやり方でやっていくしかない。例えば中国と日本で全然違います。あるいはロシア

と日本では全然違います。中国では、とにかく人の命よりもまず国家のガバナンスが第一

ですから、とにかくサーズのときもそうだったんですけど、サーズ騒ぎありましたね。あ

れちょっと全然分からないんですが、閉じ込めちゃったんですよ。一切その村を周りと遮

断しました。だから食べ物どうなったか。水はどうなったか。全く分かりませんが、防い

だんです。中の人間がどうなったか知りません。全く考慮しませんから分かりませんが、

収めたんです。あれも相当の人が死んでると思います。そういう国だったりとか、あるい

はロシアのモスクワ劇場事件のように、これはチェチェンのテロリストがモスクワ劇場の

観客を占拠して「チェチェンからロシア軍は引けと。さもなくば、この観客を殺すぞ」と

言って要求したわけです。何をしたか。ロシア軍はこういう劇場なんですが、大きな劇場

の通気口から極めて強力な催眠ガス、ブワーっと流し込んだ。要するに彼ら全部銃持って

ますから「なんか変なことしたら全部殺すぞ」と言ってますから。そして、ものすごい勢

いで、催眠ガスが流れ込んできていたんですが、テロリストと人質と併せて三百数十人が

死亡。だけどテロリストはもちろん全部眠ってしまったわけですから、全員生きてても射

殺されますから、全員死亡と。1人を残して、理由があって残したんだと思いますけども、

全員死亡と。それで事件は解決した。これがロシア流です。 

 それはわが国で取れますか？ 国民の支持がありますか？ ということなんです。そう

いうときに、やはり国の在り方はどうなんだ。わが国としては国家と国の在り方はどうな

んだということを考えて、国民の理念の基づいたやり方でやっていく必要があるけれども、

本当に国民はそこで何を求めてるかというのを、日ごろからの国家観みたいなものがあっ

て、初めてこれは自分は自信を持って、独りよがりではなくて、日本のためになることだ

ということがやっていけるんだと思います。その判断力というのは、まさに日ごろから求

められてるわけですし、そうした判断力、国家観というのは、まさにわが国はどういう国

なんだという歴史的なわが国の歴史、文化、伝統に基づいて人々は行動してます。それを

しっかり理解することが歴史観というわけですが。そういう歴史観、国家観に基づいて判

断していくというのが、とても大事なことだと思います。それがないリーダーや判断者の

場合は、何が起こるかというと、全く基準がないわけですから、目の前のことからやって

いきます。発生した順に対応します。あるいは声の大きいほうに対応します。3.11のとき

なんかも地方の政治家や地方の代議士が、ワーワー官邸に言ってくるわけです。本当に声

の大きいほうにすぐ反応しようとする政治家、大勢見ました。それでは駄目なんです。声

が大きいから大事なことではないわけです。本当に大事なことからやっていかなくちゃい

けない。それが分からないから、大きい声に対してすぐ手当しようとするわけですし、そ

んなことは事柄の小さいのは後でいいんですと。もっと大事なことがあります。というこ

とを考えていかないといけないわけです。それの裏付けとなるのが、そうした国家観とか

歴史観です。皆さんがたもそうしたもんとして、やはり日本の国家公務員として、あるい
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は地方公務員としてみんなのために役に立つ仕事をするためには、それが何なのかという

ことを自分自身の中で決めて、現場の一つ一つ判断する場面もあると思いますので、そう

したことを考えていただきたいと思います。 

 そのためにはここにありますように、価値観を共有しておくことが大事なことです。こ

れはちょっと話が違いますけど、国全体としては、そうしたことをみんなでやっぱり考え

ておくという作業が必要なんだろうと思います。 

 これがそのときの、先ほど言ったような実際の 3.11のときの初動対応です。次が、なん

ともお粗末だった原子力発電所の事故の際の初動対応なんです。これ、私もう本当に何が

起こったか分からなかったんですが、15時 42分に東京電力から、いわゆる原子力緊急事

態の発生を出す事象が発生しましたということは聞いたんで、これ直ちに対応しなくちゃ

いけないなと思っておりましたら、原子力緊急事態というのが、これ何かというと非常用

炉心冷却装置の注水不能ですということで、水が入らないからこれから炉は熱くなります。

冷却できませんということです。これもうまさに緊急事態なんです。ですから、本当はこ

れが発生すると直ちに安全対策室は作るとしても、もう一つは政府として原子力緊急事態

宣言を発令すると同時に緊急災害対策本部を作らなくちゃいけない。ということで、すぐ

にこれはどういう手順でやるかというと、経産大臣が総理の所へやってきて、私が同席し

て、そこで緊急事態宣言を発令していただいて、直ちに対策本部の招集を同時に、閣議決

定も事前に準備しようとしてましたから、やろうとしておったんですけども、経産大臣が

来ないんです。5時になっても来ない。「どこ行ってんだ？」と官邸のほうに聞いたら「い

やもうすぐ来るはずです。ちょっと待ってください」と言われるんで、その間、ちょうど

いろんな津波の事案が起きたりとかやってましたんで。それとか、こういう第 2回の緊急

災害対策本部とか記者会見、総理の会見等のこともやりながら見ておったんですけども、

総理の会見が終わっても来ないんです。ですから「どうしてるんですか？」って言って「ど

こに行ってるんですか？」って言ったら「分かりませんっ」ていう答えしか来ないんです

よ。「とにかく来たら連絡をしてください」と言って、結局実はいろんなことがあったよう

です。とにかくあったようですとしか、言いようがないぐらい何があったか私は分かりま

せん。急に 7時頃になって「経産大臣来ました」と言うんで「とにかく上の会議室に来て

ください」って言うんで、行ってみたら「すぐ緊急事態宣言発令お願いしますよ」という

ことで。そのときに準備として何をするかというと、第 1回の緊急災害対策本部をやるん

ですけども、これ格好だけやるわけじゃないんです。国としての方針を決めるわけですか

ら、どういう方針でやるかという、先ほど言った目的をはっきり書いて、そこで何をする

んだということを書くんですが、その紙すら、実は 19時 3分のときにできてないんですよ。

「どうなってるんですか？」って、聞いたら「いや、まだ全然できてないんですよ」「何や

るんですか？ 緊急事態宣言だけで、対策本部だけ作って、どうするの？」って言うんで

始めは「こういうことで一応作ります」という話だけだったんで、経産大臣が。「それでは

駄目なんで、とにかく後日すぐ基本方針を作ったりとか、現地対策本部も作らなくちゃい
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けないだろうから、その設置もお願いしますね」ということで、一応現地対策本部を作る

ことも決めてもらったんですが。ただ、何を現地に委任するかということを決められなか

ったんで、決めなかったんですけど、結果的には委任することはなかったんです。なかっ

たんですというか、あまりに現地対策本部お粗末過ぎて委任できなかった。本当はオフィ

シャルセンターという原子力のすぐそばにそういうセンターで指揮を執ることになってま

したけど、恐らくセンター自体が電源がないから動けないとか、あるいは放射能が強過ぎ

て機能しないという形で、もう逃げますということだったんで、全く機能しない。そんな

とこに、そんなものを作って一体どうするんだという、後で思いましたけども。機能しな

いし、現地対策本部は福島県庁で出動しますと言うんだから。福島県庁にいるぐらいだっ

たら、もうこっちにいたほうがはるかに役に立つでしょということで、機能はしてなかっ

たんです。そういうこともあったんです。これは先ほど言った準備が十分できてなかった

ってことが一番の原因だと思います。 

 あとは避難の話はちょっと省略したいと思います。これもいろんな問題がありました。

この中で、私自身の問題として言うと、最初、11日の避難で、とにかくもう危ないから 3

キロの住民避難指示を対策本部長名で出したんですけど。これはいいとして、あとが、と

にかく何が起こってるのか分からないというのが、現状のままに動いてると言ったほうが

いいんです。で、ちょっとこれ話し始めるとものすごく長くなりますから、省略しますけ

れども、例えば、3月 12日、第一発電所から半径 20キロの住民に避難指示というのがあ

りますね。これは最初、私のほうに原子力安全委員会の保安員とか総理のほうから下りて

きた話は、半径 20 キロの住民は第一発電所および第二発電所全部逃がしてくれという話が

あったんです。私のほうで「第一の話ならまだ分かるけども、第二をどうして 20キロ逃が

すんですか？ 第二はどこまで悪くなってるんですか？ そんな話は私聞いてませんよ。

なんで逃がすんだ？」と。「それと 20キロだといわき市にもかかるんですけど、いわき市

の何万という人間を今から逃がすことになるだけど、それこそちゃんと知ってるのか？ 

何、どこが悪いの？ まず説明してくれ」と言ったら「いや、特にそれほど悪くはないん

だ」って言うんです。「じゃあ、やめましょうよ」ということで一度出た命令をひっくり返

して、これは第一だけにしたんです。もう一つが 3月 15日の第一発電所から半径に 20キ

ロ以上 30キロメートル以内の屋内退避命令。これも最初の命令は 30キロ以内全部屋内退

避じゃなくて、避難をしてくれということで「もう命令出すから」と言われたんで「それ

は待ってください。今、放射能雲が飛んでるさなかに人を避難させるというのは、一体ど

ういうことだ。一番危ないときに逃がしてどうするんですか？ これは屋内退避すべきで

しょう」と言ったら、原子力安全委員会の保安員も「それはそうだね」ということになっ

たんですよ。それはもう、その二つをお聞きになっただけで、この全体がどういう状況か

というのが、お分かりだと思うんですが。大変問題が多い危機管理だったわけです。結局

まぼろしの 30キロメートル以内避難だったんですが、一応現場のほうはすでに動き出して

たんです。「誰が命令したか？」と言ったら「そういう話が上から来たんでやってました」
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って言うけど「それは今すでに駄目だと言った話じゃないか」って言うんですけど、結果

的にはもう動き始めてたということで、それは全部撤回をさせてもらったんですけど。命

令は事実上は出てませんけども、もう出るということで、動き始めてたりしたんです。そ

んなことがあったということです。 

 今まではクライシスマネジメントの話をしましたけど、もう一つはやっぱりクライシス

マネジメントができるかどうかというのは、基本的にはそれまでにどれだけ準備してたか

ということによるんです。だから、原発の事例と地震の事例を二つ対比させましたけど、

全く原発の場合は、準備ができてなかったからこそ、どうしたらいいか分からないという

ことなんです。ですから、いろんな危機があるんでしょうけども、それに対して、先ほど

言ったような最初の危機に対しては、一体どうなんだということで、研究しておかなきゃ

いかんです。先ほど感染症の話いくつかしましたけど、ご存じの方が多かったけれども、

実際それが起きたときに、やっぱりこれはこういうことなんだなということを知っておか

ないと落ち着いて対応できない。何が起こってるだろう。それで付け焼き刃で勉強しても、

なかなか間に合わないということがあります。やはり脅威、危機の研究、メカニズムを知

っておかないと駄目だということ。 

 それと、もう一つは危機が発生しますと人間はパニックになるんです。いろんな行動を

起こします。いろんな通常と違うことをやり始めるんで、それは何だろうということを想

像しておく必要があるし。もう一つは、いろいろと研究して、同じことが二つ同時に起き

たらどうするんだということも、やっぱり考えておかなければならない。 

 それと、各対応策の検討ということになります。これは、もっと難しいです。なぜかと

いうと、実際に対応策を考えて、実行に移すとなると、これは何で決まるかというと一つ

は、発生した場合の被害の大きさ。大きな津波が来てますよ。あるいは戦争になりますよ。

パンデミックになりますよ。という大きさの問題と実際にどの程度の割合でそれが起こる

んだ。十万年に一遍の活断層の地震というのは、どう評価すればいいんですかということ

だったり、千年に一遍の今回のような津波ってものをどう評価するのかということですよ

ね。それと発生確率。もちろん対策の手段のコストとか困難性とか、そういったものを考

えて、どれが一番最適なんだろうっていう話がある。それは、まさに知恵を絞る部分です。

怖がったら何でも怖くなります。杞憂という言葉がありますけども、そのうち天が落ちて

くるのではないか。それははっきり言って、恐竜が死んだときのような隕石が落ちてきた

らどうする。そんなこと考えてもしょうがない。みんな一緒に死にましょうと。それだけ

の話ですから、そんなもの考えてたら対策の始めようがないわけです。だからどこまでみ

んな一緒に死にましょうと言えるのかということを、考えておかないと実際の対策は取れ

ないわけです。 

 現実に、今、東北各地では、大変大きな防潮堤を作ろうとしてるけども、一体守るもの

は何ですかっていうのがあるんです。誰も低い所にいないんじゃないか。もう残ってるの

は、畑と田んぼしかないよ。そこに何十億も掛けて守るほど畑に価値があるんですかとい
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う議論であるとか、あるいは高台に避難しましょう。避難するのに、高台を整地して、道

路作ってやると、500 万円掛かります、コストが。それでもやりましょうというような話

なのかどうかとか、やっぱりコストとのことも考えておかないといけないし、さまざまな

危機に対して、どれが一番最適かということを、やっぱりみんなでよく話をして、やって

いく必要があるということです。これ非常に考えなくちゃいけない。やっぱり対策をしと

るだけでは駄目ですよということもあるし。 

 そういった意味で各組織が BCP というのをしっかり作る必要があります。だけど、BCP

もやや組織だけで作ろうとしている傾向が強い。私がある新聞社の人と話をして「実はこ

うこうこうで、BCP作ってますよ。うちは大丈夫です。取材先でも緊急時しっかり作って

ます」「取材するのはいいんだけど、本当は一番問題なのは、新聞社なんだから、どうやっ

て新聞配ったり、発行したりするの？」「新聞の緊急配送体制とかももちろん確保はできな

いかもしれないけど、販売所を作ってやるんだ」って言ってますけど「一番心配してるの

は、新聞の用紙をどうやって持ってくるの？ あんたんところやらないんでしょ？」「それ

は紙会社にお願いしてる」紙会社にお願いしてるのはいいんだけど、紙会社持ってきませ

んよね。そういうときに。したら、紙がなければ、いくら一生懸命準備したって、電子版

はできるかもしれないけど、結局実際の販売体制というのはできないなということがあっ

たりするんです。そういうのが結構多い。 

 BCPも、例えば「うちは自家発電装置があります。大丈夫です」「燃料どんだけあるの？」

って聞いたら「3日分はしっかり大丈夫ですから」「3日たった後どうするんですか？」「そ

れはもう契約してる燃料屋さんにお願いして持ってきてもらうんです」「持ってこれます

か？」っていう話が一つあるんです。そういうときに。 

 もう一つ、3日持つかどうかも実は分からないんじゃないかと思うんですけど「その自

家発電装置はどうやって冷やしてるんですか？」「水冷ですよ」って言うから「水道が動い

てる前提でしか動かないんだね。それは。もし水道管が割れて、水道が一瞬に止まったら、

もうあっという間に自家発電装置も動かなくなりますよね。じゃあ、もう数時間で駄目に

なるということですね」ということになるわけです。1、2時間で加熱しちゃって駄目にな

るわけだから。もともと、使えない。そういうものが結構多いわけですから、よくそこは

考えておかないと、川下のこともあるし川上のこともあるし、本当に何ができるんだと。

いつも社員や職員が会社にいるとは限らないわけです。4分の 3はいないんです。どうや

ってやって来るんですかと。会社まで。そこを考えておかなくちゃ駄目ですよっていうこ

となんかもあるんで、なかなか対応策難しいです。 

 それでも、先ほど言ったようなことを考えながら、一生懸命考えるというのは大事なこ

とで、そして最後に策を作ったら、熱心に訓練をすることですね。訓練しか経験に近づく

ものはありません。訓練しなければ、いくら頭の中で考えても体が動かないし、何をした

らいいかが、急に言われてもできません。マニュアルだけでしかものが動かないと、実際

には何も動かないと言っていいと思います。 
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Ａ－ ちょっと一言、すみません。先生にはもう少しお時間をいただいてやっていただき

たいと思いますが、次の授業のある方、あるいは 3時からの予定のある方、おられると思

います。その方は、どうぞご退席いただいて結構でございます。 

 なお、時間にもう少し余裕のある方は、引き続き先生の時間を延長していただいて、続

けたいと思いますので、残っていただければと思います。そこは、各自で判断して、対応

していただきたいと思います。 

 

＜伊藤氏＞ あと 5分ぐらいで終わります。 

 

Ａ－ まだ全然大丈夫です。 

 

＜伊藤氏＞ はい。ということですので、やっぱり訓練をしっかり、対応策作ってやって

いくということが、ものすごく大事なことだと思います。 

 時間になりましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。 

 これは最後、余談です。実際に災害・危機対応が終わって、事態収拾後、何をすべきか

ということなんですが、現実にはわが国の場合は、こうした検証であるとか反省教訓の抽

出であるとか、あるいは経験を伝承する仕組みとか、そういったものが現実にはあまり行

われてません。それぞれ、例えば 3.11の東日本大震災、阪神淡路もそうですが、これをき

ちっとまとめた検証、あるいは反省と教訓の抽出も、それぞれの部署で一部行われてる所

もあるかもしれませんが、現実には、わが国はそういったことを組織的にやろうという体

制になってないんで、正直言って、何もなされてないと言ってもいいぐらいのことです。

モヤーっと残ってるだけで、そういったこと。しかし、今後はしっかり作っていく必要が

あるんだろうと思います。今からでも遅くないんで、それぞれの部署がしっかりそういっ

た形をやっていくことが必要かと思います。 

 いろんなところでできない理由が書いてますけれども、そういうものでは、やっぱり今

後経験が反省とならない、教訓とならないという状況がありますので、それはしっかりし

ていく必要があると思います。 

 一応時間になりましたので、私の話はこれで終わりたいと思います。 

 ご参考に。すみません。手前みそで申し訳ないけど、こういう本がございます。これ実

を言うと、私は東大のほうで、今、授業をしてまして、その講義録をまとめたもので、こ

れは半年間にわたって授業をしたわけです。そういったものの一応、講義録を本に致しま

した。ご興味のある方はどうぞ読んでいただければと思います。一部図書館なんかにもあ

る所もありますので。まだまだ。もう少し聞きたいなという方はそれを読んでいただけれ

ばと思います。 

 以上で私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 
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＜質疑応答＞ 

 

 

Ａ： 本日はありがとうございます。＜伊藤氏＞先生は、これまで切迫した危機に対応し

てこられたと思いますが、これからの若手職員、これから危機管理を担当していくであろ

う職員に関しまして、どのようなことが求められてくるかということでお考えがあれば教

えていただけたらと思います。 

 

＜伊藤氏＞ 今、講義の中でお話したとおりだと思うんですが、やっぱり自分自身がその

場にあって、落ち着いて正しい判断をするためには、自分自身の考え方を持つことだと思

います。そのためには、わが国の国民として、やはりピシっとした国家観、あるいは歴史

観を持って、その中でわれわれはどういうことが期待されてるのかということがおのずと

分かってくると思いますので、そうしたものを勉強していかれることを期待したいと思い

ます。 

 

Ｂ： 首都圏直下の場合、今、パリとかニューヨークから見ると、非常に人口集積、いわ

ゆるいろんな面で集積されてます。ですから、これが今までは関東地方、首都圏の頭は地

震がなかったんですけども、今回首都圏にあった場合にどんなことが想定されるか。お話

のできる範囲の中で教えていただけたらと思います。 

 

＜伊藤氏＞ どのようなことを想定されるかということですが、これ実は 3年前に、ちょ

うど内閣府の防災にお願いして、首都直下地震が起きたときに、まず想定を作らなくちゃ

駄目だということで、お願いをしたんです。とにかく首都直下地震でマグニチュード今ま

で 7.3の想定しかしてなかったんで、マグニチュード 8.0でお願いした。これは関東大震

災級が来ないというふうに地震学者は言ってますが、もはや地震学者の言うことは信用で

きません。なぜなら「東北沖の 9.0 みたいなことは発生確率 0」と言ってたわけですから、

0でも起こる以上は、非常に低い関東大震災級の地震が起きないとはもう言えないんで、

それで想定してくださいってお願いした。分かりましたということで、やっていただいて

いたんですが、昨年になっても「まだ、できないのか」とお願いしたら「やってます、や

ってます」ということだったんですけど、最終的には去年の暮れに一応の想定を出してい

ただきました。それは、ところが出てきたら 7.3で 8.0は一番後ろに紙ペラ 2枚で出てき

て、何が出てきたかというと、一撃でこれだけの家がつぶれるでしょう。これだけの人が

死ぬでしょうという想定は出たんです。それは、私は大事なものではないんです。家がど

れだけつぶれるかとか、その下敷きになる人がどんだけかということよりも、問題は今の

現代社会において大事なことはインフラがどれだけ壊れて、いつ回復するのかっていうこ

とを知りたいということは申していたんですけども。要は、じゃあ、電気は。いろんな場
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所で発生するとして、もちろん一つの想定どこでもいいんですが、どのぐらい最大震度 7

の所とか、その周辺では回復するのに時間かかるんだ。どんだけかかる。電気が最終的に

回復する時間が分からないんです。ディテールとして。水道どれだけ壊れるの？ 通信イ

ンフラどれだけ駄目になるんですか？ 交通機関はどうなんですか？ そういう想定して

くださいねってお願いしてたんだけど、結果的には何も出てません。だから「どう考えら

れますか？」と言われると、やっぱりそこは私の勘で言うとよろしくないので、あれです

けど、相当被害がある。多分出てこないということは、もう一つはどんだけ回復するかは

ちょっと言えないぐらいひどい状態になるだろうということです。ということは、水も電

気もガスも通信インフラとか道路とか、そういうものが回復しない状況で避難所の設置は

できないんですよね。少なくとも。そこで暮らせませんから。そういう中でどう考えてく

かということを、やっぱりやっていかなくちゃいけないんで。 

 それともう一つ大きな首都直下ですと、公助が期待できる分野というのは、わずか 10

万人の自衛隊員と警察、消防全部足してもやれることは限られてるでしょうと。そうした

中で。そうすると、やっぱり一番大事なのは、自助です。次が共助で、最後に公助。公助

というのは、警察や消防や自衛隊や公的医療機関ですけど。公的医療機関もほとんど駄目

になるでしょうから、そうした中で、一番有効なのは自助だと思います。自助が 7割、共

助が 2割、公助が 1割で人々は生きていくんだろうなと思いますけども、残念ながら共助

は、今ほとんどできてません。これを 2割にするのが今からの仕事だろうと思いますし、

自助は今から皆さん一人一人がまず死なないこと。そして、生き延びること。それの対策

を作っていく必要があるだろうということです。 

 

Ｃ： 福島県、まだまだ東日本大震災対応させていただいてるところなんですが、先生か

らご覧いただいて、まだもうちょっとこういうところできるんじゃないかということがあ

れば、教えていただければと思います。 

 

＜伊藤氏＞ 福島について言うと、他の県と全く違う条件があるわけです。原発の問題で

す。これについて、私は現地の人ではないので、大変申し上げにくいけれども、やっぱり

原発の放射能の影響に対する考え方がやっぱりみんながまとまっていないと、決して結果

が出ないんじゃないかなという気がします。要するに年間何ミリシーベルトっていうのが

本当に怖いのかどうかっていうのが、よく考えておかないと、子どもに対する影響どうな

んだということですが。科学的でない議論が、今相当に出てると私は思います。それに従

うべきでない理論が、いたずらにいろんな対策を余計なものをさせてる部分もあるし、い

たずらな不安を与えてる部分もあるわけですから、そうしたところやはりきちんとした議

論でやっていかないと、非常に福島の問題は難しい問題が残ったままになると思います。

以上です。 
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Ｄ：  

 非常に細かい話で恐縮なんですけども、最後のスライドにあった緊急事態対応体制の中

に、あらかじめ記録班を設置という話なんですが、私も今回お伺いしてて、まさに弊社も

東日本大震災の関係でなかなか記録ができてなくて空洞になっちゃってる状況があって、

記録班の重要性というのを本当に痛感してるという状況ではあるんですが、実際に本当に

細かい話で記録班を置こうとして、軍隊なんかが基本的には置いてるイメージ強いんです

けども、経験して置いているような組織であるとか、そういった動きっていうのは、実際

あるんでしょうか？  

 

＜伊藤氏＞ 基本的にはこれまでそういったものはほとんどなかったんです。ですから官

邸のことについても、本当はいろいろやり取りしてるのを全部録音しておけば良かったね

と。もちろん出せないものとしては、例えば安全保障の問題とか対テロの問題とかいうの

は、出せない部分があるんですけど、こういう自然災害とか事故はそんな問題もないわけ

ですから、きちっと録音して、後で文字にするとか、あるいは記録官の人たちが重要なこ

とについては、全部発言をきちんとメモしておくとか、録音をその場で取っておくとか、

そういうことをやることによって、後であのときにどういう判断をしたんだ。あそこの判

断がどうだったんだということを検証する上で、ものすごい役に立つわけです。本当に当

事者というのはそんなこと自分でメモする余裕もないぐらいバタバタといろんな話がワー

っと来て、バっともう反射的に反応してますから、それはやっぱり第三者で冷静に記録す

る人がいるということは大事なことです。 

 私は再現しようとしたけど、結局できませんでした。とにかく当事者はもうみんなバタ

バタしてて、自分の仕事もあるし、記録官というのがしっかりと見ることによって、それ

ができると思います。 

 アメリカなんかはそれが一生懸命きちっとやっている感じがします。特にこうやって話

すのは中身のことなので、安全保障の問題も出してないと思いますが、必要なものは持っ

てますよね。彼らは。それはやっぱり後の検証に耐える、つまり良くも悪くも大事なこと

だと思います。 

 わが国の場合は、悪いのが見られるのが嫌だというのが、多分あったのではないかと思

います。これまで。だからあんまり記録しようとしない傾向があるんですけど、やっぱり

それはきちっと残したほうが私はいいと思います。とりわけ事故、あるいは災害の場合は。 

 

Ｅ： 最初、先生もスライドでいうと危機管理の根底となる考え方とか、確か前の質問の

方でもお話あったかと思うんですけど、危機管理政策の重要な判断を行う場合、また裏付

けとなる場合は、国家観とか歴史観がすごい大事だというお話をされてたと思うんですが、

私、参議院でいろんな先生見ておるんですが、先生によっていろいろ立ち位置とか党の違

いもあって、まさに国家観とか歴史観いろいろ違いがあると思うんですが、やはり政権与
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党ということもあるのかもしれませんけど、こういう国家の危機に際すると大体足並みが

そろうものかどうかということを含めて、もう一度この話を詳しくお尋ねしたいというの

が 1点と、もう一つは危機管理政策に関しては、国民の支持を得ることが大事だという話

があると思うんですけど、恐らく、時の内閣のリーダー的にはそういう共通観・・・共通

の価値観を一緒にするというのが大きなポイントなんですけど、事後にどういうふうに政

府が取った対策が妥当性があるのかというのを説明するのも、恐らくもしかしたら内閣広

報官の仕事が主なのかもしれませんけど、事後対策、国民に対する説明についても大きな

話だと思いますので、その点もいろいろご経験も踏まえて、もう一度お話をいただければ

と思います。 

 

＜伊藤氏＞ はい。これは一つはリーダーシップというのはものすごく大きいです。リー

ダーにしっかりとした国家観があって、それに基づいてこういうことをやってるんだとい

うことが説明できる人と、とにかく行き当たりばったりで対応してて、説明を求めても多

分ご本人もできないだろうというようなリーダーの場合が、実は 5人の中では顕著に現れ

ました。そういう方の場合は「政府として統一して説明できますか？」と言われたら、私

は「とてもできません」としか言いようがない。ご本人、何考えてるか分からないとしか

言いようがないケースもないわけではないです。このことについてどう考えてらっしゃる

んだろうというのが。でも普通ですと、大体、それまで日ごろ考えてることを自分の考え

として言われる方が多いですから、そういう場合はあんまり問題ないし、そういう方が総

理になってることが多いっていうのが、今までだったんでしょうけど。ちょっとそうじゃ

ない方もいらっしゃるなというのが、やっぱりありますよね。だからそこら辺は説明でき

るかと言われたら、何を考えてるか分からないものを、どうしたってことは説明できても、

なぜそうしたかっていうのは、最後まで説明できない。いまだになぜそうなったんだろう

と分からないものもありますので、そこはリーダーシップの問題だと思います。 

 

(了) 
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＜第 3回 防災連続セミナー＞ 

「減災から防災へ」   

 日時： 平成 26年 7月 28日 月曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 5階 講義室 5K 

 講師： 静岡県危機管理監兼危機管理部長 岩田孝仁氏 

参加人数：39名 

 

＜岩田氏＞ それでは、今ご紹介いただきましたけども、多分全国の自治体の中でずっと

防災というのは希少なのかもしれません。防災一筋と言いましたけど、実は途中 1回だけ

1年間防災を離れたときがありまして、静岡県っていうのは、この前のスライドにありま

すとおり、東海地震っていういわゆる南海トラフの一番東、北西の端っこがちょうど陸へ

入る場所。富士川の富士山のちょうど直下に入ってくる、いわゆるプレート境界が陸へ入

ってくる場所なんですね。そういった場所で昭和 51年、1976 年に東海地震説っていうの

が出されました。それを受けて全国的には本当に先駆けて、地震対策、特に巨大地震対策

という形で地震対策進めてきた先駆的な県ではあります。 

 阪神の震災、後でお話ししますけど、1995 年の阪神の震災、これを契機に多分全国的に

はいわゆる地震対策っていうのがかなり積極的に進められたと思いましたけれども、ある

意味それ以前っていうのは全国でも地震対策やっていたっていうのは、東京都。東京都さ

んは古くから震災対策条例がありまして、被害想定の見直しっていうのが大体 5年に 1回

定められたとおりだったんです。これだけの巨大都市ではありますから、関東大震災のよ

うな都市火災をどうするかっていうことで、古くから地震対策、いろんな研究も進められ

ております。それから、防災計画などにも反映されておられたんですけども、それ以外の

自治体では多分ほとんど地震対策っていうのは取り組んでいません。 

 ある意味では予防っていいますか、事前対策としての取り組み。災対法で言われる災害

起きたときの対策っていうのは、これはもう風水害と同じようにどこでもやっていたわけ

なんですけども、事前の予防という観点で地震対策に取り組むっていう、あまりそういう
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意識は全国の自治体はなかったと思うんです。 

 そういった中に静岡県、東海地震説っていう仮説が出されまして、このときに地震対策

をスタートさせた。私はちょうどたまたまその頃ふらふらしておりまして、「静岡県に来な

いか」と言われまして、静岡に入りました。それ以来地震対策とか防災対策をかなり一筋

にやってまいりました。途中 1回抜けたっていうのは 1994年度なんですね。1994 年度に

実は大体やることはやってしまったなと思って、そろそろ潮時かなと思って、他の部局へ

移りました。もう少し県の全体をもう少し強くする、こういったことをできないかという

ことで、総合景観だとか国土利用計画、ちょうど国土利用計画の改定がありまして、そう

いった部署へ希望して行ったときにその年度の1月17日に阪神の震災が起きてしまったん

ですね。もう一度私自身も振り出しに戻ったような感じで地震対策をゼロからもう一回組

み立てようということでスタートして、本日、今日に至っております。 

 そんな経験を持っておりまして、少しスライドの何枚かご紹介したいのでちょっと落と

していただけますか。今、東日本大震災が起きて、日本海溝を中心に巨大地震が起きた。

これを契機にもう一度全国、言い方悪いんですけど想定外をなくすなんていう言葉をよく

使いながら、防災対策の強化というのを図られています。 

 私今日のタイトル、『減災から防災社会へ』という言葉を使っています。阪神の震災の頃

を境に、従来、防災対策、要するに災害を防ごうという考え方でいろいろ防災対策を取り

組んできたんですけども、あの頃から減災という言葉が使われるようになってきたんです

ね。防災と減災、いろいろ定義上の意義があるかも分かりませんけども、私自身の解釈で

は災害を何とか、例えば静岡で言うと、県民の生命・財産、特に命を、犠牲者ゼロにした

いと。要するに地震が起きても災害が起きても、犠牲者をゼロにしようという目標の下に

いろんな対策を組んでいます。ということを大きな目標としてやってきたんですけれども、

阪神の震災の頃からそれはなかなか難しいだろうということで、できることなら目の前に

あること一つも二つも片付けて、犠牲者を 1人でも減らしていく、少しでも減らしていく

という対応、こういった取組みも防災の中の一つの考え方ではないかということで、減災

という言葉が使われるようになってきたんですね。 

 ただ、減災っていうのはわれわれ防災対策をやる人間にとってみると、少し逃げなんで

すよね。やっぱり災害で、自然災害で犠牲者を出すっていう、これを容認するってのは、

やっぱりおかしいんじゃないかと思って、最近私は実は減災じゃなくて、もう一度原点に

返って防災という、災害そのものを防ぐ、ということにもう少し日本の全国、いろんな自

治体が試みるべきではないかという考えです。 

 例えば静岡県も当初防災と言いながら、実は建物の耐震一つとってみても一番最初にス

タートしたのが昭和 53年頃から、学校とか庁舎の耐震化に取り組み始めました。当時、耐

震性のある建物ってのは実は全くないわけですよね。震度 7襲ってくると、全ての建物は、

当時の耐震基準で言うと震度 5の、今でいうと震度 5強ぐらいがせいぜいで、震度 6、7

になると、基本的には壊れるわけですね。それを何とか防げないかということで、耐震補
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強っていう単語を当時取り入れました。 

 そのときは実は防災といいながら減災なんですね。耐震補強って何かというと、新築の

ように十分な強度を余裕を持ってもたせる。かなり厳しいですね。例えば小学校とか中学

校の校舎を耐震補強してきます。だけども、壁を作り変えてるわけじゃなくて、外側に補

強壁を入れたりブレースを入れたりして、少しでも全体のバランスをよくして瓦解しない

ようにしてるだけの補強ですね当時は。 

 そうすると、震度 7になりますとかなり損傷を受けます。全く無傷っていうわけにはい

かないです。ある意味では中にいる児童生徒、ひょっとしたら落下物でけがをするかも分

からない。だけども圧壊することをなくすっていうことを目標に、当時耐震補強をやって

ました。だけども、今私どもやっぱりそれでは不十分だろうということで、震度 7でも壊

れないようなレベルまで、実は技術レベルも上がってきました。それから経済的にも、そ

れからいろんな政策も進行してきてるといって、もう一度ちゃんと震度 7でも壊れないも

のを目指すことができる世の中になってきたと考えてますね。 

 だからある意味では減災という流れの中で、少しでもよくするっていうことをやってき

たんですけども、もう一度原点に帰ると、今もう一回防災という視点に立ち返ることがで

きるんではないかと思って、こんな言葉を私使うようにしております。ちょっと前置きが

長くて申し訳ない。 

 最近の話題で東日本大震災っていうのが皆さまがた誰しもがご存じなんですね。一番最

初のこんな映像が私飛び込んできました。当時、たまたま私東大の生産技術研究所の会議

室でニュージーランドの地震の報告会、確か土木工学会と地盤工学会の共同の報告会があ

りました。その会場にいたんですけども、2時 46分ですよね、地震が起きたの。その後、

その会議室もかなりがさがさ揺れ始めたんですね。1分たっても 2分たっても揺れが収ま

らなくて、どんどん揺れが大きくなって、中にいる人たちは多分耐震工学だとか地盤工学

の専門家の人がたくさんおられたんですけれども、3分ぐらいすると皆さんそわそわと、

だいぶ不安になってきて、会場の外へずっとこう移動し始めたんです。しきりに連絡を取

り始めたんですけども、そのときにテレビから流れてきた映像、こういう映像が流れて。

とんでもないことが起きたなと、これ見て一瞬そう思いましたね。瞬間的に。 

 実はその後、いわゆる帰宅難民として東京駅まで約 5時間ぐらい歩いて行きました。新

幹線は動き出しまして、1時間ちょいで静岡県庁の災対本部に戻ることができました。だ

から夜の 10 時ぐらいには県庁の災対本部の中で指揮をとることができたんですけども、そ

の間はいろんなことを考えました。その後、現地への支援活動に当たることになって、約

1週間後に先遣隊を出して、その後私が第 1次の支援隊で現地へ入れました。そのときに

現地で見た光景っていうのはこんな光景だったんですね。とんでもない状況です。 

 私どもが入ったのが、岩手県の沿岸地域に県の職員 20数名連れて、第 1次の支援隊とし

て現場へ入りまして、まずどこを支援するかということで現場ずーっと。先遣隊の報告を

元に回ったんですね。そのときに一番手の入ってない、応援部隊の入ってない場所はどこ
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かということで、目に付いたのが岩手県の沿岸の山田町っていう所と、大槌町の二つであ

ります。このときに例えば山田町、何が起きたかというと地震、津波が来る直前の山田町、

山田湾なんですね。カキの養殖で有名な場所です。そこに津波が襲ってきました。 

 防潮堤が当然作られていましたけども、それを乗り越えて押し倒して市街地に津波が入

ってくる。その後ずっと市街地に流れ込んで、これ直後の様子ですね。遠くから火の手が

上がり始める。このときの光景見ると、津波ってわれわれ映像でいろんな所で見る津波の

映像って全て物を流してる壊滅的な被害なんですけども、この山田の町はそういうレベル

ではなくて、かなり建物残ってるんですね。これは役場の上から市街地をのぞいてる様子

ですけど、ただ津波のがれきで本当に身動き取れない状況です。この中で建物に取り残さ

れた人たちが一生懸命自力で、それから消防隊員たちの手を取って救出して、安全な所へ

高台、どんどんと引っ張り込んできたんですけども、一方で火の手が上がり始めたんです

ね。こんな光景が続いて結局は一晩、焼け落ちて。次の日の朝、全く市街地の形相が変わ

ってしまったんですね。 

 こういう状況を当時、山田町の役場の職員はほぼ全員無傷です。役場の庁舎からぼうぜ

んと見てるしかない、っていうこんな光景をその後話していただきました。私がちょうど

入ったときの山田町の様子、こんな様子だったんですね。これ役場の上から見た市街地の

様子ですけども、自衛隊のかたがたが少しずつ街路を、がれきを取り除いて物を運ぶ、人

を運ぶって、車が辛うじて通れるような場所を作っていったっていうのが、実はもう既に

震災から 2週間たってます。われわれ先遣隊が現場へ入ったのが 1月 19日なんですね。19

日に現場へ入って、4月全部歩いて、どこに支援ポイントを置くかということで内陸の遠

野市に現地本部を置いて、沿岸各市を回って、一番支援の遅れている山田と大槌に入った

んですね。私が入ったのが 3月 24日ですからもう既に 2週間たった。2週間たったときの

様子がこんな様子なんですね。 

 今 3年過ぎました。3年過ぎて、確かにがれきはないんですけども、がれきがない代わ

りにさら地が残ってるだけで、全く復興が進まない山田町。もう一つの町が大槌町ってい

う町です。これが山田町の南隣の映画の町ですけども、庁舎がそのまんま流されて。役場

の職員、先ほど山田町は役場の職員はほとんど無傷なんですね、町長さんも少し高台に庁

舎があったもんで。この大槌町は庁舎そのものが低地にあって、この 2階建ての古い庁舎

です。耐震性がないということで、町長以下地震の直後に外へ出てテントを張って、災害

対策本部へを開くというようなことをやっておられた。確か 139名職員の方がおられて、

そのうち 40 名が犠牲になられたんですね。特にテントを張って災害対策本部を開こうとい

う準備をしてましたから、幹部職員、町長も流されて犠牲になった。それから課長さんた

ちも、十数人いた課長さんのうち、生き残ったのは確か 3人だったと思うんですね。だか

らある意味では自治体としての指揮をとる人が一気にいなくなってしまったという状況で

す。 

 私ども現地へ入ったときに、中央公民館っていうちょっと高台にある、そこは唯一残っ
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た公共施設で、そこに避難して来ている被災者のかたがたと、自衛隊の物資とか人を届け

てきている機関と、それと役場の職員が混在して、その中で右往左往していたっていうの

が 2週間後の姿ですね。ここだけで言いますと、副町長さん確かにそこに存在しておられ

たんですけども、最初一体どこにおられるか全く分からなかったんですね。被災者と全く

同じ状況で、もううなだれて下向いておられるっていう、そんな状況が 2週間たっても続

く。若い人たちも実際自分たちが何をすればいいのかっていう、全く分からない状況なん

ですね。被災者、要するに住民のかたがたから「物が欲しい」とかいろんなことを言われ

るんですが誰にどういうふうに手配をしていいのか、全く分からない。そこに自衛隊が入

ってきて、自衛隊のかたがたがある意味では客観的に判断しながら物を届けたりするとい

う、ちょっとわれわれ地域防災計画で考えてる、例えば災害対策本部の様子と全く違う様

子がこの大槌町では見て取られた。 

 今は 3年後、先ほどの山田とほとんど変わりませんけども、さら地がずっと広がって、

今ようやく地盤のかさ上げ工事が少しずつ始まる、そんな状況です。こんな様子が 3.11

の東日本大震災なんですね。ただ今お話ししたとおり、災害って津波オンリーですよね。

この災害っていうのは。ほとんど津波でやられています。先ほどのこの光景で少しだけ変

な所があるんですけども、これは墓石、中央公民館のある高台から撮った様子なんですね。

ここに斜面の上に墓石がたくさんあるんですけども、見る限り倒れてる墓石はほとんどな

いですね。マグニチュード 9という巨大地震がその沿岸で起きてるわけなんですけども、

墓石一つ、少し回転してずれてるのがあったんですけども、倒れてる墓石は一つも発見で

きなかったですね。これ一体なんだろうとこのとき思いましたね。揺れの性格だとかいろ

んな様子が違ったということが後でいろいろ解説がありますけども、それにしても被害を

被ったのは本当に津波だけっていうのが今回の特徴です。 

 もう一つ、20 年前、1995年の 1月 17日に阪神・淡路大震災ってありました。このとき

の状況は全く違いますよね、3.11とは。例えばこれ神戸市の職員の方が・・・。 

 

(映像) 

 

＜岩田氏＞ これ、神戸市の職員の方が、自宅から火が上って、自宅から出るときに撮影

された様子なんですけども、さっきの東日本とは全く違うんですね。建物が壊れ火災が起

きて、ぐちゃぐちゃになって。こういうふうに、われわれこのときに住宅がもう木造住宅

がものの見事に壊れてしまってる光景を幾つも見ました。この中で 6434 人の方の、ほとん

ど 9割弱が犠牲になられたということを聞いてます。直後に私も現場に行ったんですけど

も、当時日本の木造住宅はこんなに簡単に壊れるっていうことを、今皆さんこういう写真

を見ると、まあ揺すられて、少し耐震性のない住宅壊れればこういうふうになるってのこ

う、想像できるんですね。だけど当時あんまり誰も想像してなかったんですね。 

 私もちょうど被害想定の見直しを当時やっていて、いろいろ実験をしました。引き倒し
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の実験なんかやって、住宅ってどういうふうに壊れるんだって先生がたにも入っていただ

いていろいろやったんですけども、こういう壊れ方しないんですね。大体がしゃっと揺す

ってやると、ばたばたばたって倒れるんですけども、大体 1階の下には空間が多くて、だ

から当時の被害想定の中では木造住宅は全壊しても、それほどたくさんの圧死者を出さな

いっていう推定をしておりました。私どもの被害想定、当時住宅の下敷きになる人は約

2900人ぐらいというふうに見積もっていたんですね。その根拠はいろいろ実験しても空間

が残る。なかなか圧死者が出てこないという状況でした。それは何かというと、日本の在

来工法ってのは、こうやってがさがさがさって揺すられてばさっと倒れるんですね。倒れ

るんですが柱立ってる、倒れる。だから中に空間が残るというふうな試算、まあ実験結果

もそうだったんですけども。 

 神戸の震災何が起きたかというと、最初の一撃で柱と梁、これがどんと抜け落ちたんで

すね。そうすると 2階の床が落ちて、屋根が引きずり落ちて。まさに破壊するという壊れ

方をしてます。当然早朝 5時 46 分ですから、多くの方がまだ就寝中、冬ですよね。そのま

んま、いろいろ原因があるんですけども、ほとんどの方が窒息死に近い状態だというふう

に言われていますね。後で検視結果なんかを見ますと、いわゆる圧迫とか骨折とか打撲だ

とかいろいろあるんですけれども、直接原因は呼吸困難になって、肺の中にほこりが入っ

ちゃって、息ができないというのが圧倒的に多かったということが出ております。こんな

ことが現実に起きたんですね。 

 災害って実はこういうふうに、うちが壊れるって確かに下敷きになって人が死ぬだけで

なくて、ものの見事に通路をふさいでます。最近津波対策でいろんな所で、緊急に津波か

ら避難する、そのために避難路を確保しようということでいろいろ検討してるんですけど

も、中にはこんなこと全く考えてなくて、津波から逃げるためには高台行くだけのことば

っかり考えてるんですね。周りの市街地がこういうふうに耐震性がない町だとうちから出

れない。うちを出たとしてもそこへたどり着けないっていう状況があるっていうことを頭

の中から抜けてしまってるんです。 

 それがさっきの東日本大震災のときに墓石が残っていたっていうのが非常に奇妙な現象

で、地震波の固有周期が違ったっていうことが大きな原因だったけども、物を壊すような

周期の、1秒ぐらいの周期の揺れがほとんどなかったんですね。非常に短周期の揺れが卓

越したのに、東日本大震災では物がほとんど壊れてないんです。沿岸行っても瓦の屋根が

少しずれたうちが少しあったぐらいで、全て基本的には津波でやられてしまったっていう

のが岩手県の様子です。宮城の仙台の平野に行くと、ちょっと様子が違ってるんでしたけ

ども、それでも圧倒的に津波です。20年前の阪神大震災は、1秒ぐらいの揺れが卓越しま

すから、揺れの時間が短くても、その揺れによってどんと物を壊してしまう。そういった

違いがあって、災害ってそのときそのときでいろんなことが起きるっていうことをわれわ

れ考えとかなきゃならないです。片一方は津波だけを考える、こっちは揺れだけを考える

ではなくて、多分いろんなものが複合的に起きるっていうことをわれわれは知っとくべき
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だというように考えています。 

 静岡県は左上にある東海地震単独の議論をずっとこの 30年近くやってまいりました。最

近になって南海トラフ全体の、巨大地震だけでなくて、従来型の東海地震とか南海地震っ

ていう発生も視野に入れて、いろいろな対策を組もうという考え。いずれにしてもこの絵

を見ていただいて、オレンジ色から赤い所ってのは震度 6強から震度 7というふうに想定

してる場所なんですね。南海トラフ全体を見ても東海地震単独見ても、静岡の場合にはほ

ぼこのエリアですね、これ静岡県伊豆半島から浜名湖の辺りですけども、ほぼわれわれが

住んでるエリアほとんどが震度 6強から 7になります。もともと東海地震でもそうであり

ました。ここに人口今 370万人をちょっと切ったんですけども、ほぼ 370万人の 8割ぐら

いがこの震度 6強から 7のエリアにい住してますし、案外知られてないんですけども、2012

年の統計では製造品の出荷額、いわゆる工場とか製造業の出荷額が全国 3位なんですね。

愛知県、神奈川県に次いで全国 3位です。その全国 3位シェアと 5.4パーセントぐらいの

シェアがこの震度 6強から 7のエリアに集中してる地域なんですね。案外そこら辺は知ら

れてなくて、このエリアがやられるってことは、多分日本経済にとって見れば相当大きな

ダメージになるということが。 

 それから、最近地震の揺れ、津波、この二つばっかり強調されますけども、実際に地震

が起きるとこういった液状化の被害であるとか、それから土砂災害っていうのも同時に発

生します。そういうものが同時に起きるっていうことが案外頭の中に欠けていて、ある局

面だけをしっかり対策していると、その以外のことについて忘れがちになってしまう。こ

れ昭和 59年ですかね、長野県西部地震っていう御嶽山の少したもとで地震があったときに、

私もこの崩壊現場に行って圧倒されました。土砂災害っていうよりももう、山体崩壊に近

いようなものですよね。土石流が一気に流れてきて、途中ここに温泉街があったんですけ

ど、温泉街も一塊もなく、跡形もなく乗り越えて、何も出てこないっていう状況になった。

これほどの規模のことが瞬間的に起きてしまうっていうのも地震の怖さなんですね。先ほ

どこういった局地的な土砂災害も多数起きますし、時々これほどとんでもない規模のもの

も起きてしまうということもあります。 

 もう一つが津波なんですね。津波は実は東日本大震災でさまざまな映像が残されており

ますので、あまりいろんなことを語らなくても皆さん大体津波ってこんなもんだと思って

おられるんですけども、あれほど極端な津波だけを意識すると、間違ってしまうこともあ

ります。そこをどう考えるかというのがあって、もう一つ私ども一番心配してるのが、今

津波については高さばっかり強調されてます。例えば南海トラフの東海地震で、最大高知

県の黒潮町で 34 メーターあったんですね。静岡県の下田で 33メーターなんていう、シミ

ュレーション上の数字が出てきておりますけども、高さっていうよりも私どももう一つや

っぱり重視しておきたいのは、時間の問題なんですね。 

 東日本、東北の震災のときには、早い所でも地震が起きてから 20数分、30分から 1時

間ぐらいかかって津波が沿岸に到達しています。そういった地域でいろんな教訓を見て、
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いろんな対策を議論するわけなんですけど、実はそれだけではないんですね。例えば昭和

57年に日本海中部地震っていうのがありました。秋田の沖で。そのときには津波警報の改

善に至ったんですけども、地震が起きてから津波が沿岸に到達するのに 10分弱で到達して

るんですね。そのとき警報は間に合わない。当時の津波警報大体 15分ぐらいかかって出し

てました。当然警報間に合わないわけですね。そうすると何を考えるか、地震が起きて沿

岸にいればやっぱり真っ先に津波ということを意識して、高台に避難するということを当

時言われたんですね。それを言い出したのは静岡なんですけど。 

 この左上のシミュレーションを見ていただくと、これ東海単独、右下が南海トラフの巨

大地震です。あそこに 400っていう数字があるんですけれども、400秒後なんですね。地

震が起きてから 400秒後。駿河湾沿岸で何が起きてるかっていうと、もう津波の第 1波は

既に到達し終わっています。ということは、5分から 6分、7分すると、沿岸の各地域に最

大波の津波がもう既に到達しきってるんですね。ということは、その間にいろんな防御対

策しなきゃならない。水門も閉めなければならない、避難もしなければならない、という

ことを完成しなきゃですね。右下も当然同じ条件です。これ 7分半後なんですけども、7

分半するともう既に到達し終わって、第 2波の準備を始めてるような状況です。 

 これで静岡が当初からこの問題を非常に重要視して、津波については水門とか防潮堤に

よるハード対策だけではなくて、避難という緊急避難する措置を同時に組み合わせるって

いう、こういった対策を当初からうたってきたと。例えば防潮堤とか水門、特に水門です

ね、河川の河口に入ってる水門。最初の設計から人が行って閉めるんではなくて、自動的

に全て、地震の揺れを感知したら閉まる。それも、通常だと 5分とか 6分かかる水門の閉

止作業を、緊急降下でもういざというときはワイヤーのロックを外して緊急降下させるこ

とによって、大体 2分ぐらいで水門を閉めてしまうという、こんな工夫を当初からしてき

たんですね。そうしないとこういう、直近で起きる津波に対して身を守ることができない

ということがあります。これは高さですか。こんなことを考えながら、東海地震説以来 35

年、地震対策をいろいろやってまいりました。金額的には総額 2兆 1000億ぐらいが、35

年間のわれわれの今までの地震対策の事業費なんですけども、それによってようやく県有

施設、約 2900 棟あったんです。県庁舎含めて。学校も高等学校だとか県の出先機関いろい

ろあって、これ全て耐震化しようということで、今ようやく 99.4 パーセントまで達成して

来ました。 

 先ほど冒頭、震度分布図をお見せしましたけども、静岡の場合は基本的に全部震度 7対

応にするということで、通常の建築基準に比べると大体 1.2倍から 1.5倍ぐらいの耐震強

度を持たせるところを基準としています。それによってようやく県有施設がこれぐらい、

それから学校の校舎、体育館について。これは市町村のものもあるんですけど、ほぼ今 100

パーセントまでたどり着いています。それから津波対策も従来の東海地震の想定で約 9割

ぐらいまで沿岸防潮堤、水門できてきたんですけど、これについてはもう一度今、南海ト

ラフ全体の想定の見直しを含めて、今設計をやり直してるところです。大体今後、津波の



【資料３－３－２⑤】 

60 
 

防潮施設の補強だけでも約 4200 億ぐらい経費が掛かるんでないかなと考えているところ

です。 

 それから津波の避難ビルも従来 508棟ぐらい各市や町で指定をしていたんですけども、

東日本の震災の後、3.11の後、もう一度あらゆる施設を津波避難ビルにできないかという

ことで、調整をして今 1300 棟ぐらいに倍増してきました。これによってほぼ限界かなとい

う感じですね。既存の施設を使うのですね。さらにそこをこれからどうするか、要するに

残された所をどうするかということで、今いろいろ議論してるところです。これ昨年、避

難想定の見直しをしておりまして、南海トラフ巨大地震っていう政府が出した想定をもと

に、もう一度静岡県内の想定の見直しをしました。当然従来よりも、死者の数もすごく増

えて、10万人を超すっていう数字になってます。ただ、これをやみくもにこれを見てるだ

けではなくて、何とかこれ被害を軽減できるはずだということで、いろいろ今議論をして

るとこですね。 

 建物の耐震化、目標を、例えば住宅の耐震性を 100パーセントにすればかなりの犠牲者

を減らせるはずだとか、それから津波の迅速な避難、こんなことをやることによって、津

波による犠牲者 9600 人を半分ぐらいまで多分減らせるはずだとか、そんな議論をしており

ます。そういったことを具体的に各事業ごとに 10年間の目標を立てて、いわゆるアクショ

ンプログラムという形で県民のかたがたに示し、県内でもそれを少しきちんと組み立てる

議論をしています。それによって何とか今後 10年間で 10万人という犠牲者を 8割減です

ね。2割まで減らすという、そういった目標を今立てているところです。 

 そのためにどんなことが必要かということで、この棒グラフの左は現在の想定ですね。

地震の揺れによって約 9000人、それから津波によって 9600人という犠牲者の見積もりを

今してるところです。それを 8割減らすっていうのはどんなことかというと、住宅の耐震

性を 100パーセント、10年なかなか難しいもんで、95パーセントぐらいまで上げるとか、

それから延焼火災の減少とか初期消火対策するということをもう一度徹底することによっ

て、500 人ぐらい何とか減らせるであろうとか、津波についても、もう一度施設高の確保

であるとか、施設の補強を進める。一方で先ほど避難ビルのように、早期避難する場所を

徹底的にもう一度確保することによって、これを大幅に減らすということを今目標として

掲げております。こんなことを行政目標として、今われわれ県民挙げて言ってるとこなん

ですね。 

 少し東日本大震災でやっぱり気になるのが、避難の話なんですね。東日本大震災であれ

だけ犠牲者を出しましたけども、内閣府の調査では地震の後すぐに避難したばかりではな

いんですね。42 パーセントの方はすぐに避難しておりません。その後、津波に遭遇された

方が約半数に上るということで、直ちに避難することは相当犠牲者を減らせたはずだと。

一方で防潮堤の議論があって、これ田老町の有名な防潮堤の被災直後の様子なんですけど

も、この田老の町ってのは明治の三陸津波で 15メーターの津波が来ている町なんですね。

昭和の三陸津波で 10 メーターの津波が来てます。この防潮堤は実は 10メーターの高さで
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整備されていたんですね。 

 今回の津波は 18メーターぐらい来ますから、当然防潮堤の上 9メーターを超えて、明治

の三陸津波 15メーターも超えて、さらにそれを乗り越えて来てるみたいなんですけども、

これ東大の地震研の佐竹さんがこんな試算をしてくれたんですね。明治の三陸津波で犠牲

者が、確かめたときには 83 パーセントが亡くなって犠牲になっていますね。昭和の三陸津

波は少し津波の規模が小さかったですけども、2割ぐらいの方が犠牲になってますね。今

回、230 人犠牲者を出してるんですけども、住民の率にすると 6パーセントなんですね。

これ一体どういう効果なのかということで、防潮堤の効果なのかなんなのかっていういろ

いろ議論があります。私、現地でいろいろ話を聞くと、住民のかたがたっていうのは明治

の三陸津波の 15 メーターが来ると防潮堤を乗り越えるっていうこと多くの方ご存じなん

ですね。だから毎年かなりの方が避難訓練、年に 1回か 2回は高台に逃げる訓練をやって

るわけです。 

 今回のこの震災のときにも、防潮堤はあるんだけども、まずは地震の後は高台に行っと

らんですね。学校とか中学校、それからさらに上の公園。こういった所に行って、ただ津

波が来るまでの時間があったもんで、もう一度心配になって港行ったりうちへ戻ったり、

家族を捜しに行ったりということで、犠牲になった方が増えてます。だけども基本は逃げ

るっていうことを、多くの方が知っておられた。 

 もう一つ東日本の震災で気になったのが、先ほど大槌町で自治体の職員が犠牲 40人出し

て、かなりの町で役場庁舎がやられて、実際、職員が犠牲になる。390名出してる。これ

も非常に特徴的です。それからもう一つは消防隊員ですね。254名の方が犠牲になってま

す。それとか警察、民生委員。民生委員の方 56名が犠牲になるって、このかたがた多くは、

例えば水門の閉止作業であるとか、高齢者のかたがたに避難を呼びかけに行って、そうい

った活動中に津波に巻き込まれる。こういった活動が非常に今回目立っています。私も静

岡でも消防団に対してもともと時間のない方ですから、水門を閉めに行く、それとか人を

助けに行くっていうことはもともとできない状況でありながら、多くの消防隊員は「やは

りそれはできない」っていうことを言うんですね。やはり自分たちは地域の、ある意味で

は支えになってる。だから高齢者がいれば当然助けに行くっていうことを、皆さん語るん

ですけども、やはりそれをやってはその後の活動ができないということで、今基本的な考

え方をもう一度変えようということで、まずやっぱり自分が生き残る。そのときに声を掛

けて生き残りながら避難をする、避難を先導してくという、そんな考え方に切り替えない

といけないということで、今消防団でもいろんな研修の中にそんな話をしてるところです。 

 もう一つ、震災、東日本でわれわれが気にしてたのは、高台の移転の話なんですね。こ

れ山田町の田の浜っていう所で典型的な例です。このラインから上に住宅がたくさんあり

ます。一部高台移転してるんですね。下のほう、高台移転全部仕切れなかったもんで下の

ほうにも宅地がたくさん。ちょうどこのラインを境に、住宅が全部流された所と、ほとん

ど無傷で助かったところ、ちょうどきれいに境界線ができてしまったんですね。ここにコ
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ミュニティ防災センターがあって、ちょうど浸水区域の中に見えますけども、普段防災訓

練なんかのときにここへ皆さん集まって、話を聞いたり説明を聞いたりしていた場所なん

ですね。今回の地震のときにもここに、特に高齢者を中心に、上まで逃げれないというこ

とで、坂道の途中にあるこの公民館、防災センターに多くの方が集まっていて、津波に飲

み込まれて犠牲者をたくさん出しています。同じような事例が他にも幾つかありますね。

こういったふうに、わざわざ災害に備えていろいろ準備をしたつもりがかえってあだにな

ってる場所がたくさんあって、もう一度こういった視点は直すべきだっていうことで、も

う一度徹底的に、例えば避難する場所は津波にも安全、土砂災害にも安全、当然地震の揺

れにも安全、洪水にも安全という。そういった視点で徹底的に見直しておかないと、本当

にこういった間違い、過ちをまた繰り返してしまう可能性もあるということを、われわれ

も強く感じます。 

 もう一つの視点が、余力っていう話なんですけど、最近英語でいろんな言葉が使われて

おりますけれども、これ岩手県の釜石の沿岸に打ち上げられた貨物船の光景です。この貨

物船 4700トンのかなり大型の貨物船なんですけれども、一点海岸にあった高さ 2メーター

ぐらいの胸壁につかまって、そこを乗り越えないでブロックされたんですね。これがもし

なければ、この胸壁津波は圧倒的に乗り越えたんですけども、この胸壁がもしなければこ

の貨物船、市街地までずっと流れ込んでます。そうすると何が起きたか。もうとんでもな

いことが起きてるはずなんですね。この胸壁が津波を阻止することはできなかったんです

けども、津波を乗り越えても無傷で、要するにブロックしてくれたおかげで市街地の被害

が大きく減少したっていう。少しちょっとした余力を持つことによって、被害っていうの

は様子をかなり変わってくるというふうに考えています。 

 今、静岡、全国大体どこでも同じだと思うんですけども、L1とか L2っていう議論をす

る中で、防潮堤を L2のレベルまで上げることは多分今の状況では難しいだろうということ

で、L1レベルに対応するんですけども、L2が来ても防潮堤そのものが壊れないような粘り

強さを出そうということで、そういった海岸の防潮ってのを考えた。 

 それともう一方で、避難する場所をたくさん用意する。特に緊急避難する場所をたくさ

ん用意することによって、住民の避難を完成させようっていう、この二つの対策を今、静

岡の場合には組み合わせてやっております。例えばこういった防潮堤、一方でこれはソフ

トの例ですけども、避難ビルの例です。これ焼津市の例なんですけど、これ従来からある

コミュニティ防災センター、いわゆる津波の非難ビルで整備したビルで、外側に少し幅広

の海岸があります。これは 24時間いつでも鍵が閉まっていても屋上へ上がれるように、も

ともと準備していたんですけども、この 3.11の後、さらにこんな工夫をしてるんですよね。

入り口の玄関にシールを貼ってありまして、いつでもここをたたき割って中の内鍵を外し

て、施設の中へ入ってくれというシールを。これ焼津市の場合、津波の避難ビルになって

る公共施設にこういったシールを貼っていったんですね。 

 それと、大体最近のガラスは強化ガラスになっていて、蹴っても石をぶつけても破れな
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いようになってるんですね。そのために横に丁寧にガラス破壊用のハンマーを置いて、こ

れもセットで置くようにしたんですね。当初議論がありました。こんな物を置くと夜泥棒

が入るんじゃないかとか、いろんな議論があってスタートしたんですけども、もう 2年た

ちますけども、そういった事故は 1件も起きてないということで、何とか住民の安全意識

の中でこういった状況が守られてるという一つの例であります。 

 これ静岡の吉田町っていう所で、15機こういった津波避難タワーであるとかデッキを作

りました。吉田町っていうのは本当にだだっ広い海抜が 3メーターぐらいの平地が広がる

河口の町なんですけども、いろんな工夫をしたんですね。ただ単に津波の避難タワーを作

るだけだと用地が非常にたくさんかかります。そのために、この左上の写真は道路を横断

する歩道橋、この歩道橋を巨大な歩道橋にしたんですね。道路施設として避難タワーを作

ってしまった。デッキの上に 1200 人ぐらい収容できるような歩道橋を作ったということで、

なかなか実用的かって言われると、歩道橋としての実用性はほとんどないかも分かりませ

んけども、苦肉の策で用地の確保とか、いろんな施設整備の知恵を出して、こんなものを

作ったりという所もあります。 

 それとか急傾斜崩壊防止事業に活用して、例えば海岸を作る、山を削る、こんなことも

古くからいろいろ工夫されていて、最近始めたのがこういった命山っていうもんを人工的

に作るっていう事業も各地で今スタートしてるんです。これ袋井市の例ですけども、袋井

市はもう 1680年、江戸時代に人口の築山を沿岸に幾つか作っていたんですね。これ何かと

いうと高潮対策です。大きな高潮に 1680 年頃に見舞われて、集落が全部流されてしまう。

後々の人たちのためにということで、高さが 5メーターから 6メーターぐらいの築山を各

集落ごとに幾つか作ったんですね。津波というより高潮対策で作ったんですけども、300

年以上たっても、今現在この左上の写真のようにまだちゃんと姿形が残ってるんですね。 

 これをまねしようということで、津波用の命山というのを作り上げました。この右下の

写真は高さが 12 メーターの築山ですけども、こんなものをいろいろ工夫しながら沿岸に作

っていったり、それから民間企業の協力で民間の事業者の社宅を地域に開放してもらう。

外側に階段を作って屋上に上れるような工夫をしていただいて、近くの保育園の子たちが

ビルの上に駆け上がれるように、お互いに地域の企業として連携をしてもらう。こんなこ

とも取り組んでます。 

 それからこれ町の話なんですけれども、住民のかたがたにもっと自発的にいろいろ考え

てもらうということで、先ほどの吉田町は町が主導です。町が被害想定し、それに基づい

て津波の避難タワーをここと、こことここに作ってくんだということで町民に示して、町

全体の安全を図るっていうことを町が主導でやってたんですけども、隣の町で牧之原市っ

ていう所なんですけども、ここは逆の方法をとったんですね。住民のかたがたに自分たち

の町をどう組み立てていくか。津波の恐れがあるわけですから、それに対してどう組み立

てていくかということを時間をかけて協議していきました。約 1年半かかったんですけど

も、隣町ではどんどん津波タワーが出てくる。だけどここの市はなかなか進まないんです
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ね。住民との長い間協議をして、高校生とか中学生からも意見を聞いて、自分たちの集落

をどうしていこう。ここは自分たちで避難路を作るっていうことで、ここは自分たちでは

できないから市にお願いするだとかですね、そんなことを計画書でまとめたやつですね。

いわゆる津波防災まちづくり計画書というのを 1年半かけて住人と一緒に協議しながら作

ったらしいです。こういうやり方も一方であるということ。どちらがいいっていうレベル

ではないんですけれども、長い間この津波防災だとか地震防災って 10年 20年で決着つく

話ではなくて、その後、下手すりゃ本当に 100年 200年後まで後世に残すために一体何を

すればいいかというときに、二つの選択肢があるということです。 

 こういった津波対策だけではなくて、われわれ防災行政の中ではまだまださまざまな課

題があります。例えば肝心の耐震改修ですけども、なかなか進んでいかないんですね。今

静岡でも全国的に見て大体ほぼ同レベルです、約 80パーセントっていうレベルに今達して

きてるんです。それを目標である 95 パーセント、できれば本当に 100パーセントを願って

いるんですけども、なかなかそこ進んでいかない。いろんな補助制度も駆使してはいるん

ですけども、なかなかそこを解決策が見当たりません。何が見当たらないかというと、高

齢者が単独でお住まいになってる住宅というのが最後に残ってるんですね。若い人たちは

お住みになってる住宅はどんどん耐震化していく。静岡のいろんな町を見ていても、高齢

者単独でお住まいになってる住宅っていうのが、多分地方都市どこでも同じ悩みを抱えて

るかも分かりません。今静岡県内に約 90万棟木造住宅があるんですけども、そのうちの

15万棟ぐらいがそういった状況なんです。 

 この問題をどう解決するか。われわれも一軒一軒家庭訪問して、門戸をたたいて家主の

おじいさんおばあさんと話をしたりしました。皆さん自分の住宅が耐震性がないというこ

とご存じですね。昭和 40年代に作った古い住宅だっていうこともご存じです。それから県

や市や町でいろいろ補助制度がある。大体静岡の場合、最大で言うと 120万ぐらいまで補

助金が出る町もありまして、そうするとほとんど自己資金が 2.3割で耐震補強ができるは

ずなんですけども、そこを踏ん切っていただけないという現状があります。 

 もう一ついろいろ当時国のかたがたがお願いして、税制上のそういう措置の中で、親か

ら子じゃなくて子から親へ寄付をする。子から親へ資金を出したときの減免措置みたいな

のができないかという、そんなことも議論したことあったんですけども、なかなかそれも

税の減免って非常に難しいっていう話になって途中立ち消え。今なかなかデッドロックに

乗り上げてる状況で、後は朽ち果てて行くのをじっと待つのかっていう、そんな議論にな

ってて。今なかなかそのところを打開できないっていうのが静岡の現状であります。 

 それとか、家具の固定なんですけども、この下のほうにちょっと書いてあります。約現

在 7割なんですね。家庭の家具の固定率が。残りの 3割、ここから先伸びていきません。

長年 30年かかってようやく家具の固定率 7割まで上げていったんですけど、残りの 3割が

デッドロックになってる。これ何かというと、賃貸住宅とかマンションとか、大体アパー

トの率が 3割ぐらい静岡の場合あるんですね、住宅の。ちょうどその数字と合ってるんで
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す。いろいろアンケートすると、やはり賃貸住宅、穴が開けれない、家具も固定器具付け

けれない、いろんな課題があって、それそのものを諦めてしまってる家庭がたくさんあっ

て、これも幾つか試みをしました。 

 例えば最初から家具を固定する装置をつけた住宅、アパートを提供できないかというこ

とで、幾つかアパートの経営者のかたがたに協力していただいて、最初からそれをセット

で販売する、賃貸するということを試みていただいたんですけども、なかなか普及してい

かなかったんですね。やはりその借りる側の意思、借りる側にリスクに対して安全策をと

っていこうという意識がなかなか芽生えてこないっていうのが、どうも結論じゃないかな

と。要するに自分の身の回りに起きる災害に対して、それほど市民のかたがたが真剣に考

えていかない、考えようとしない、目を背けてしまっているっていうのが、どうも全体の

中の傾向にあるように今感じております。津波のように極端な事例があると極端に走って

くるけども、2、3年するとそれきっぱり忘れてしまうっていう。 

 今日パンフレット持って来れば良かったんですけれども、家庭内 DIGっていうやり方。

最初スタートは小学校 5年生 6年生の家庭科の授業のときにこのパンフレットを配ってい

ただいたんですね。これ何かというと、まず自分の自宅の間取りを描ける方眼紙が冊子の

中に入っています。それを見本のとおり、自分のうちの間取りをお父さんお母さんと一緒

に描いてみてくださいと。家具はどこに置いてあって、食器戸棚どこにあって冷蔵庫はど

こにあって、自分の寝室はどこにあってっていうことを家族で話し合いながら書いて、家

具を固定してあるかどうか、安全な空間はどこにあるのかっていうようなことを話し合っ

ていただくっていう、そんな宿題を小学校でやっていただいたんですね。 

 これが結構普及してまして、やっぱり自分で気付いてもらうためには自分で描くしかな

いだろうと。DIGっていうやり方っていうのは静岡の常葉大学という所に小村さんってい

う方がおられて、彼が地域の災害図上訓練をやる一つのやり方で、ディザスターイマジネ

ーションゲームっていう、その頭文字を DIGっていうんですけども、地域の地図を自主防

なんかで役員になった人たちみんなで囲って、どこに災害のリスクがあるのか、どこの橋

が落ちそうなのか、ここで何かあるとどんなことが起きるのかっていうことを、みんなで

話し合うっていう、その地図を囲って話し合うという。そんなゲーム感覚の訓練手法とい

うのを提案されました。それを私もいただいて、家庭内でもそういうのを持ち込もうとい

うことで、こんなものも普及したんですけども、なかなかそっから先、親の世代それから

おじいさんおばあさんの世代にそれを普及さしていくっていうことがなかなか困難な状況

に、今現実あるというのもあります。 

 それからもう一つ、静岡の場合には地域の防災組織っていうのが先ほどの東海地震説が

昭和 51年に出た、そのときにスタートさせました。実質的に 53年、54年、1978年頃から

本格的に自主防災組織に(＊＊＊＊キセイッテノ＠00:59:27)始めて、早い段階で組織の形

成ってほぼ 100パーセントになっているんですけども、実際にいろんな方に聞くと、そん

なに活動してないじゃないかということをよく言われます。 
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 これ現実に県民意識調査が自主防の役員のかたがたへのアンケートをした結果なんです

けども、自主防災組織への参加意識っていうのが県民意識調査によると、本来 100パーセ

ントであるというなんですけども、自分自身入ってるっていう方が 69.1 パーセントだった

んですね。自主防が本当に活発かというと、活発にしてると思ってる人が 13.3、まあまあ

活動してる人が 10パーセントぐらいというふうに、大体 3分の 2ぐらいなんですね。なん

らかの数。残り 3分の 1ぐらいの人は自主防分かんないなとか、あんまりやってないなと

かっていう人たちです。地域の防災訓練も大体 58.2パーセント数字があります。これも大

体 3分の 2ぐらいなんですね。 

 訓練に参加してる人たち。どうしてもその 3分の 2っていうラインが乗り越えることが

できないというのが長年静岡における悩みですね。それを良しとするか、やっぱり 80パー

セント 90パーセントまで目指すべきなのかって、いろいろ議論があるんですけども、この

3分の 2っていうのをある意味ではもっと大事にして、ここで言うと合わせて 3分の 2な

んですけども、活発にしてる 13.3 パーセントをもっともっと増やしていくということがで

きないのかなというふうに。それによって多分この 3分の 2は 5分の 4になり、さらにさ

らに率は上がっていくんじゃないかなと、そんなことも今いろいろ考えながらやってると

こですね。 

 それからもう一つの住民の自治という話で、阪神の震災のときに隣近所の人が圧倒的に

多くの方を助けてるんですね。決して消防であり警察であり自衛隊ではなくて、ほとんど

の方は家族とか隣近所の人たちががれきの下から引っ張り出して。それによって約 2万人、

場合によってはその 2万人を超える人たちが救出されてきております。その現実をよく知

るべきだというふうに考えてはいるんですけれども、ただこれ全国、静岡だけではなくて、

全国どこでも同じ傾向があると思うんですね。少子高齢化、特に高齢化が今急速に進展し

ていて、静岡の場合も 4分の 1、25パーセントを超える時代になってきました。もう間も

なく 3割高齢化社会になってきます。 

 この右上の写真は神戸の阪神の震災のときの写真なんですけども、ここに写ってる人は

警察でもなければ自衛隊でもなければ消防の方でもないんですね。隣近所の人たちが本当

にそこにある道具、道具がなければ素手でがれきの中から人を救出して救助してるという

光景です。こういったことが静岡でもそうなんですけども、現実にできるか今、というと

ころへ今きてまして、それほど地域地域がかなり深刻な状況になってきてます。 

 これを何とか打開したいということで、今静岡で取り組み始めたのが、ちょうど 10年近

くなるんですけども、中学生、高校生を地域の防災訓練に強制的に参加させるという試み

を、9年目になりますね、スタートさせました。これ、強制的っていう言葉はあんまり使

いたくないんですけども、静岡の場合、9月 1日総合防災訓練と、もう一つ別の機会とし

て、12月の第 1日曜日に、自主防災組織が中心となる地域の防災訓練っていうのを全県的

やっております。大体 9月 1日の総合防災訓練の参加者が 70万人ぐらいなんですけども、

12月の第 1日曜日の地域の防災訓練も、大体 60万人前後が地域の防災訓練に参加してお
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ります。そこに中学生、高校生を何とか取り込めないかということで、スタートしたんで

すね。 

 どんなやり方をしたかというと、教育委員会から各学校長に対して、いついつの地域の

防災訓練に生徒を参加させると。よっては地域の出席カードを持たせて地域の自主防の会

長に、出席の印鑑を持って学校で回収しろっていうやり方をとったんですね。あんまりい

いやり方ではないんですけども、こんなことをやって相当嫌がられました。学校にも嫌が

られました。それから地域の自主防災会にもむちゃくちゃ嫌がられたんですね。というの

は普段、子どもたちが一体どういう行動をしてるかって知らないんですね。特にお年寄り

の人たち、要するに役員の人たちは。そこへ中学生、高校生来ても、彼らどういうふうに

扱っていいか全く分からない。そんな苦情が山のように来たんですね。まず自主防から山

のように来る。それから学校からも行ってもやることが何もないじゃないかってね、地域

に顔を出してもやることがない、生徒からみんな文句言われるわけだね。行ったかって自

分たちがやること何もない、おじさんおばさんたちが勝手にやってるだけで、なんもやら

してくれない。っていうようなことが文句の言い合いですね、数年間続いたんですね。 

 それでもそれでもってことで、うんとしつこくやれって言って、ようやく最近は定着し

ました。中高生の、これ 12月の第 1日曜日だけで 37パーセントの生徒が参加してます。

この前後を入れると、5割を超えたんですね。そうなるとかなり様子が変わってきたんで

すね。こういうふうに可搬ポンプで水をかける訓練に一緒に子どもたちも参加します。そ

れから左の写真は先ほど言った小村さんに関しては DIGっていう手法で、地域の地図を囲

って、自分たちが見てきたことを大人と一緒にミーティングをする。あそこが危ないとか

ここが危ないとか、それとか、右の下の写真は今度大人の前で、ここを直せあそこを直せ

って、講義をしてくれてるんですね。こんな活動がいろいろ見えてきました。それから現

場に行くと、救助活動にチェーンソーを最近使うんですね、それを中学生だけじゃなくて

高校生、特に女子高生がチェーンソーを触ったことがないっていって、チェーンソー触っ

て大人に指導してもらいながら救助に一緒に入るとかですね、ある意味ではちょっと危な

っかしいなと思いながら、そんなことを大人と一緒にやるような光景だいぶ増えてきて、

さすがにやっぱこれは継続は力なりだと思って、今見てるところです。 

 こういうふうに、防災活動に子どもたちが入るっていうのが目標じゃなくて、地域の活

動に子どもたちが参加する。全国的にいろいろ傾向が違うかも分かりませんが、静岡なん

かの傾向だと、お祭りに中学生、高校生を排除した時期があるんですね。不良行動みたい

な形で、地域の祭りに中学生、高校生を参加させないなんていうことをやった時期があっ

たんですけれども、逆に今はそういった活動に子どもたちをもっと積極的に取り込もう。

防災もその中の一端であるというように考えて、各地域でこういった子どもたちを地域活

動に取り組む動きが少しずつ今見えてきました。当然人だけではなくて、説明しませんけ

ども物や橋、そういったものもいろんな問題を抱えてるっていう、その地域のさまざまな

問題を、災害っていうのは一気に弱いところ、弱点をわれわれの目の前にさらけ出します
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ので、そういったことを一つ一つつぶしていかないと、次の災害のとき大変なことになる

っていうことを実感したところです。 

 これ東日本の震災の後、私どもの中でいろいろ議論した中で、表立って耐震化の話だと

か津波対策の話だとか、いろんな新しい、古くて新しい話題、そういったものがたくさん

あるんですけども、それ以外に少し現地へ入った人たち、うちの職員たちからいろいろ話

を聞く中で、新たな問題ってのが幾つか出てきてるんですね。例えば、この中の幾つかは

もう既に世の中にいろいろ出てるんですけども、案外私も気付かなかったのが、この二つ

目に書いた医療とか福祉機能の途絶っていうのが、うちから現場へ保健師の連中たくさん

新幹線へ入った中で、ひしひしと彼女たちが訴えてきたんですね。直後には医療です。在

宅医療が途絶えるっていうことが何かいうと、例えば人工呼吸器を付けてる方が、電源が

途絶えてバッテリーの供給がなくなってしまうと、3日と持たないという状況が現実にた

くさんありました。必死になってバッテリーを届ける活動を(＊＊＊＊ヒロシモウ＠

01:09:25)いろいろ努力したんですけど、やっぱり犠牲になられた方もおられるんですね。 

 そういった直後の問題と、それから福祉もそうなんですね。今、在宅医療もそうですね、

在宅福祉も日常のサービスが非常に充実してきたんですね。だけど逆にそれいったん災害

で途絶えてしまうと、大変なことが起きてるっていうのが現実であります。福祉サービス

も直後、あまり目立ってはいないんですけども、例えば毎日、日々福祉サービスを受けた

人たちが、被災地の中だけではなくて、被災地外の所でそういったサービスが途絶えてし

まってるんですね。それもかなり長期間にわたって、被災地外の所で福祉サービスが途絶

える。それが 2カ月、3カ月、半年過ぎていくと、どんどん悪化してきてしまって、最後

は命に関わるようなところまでいってしまう。それも幾つかわれわれも報告を受けていま

す。 

 そんな問題だったり、それから中山間地域で、これは東日本だけではなくわれわれも日

常考えていることなんですけど、先ほどの高齢化社会での問題で、特に山間地域で高齢化

が著しい所、従来は山間の集落っていうのは 1カ月、2カ月孤立しても、比較的皆さんど

うってことないよっていう所が幾つかありました。静岡も山奥で、平気で道路が途絶えて

1カ月ぐらい孤立してる所が、今でも現実に時たまあります。それでも特にけがさえしな

ければ生活に支障はないということで、通信手段と、けがさえなければ何とかなるってい

うふうには考えていたんですけども、やはり現実そうは言いながら、いろいろ地域の実情

を調べていくと、従来のように高齢者、本当の高齢者ばっかりな集落がたくさん増えてき

まして、今私ども何をやってるかというと、この孤立が予想される地域に対して、まずは

通信手段は一つ確保するというのが大前提。その上で、道路が当然途絶えるということを

前提に、ヘリポートもしくはヘリポートになる可能性のある場所というのを自衛隊のかた

がたの協力の下、毎年実地調査に行って、実際にヘリで行っていただいて、ここなら離発

着。最悪離発着できなければ、つり上げるとか物を下ろすっていうだけでもできるってい

う場所を確保するということ、そういった作業を毎年毎年やってるっていうのが今の現状
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ですね。 

 それから、四つ目に書いてるこれ人工海浜地、いわゆる造成地盤とか宅地、液状化の被

害っていうのが今回あんまり表には出てないんですが、千葉の辺りではかなり問題になり

ましたけども、仙台周辺なんかでもまだたくさんの地域が、人工造成地が回復しないで、

戻らないっていう所もたくさんあるんですけど、これ全国探すと山のようにあるんですね。

静岡も昭和 40年代に開発した土地がたくさんありまして、こういった問題を内在しながら

表の耐震化だとか津波対策だけが今現状進んでるという、そんな問題も分かっております。 

 あとはこの最後の所ですね、ライフラインに依存した生活。防災訓練やるたびに毎年こ

ういうことを積み重ねて思ってるんですね。最初気付いたのは、古い話で昭和 50年代の最

初の頃、防災訓練やったときに、自主防の訓練によると、当時仮設トイレっていう概念が

まだなかったんですね。何をやったかと学校のグラウンドに地域の人たちが穴を掘って、

周りに板囲いして、板を渡せばトイレになるっていう、そんな訓練を昭和 54年頃やってま

した。そのうち商品として仮設トイレっていうものが組み立て式の仮設トイレが出回り始

めて、各市町村でそういったものを買って備蓄するようになってきたんですね。当時和式

のトイレなんですね。あるとき言われたんですね。「子どもたちが和式トイレでは用が足せ

ない」って言われた。ましてや学校でもそういったことを言われて、今一体なんだろう。

要するに、トイレが洋式でしか使えないのがわれわれ年寄りはそんなの我慢すればいいっ

て言うんですけど、現実にそれができない子たちが圧倒的に増えてきているという現実も

われわれ考えなきゃなんないですね。 

 それとか、電気とかガスとか水道ってのは当たり前のように普段も日常的に使うってい

うことを前提に、避難生活も組み立て直していかないと、昔のように電気もガスも水道も

ないっていう避難所だけを念頭に置いておくと、多分かなりいろんな所で困難が生じる可

能性もあるという。一方でそういう生活にも慣れるんだということで訓練をするってこと

も重要なんですけども、一方で普段の生活がそういう依存した生活になってることも前提

に、もう一度避難生活も組み立て直していかなきゃなんないっていう、そんな非常に相反

する両面をわれわれ抱えてるということがあります。 

 中に目を転じると、静岡も案外いろんなことでまだまだ不備がありまして、これ 2009

年に震度 6強っていうちょっとした地震がありまして、建物の全壊はほとんどなかったん

ですけども、けが人をたくさん出しました。なぜこんなにけが人たくさん出したんだろう

と見たら、ある静岡市内のお宅の写真なんですけども、この家は耐震化もばっちり、家具

の固定も全部やっていたんですね。だけども地震って面白いもんで、一番弱い所に出てき

ます。この奥さんけがをされたんですね。なんでけがしたかっていうと、家具は倒れない

んですね。固定してるもんで。だけど上に乗っかってるもんが全部落ちてきました。食器

戸棚も固定してあったんですけども、中にあった食器が全部飛び出してきたんですね。だ

からやるんなら最後までやらないと、けがの要素って残ってるっていうふうに、このとき

気付かされたんですね。 
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 それからこの左下の写真、ブロック塀ですけども、表通りのブロック塀は徹底的にいろ

いろ補助金を出したり、撤去をするための経費を出したりして、かなり片付けてくれまし

た。そういうつもりでわれわれいたんですけども、裏通り一歩入ると、ブロック塀山のよ

うに残っていたんですね。このときも確か 200何カ所ブロック塀が倒れて、けが人こそこ

のとき早朝の 5時だったので出さなかったんです。これもし昼間だったらとんでもないこ

とになったなっていうところに気付かされた。案外あれもやってこれもやってこういうこ

ともやってで、全てやってるようなんですけども、その後ろには必ず抜けがあるというこ

とを、この震災のときには気付かされております。 

 冒頭、減災という言葉を何とか私どもとしてはもう一度原点に帰って、その防災という

視点に変えていけれないかということを、今考えてるところです。災害を引き起こさない、

拡大させないっていう防災社会というのを、目を背けないで挑戦していくべきだというふ

うに思っておりましてそのために過去のいろんな教訓があるんですね。これ岩手県の山田

町の八幡宮の入り口に、これ岩手県の沿岸の町に大体どこでも立ってる津波の碑なんです

ね。昭和の三陸津波の2年後の昭和10年に作られたんですけども、同じことあるんですね。

大地震の後には津波が来る，地震があったら高い所へ集まれ、津波に追われたらどこでも

ここより高い所へ上れ、遠くへ逃げては津波に追いつかれる、近くの高い所を用意してお

け、県指定の住宅適地より低い所へうちを建てるな。この最後の県指定の住宅適地ってい

うのはこの碑よりも上なんですね。この碑から下にずっと階段があって、神社の階段があ

って、その下に市街地が広がるんですけども、市街地は全部壊滅してしまい。まさにこの

碑を境に上は生き残って下は全部やられたっていう、そういう所にこの碑が立っていたん

ですけども、これ当時の沼崎という山田の町長さんが、この碑に案内してくれてわれわれ

の前に言ってくれたんですけど、大人も子ども、特に年寄りみんなこの碑の前で、大体小

学校の社会科のとき、みんなここ行って読むらしいですね。こういうことだっていって(＃

＃＃＃＠01:18:58)んだけども、誰もそんなこと守ってないし、町ってこういった教訓って

どうやったら引き継いでいけるのかなっていうような話をわれわれの前でしていただいた

んですね。 

 そのときに山田町のちょっとした高台に、これ周り石垣で囲んでありまして、もともと

山だったんです。小山だった所を、頂を削って平らにして作られた。これ江戸時代に、1600

年代に作られた現代版の津波避難マウンドなんですね。さっき静岡の袋井の命山って話を

しましたけど、岩手県の沿岸にもこういったものが残ってます。これ津波でやられて、市

街地全部その当時やられて、その後領主の方が、次の災害に備えて、津波に備えて、なん

か安全な場所を作ろう。米蔵をこの上に 2棟建てておられたみたいです。要するに建物が

流されて被害を受けても、その後領民が生活するために、それからその後農耕を再開する

ためには米が必要だといって、米蔵を 2棟建てて、その後明治になって役場がこの上に建

って、その後図書館建って、現在さら地になってるんですね。この上に震災のときにも 40

数名が避難して助かっているんですね。周り市街地が焼け野原になってる中で。 
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 現代版の命山のようにして、災害って 10年、20年のスパンではなくて、100年、200年、

300 年、400年というスパンでこういった地域全体の役に立つものが残っていかないと、な

かなか安全な町ってのはできていかないっていうのがあります。そういった意味で避難タ

ワーの議論と、こういったマウンドっていう、人工的な建物と、一方で人工的であるかは

分かりませんけども自然地物として残る安全な場所。比較するわけではないんですけれど

も、後世にわれわれ残していくものも、こういうふうに必要なんじゃないかなという。こ

んなことも各市や町に今お願いしながら進めてるところです。 

 最後にそういうことを考える人が重要だろうということ、これ静岡版の人材育成なんで

すけれども、下のほうに表現は悪いんですけども、防災に無関心、無対応という層が必ず

いるんですね。多くのかたがたがそういう人たちに。そういう人たちを何とかゼロにでき

ないかということで、今この中堅どころのいろいろ防災士でありますとか、マイスターだ

とかいろんな研修制度を今作って、何とかこれをゼロに引き上げるということを、今静岡

試みてます。ただそれだけではなかなかできなくて、もっと専門家を育てよう。この人た

ちを育てることによって、この中堅どころを引き上げる。さらにこの中堅どころを引き上

げることによってゼロにするという。そんな仕組みができないかということで、静岡型の

ふじのくに防災に関する人材育成っていうのを今スタートしております。なかなかこれも

一長一短といいますか、10 年、20年でできる話じゃないかも分かりません。こういった継

続的な人の育成ということを継続し続けていくことによって、地域全体が災害というもの

をきちんと理解し、そういったことを社会生活の基礎としてもっていただく、そういった

対策とか防災という概念、持っていただくような地域社会に育っていくということを今願

ってるところであります。こんなことを静岡では試みてるということで、ぜひ皆さまがた

の参考にしていただければと思います。以上です。 

 

Ａ： 本日は大変勉強になりました。ありがとうございます。中高生を防災訓練に参加さ

せていくという策の中で、チェーンソーとかを使わせるといって、結構安全管理大変だっ

たと思うんですけども、やはり資機材を使わせてリアルにさせることによって、そこでの

訓練のときの危険、安全管理をするのはどういうふうに克服されたのかなと思いまして、

ご返答お願い致します。 

 

＜岩田氏＞ あんまり県が手出しをしてないものですね、われわれが克服したっていうの

は非常におこがましいですけども、チェーンソーとかそういったものを使うっていうのは

なかなか自主防の役員の人たちには手ごわいもので、必ず消防団とかそういった人たちが

一緒についてくるケースが多いんですね。それとか消防の職員とかですね。消防団の人た

ちが。かなり地域の防災訓練、自主防がしたいって言いながら、消火活動とかそういった

ところに地域の消防団とか消防の職員が必ず参加しているケースがたくさんあります。そ

ういった人たちがそういう資機材の取扱いについては実際には指導してるっていうケース
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がほとんどなんですけど、そういった中で試しにやってみるっていう形で高校生なんかも

挑戦してるケースが多いですね。 

 

Ｂ：津波の避難について教えていただいたんですけれども、静岡県では車による津波の避

難とかの計画はあるんでしょうか。 

 

＜岩田氏＞ 基本的に排除はしていないんですけど、今のところ車による避難計画を作っ

ている所はありません。われわれ各市や町といろんな議論をしてる中で静岡の場合、市街

地の場合、津波の到達時間が非常に早いっていうことで、車を 1個持ち出すとまずうちか

ら道路へ出れないという状況がかなり現実に想定されるんですね。各市や町にお願いする

のは、地域によって車によるニーズを言う地域もたくさんです。そういったときに、そう

いったことをきちんと話してもらいたいと。 

 例えば都市部であると、海岸と道路が大体並行しているケースがあるんですね。そうす

ると並行している道路に一歩出ようとすると、そこで渋滞にはまってしまう。そうすると

2分、3分、5分ってあっという間に過ぎてしまうんですね。それよりも現実的には例えば

リヤカーであるとか車いすであるとか、そういったものを使って、迅速に高台へ行ったほ

うがやはり早いんじゃないかということで、そういった話し合いをする中で、なかなか現

実的には車を使った避難経路、まだ出ていないのが現状です。そうじゃない地域、そうい

うことを議論しなくてもいい地域が実は片一方ではあるんですね。車の通りのほとんどな

い。そこは計画ではなくても実行上それは使わないということに、そこはわれわれもそう

いう認識ですけど、計画にはする必要はないというふうに考えて。 

 

Ｂ：あともう一つなんですけど、高齢者世帯のお話もありましたが、実際に世帯人数は 1.6

ぐらいが平均ですので、高齢者住宅とか一人世帯が当たり前のように。もし地震があって

避難するとなって高齢者だった場合には、絶対に共助でも無理があるかなというところが

あるんですが、そういった一人暮らしの高齢者に対する働きかけって何かやってらっしゃ

ることがありましたら教えてください。 

 

＜岩田氏＞ 私も現実に何回も行ったんですけども、市の職員と県の職員と、地元の民生

委員の方と消防の方と、4人がセットになって地区を家庭訪問するっていうことを今でも

何回か続けてるんですね。民生委員の方に入ってもらうのが一つのやり方ですけども、そ

こで何をお話ししてるかというと、実は住宅用火災警報器の普及が一つ、それともう一つ

は耐震化とか家具の固定とかそういったことをお願いしています。家具の固定は比較的、

皆さん取り組んでいただいているんですけども、住宅の耐震化、耐震補強の話になると途

端に実際に実施率がうんと落ちてしまいます。ぜひ逆に私もいい知恵がないかということ

を模索しているのが今のところです。 
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＜岩田氏＞ 中学生、高校生が防災訓練に来たときに、彼ら一番最初に手を上げてくれた

のは、高齢者世帯へ安否確認に行くっていう。それは結構中学生、高校生やってくれたん

ですね。案外そういったつながりをもっともっと深めて行ったほうが早道かなというよう

なことも今ちょっと考えてるところです。 

 

Ｃ：今日の講義の中でアクションプログラムの話があったかと思うんですけれども、ちょ

っとまた帰って拝見しようかなと思っておるのですが、このプログラムの簡単な性格とい

いますか、例えばその地域防との関係ですとか、あるいはその管内市町村との関係ですと

か、そういうところをちょっと簡単に説明していただきたいというのと、それから 10年で

というとこなので、今後そのフォローアップというか、仕組みといいますか、10年後って

いうのがあるかっていうのが一つまた教えていただきたいのと、もう一点これを踏まえた、

例えば耐震化とか住宅のこういったものとか、予算措置ですね。これに基づく県の予算措

置の状況ですとか、そういったものももしあれば教えていただきたいなと思います。 

 

＜岩田氏＞ まだ県のアクションプログラム、地震津波対策アクションプログラムって昨

年出したんですけども、もともと静岡の場合古くからアクションプログラム何回かこう出

してきましたね。今回は従来のアクションプログラムもう一度総点検して見直すというこ

とと、10年計画ですので、10 年で何をするか、先ほど言いました犠牲者を 8割減らすとい

うのを大目標に掲げました。そのための経費、各全部で 139項目の事業が並んでるんです

けども、一応その経費の約束はできないにしても一応財政と協議をしまして、全体の経費

が 10年で約 4000 億です。それを何とか確保するということで、一応財政決着して、毎年

それを着実に実行させるということを今やってる。同時に各市や町にも県と同様に同じよ

うにアクションプログラムを昨年作って、ちょっとまだ今年度の夏ぐらい、今年は夏ぐら

いまでには全て出来上がるはずですけども、同じように各市や町も作っていただいてます。 

 そのための経費も当然かかりますので、県からの支援策として 3年分をまとめて交付金

制度で 92億積み上げて、各市や町への財源提供を今してるところなんですね。92 億のう

ちの 60億はわれわれ職員の給料カット分なんですけど。そんなことをして取りあえず財源

を手当をしながら 10 年で県と同様 8割減少させるということを見積もっています。 

 なかなか苦しいですね。実際にどこまで出来上がるかっていうのですね。それ待って、

一応 3年をめどに中間報告する。3年、3年で中間報告して、その都度修正はしたくないも

んで、どういう工作を積み上げに行くかということをもう一度そのときにさしてもらうと

いう考えです。 

 

Ｄ：数年前に静岡県に伺いまして、そのときに自主防災の県のトップクラスの方が、もう

静岡県もマンネリ化しちゃってると。私もずっとこうやってまして、8月の 2日、3日、1
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泊防災訓練をやろうとしたらば、人が集まんないので中止になったと。ですから防災って

いうのは、防ぐんじゃなくて忘れる災い、忘災になってしまってるんじゃないかと。です

からここの所に先生の資料に 100 パーセント自主防災、そういう比率になっていますけど

も、いわゆる量的には 100パーセントですけども、質的にはどうなのかと。100掛ける、

質がゼロだったらばゼロになりますので、100掛ける質をどうして上げていけばいいのか

と、いわゆる質の議論というものがちょっと必要かなと思うんです。その辺何か先生のお

考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

 

＜岩田氏＞ まさに言われるとおりで、形の上では 100パーセント、だけど実際の中身は

どうかというと、さっき県民意識調査で大体 3分の 2ぐらい、60数パーセントの方が自主

防災組織があると認識してる。それとか活発にやってると思ってる人が 13.3パーセントぐ

らいで、まあまあそこそこやってると思ってるのが 60パーセントぐらいで、7割ぐらいで

すよね。自分で地域住民でありながら、自分が住んでる地域の自主防災組織をそういうふ

うに見てるわけですね。片一方で防災訓練に自分が本当に参加してるかというと、6割強

なんですね。だから大体さっきも言った 3分の 2ぐらいがまあまあそこそこやっていて、3

分の 1ぐらいがほとんど何もやってないというのが現実の世界かなというのが思っていま

す。なかなかそういう打開策がないっていうのが大体もう毎年それぐらいの傾向がずっと

この数年維持してるんですね。 

 時たま阪神の震災のように大きなことが起きるとぐっと意識が上がるんですけれども、

意識が上がるだけで、実際に活動に転換していかないというのが静岡の長年やってる現状

です。それを 3分の 2、要するに 6割、7割で満足するのか、やっぱりそれは 8割、9割ま

で引き上げるのかっていう議論があって、私自身はそれを 8割、9割に引き上げる努力を

毎年やるべきだと思っています。そのための一つの打開策がさっきの中学生、高校生なん

ですね。 

 それとか、もう一つ、自主防災組織をもう一回違った視点で見直せないかということを

言ってるのは、今 95パーセントは町内会単位なんですね。地域の自主防災組織が。その町

内会っていう制度がやっぱり周りの人たちを受け入れないっていう、言い方悪いですけど、

古くから町内会っていう組織の中に防災会議が組み込まれてるもんで、だからなかなか新

しい血が入ってこないっていう地域も現実にあります。今ちょっと呼びかけてるのは、マ

ンションとかアパートに、独立した防災組織をつくれっていうことで、幾つかの市でそう

いった取り組みをしてる所が出てきました。というのは、新しくマンションができると、

それは従来であると町内会に入るんですけども、そうじゃなくて防災組織だけはもうマン

ションは独立させると。というようなことで、さっき自主防の結成率が 100パーセントと

言いましたけど、実は正確に言うと 99.7 パーセントかそれぐらいなんですね。静岡県内に

幾つか自主防災組織ができてない地域があるんですけど、それは何かというとマンション

なんですね。必ず新しいマンションに独立させるため外して、新規組織を作るための目標
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にさしてる所が幾つかの市で今出てきてましてね、そういった動きが出てくると、多分従

来型の自主防災組織と、少し性格は変わってくるんじゃないかなというふうに期待してい

るところなんですね。 

 

 

(了) 
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＜第 4回 防災連続セミナー＞ 

「新しい科学の知見で今後の防災を考える」   

 日時： 平成 26年 9月 24 日（水） 3限 13：20～14：50 

 場所： 政策研究大学院大学 5階 講義室 5Ｌ 

 講師： 株式会社危機管理教育研究所代表、危機管理アドバイザー 国崎信江氏 

 参加人数：40 名 

 

＜武田教授＞ お忙しい中、きょうは講師としてお引き受けをいただいたわけでございま

す。それでは、きょうは『新しい科学の知見で、今後の防災を考える』というテーマで、

国崎先生にご講演をいただきます。後ほど 15分ほど時間をいただきまして、質疑応答をさ

せていただきたいと思いますので、そちらのときもまた積極的な対応をよろしくお願い申

し上げます。それでは国崎先生、よろしくお願い致します。 

 

＜国崎氏＞ 危機管理教育研究所代表を務めております国崎と申します。私は、阪神淡路

大震災から防災に関心を持ちました。恥ずかしながらそれまでは、全く防災に関心を持っ

ていなかったんですけども、私は学術的に防災を唱えてきたのではなく、まさに生活者の

視点で防災を考えたときに、何か防災っておかしいなっていうところが、私自身感じると

ころがあり、そこを、どうしてなんだろう、なんていうところで追求してきたということ

があります。でも端的に申し上げますと、今の防災というのは、時代に見合ってないって

思います。大正 12年の関東大震災をきっかけと致しまして、わが身を地震から守る 10カ

条なるものが、今の東大である今村先生、当時の今村先生が、10数万人、死者行方不明者

を出した、こんなことを繰り返してはならないということで提唱した、その 10カ条なるも

の、それがいまだに根付いているというか定着しているわけなんですが、これが悪いとい

うよりも、むしろ時代に見合ってないと思うところが多いような気が致します。 

 大正 12年と平成は、全く社会構造も環境も違うわけです。防災は進化させていかなくて

はならない、今の時代に見合った防災を行っていかなくてはならないというふうに私は思

っておりますが、そこで重要なのは、科学的な知見がそこに入っているかどうか、という
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ことかと思います。国が行っている施策、研究、調査研究と、国民が行う防災と、ギャッ

プがいつまでも埋まらない理由というのが、やはり国民の行っている防災に、その科学的

な知見が反映されてないからだと思うわけです。 

 さて、これが先ほどお伝えしました私が、今後の防災対策というのがどうあるべきかと

いった中で、二つまとめてみたものです。 

 科学的知見から被害を軽減するための効果的な対策を探っていかなくてはならない。こ

れまでは私自身は、被害と対策にギャップがあったと思っております。例えば、簡単なこ

とを言いますと、科学の知見というのはこれ一つなんですけども、ハザードマップだった

り、いわゆる国から自治体から落ちていった情報、それを国民の皆さまにご覧いただいて

いるわけなんですが、ここで例えば揺れでこの今私たちがいいる港区は、震度 6強の揺れ

に、首都直下地震が起きたら見舞われる恐れがありますよっていうのを示しております。

ところが地域で、これが 6弱であろうと 6強であろうと震度 7の揺れであろうとしても、

やっている訓練の内容は全く同じです。防災対策も全く同じ。ここで死者が何名、負傷者

が何名、負傷者のうち重傷者が何名といったところで、搬送訓練の内容は全く同じです。

例えば負傷者が多い、搬送される人が多いんだなとなれば、どうしていつまでも担架にお

ける搬送訓練をしているんだろうか。通常であればいいんですけども、人手が足りている

のであれば。でも災害時にこれほどの負傷者が出るというのであれば、1 人を運ぶのに、

担架を使って 2 人ないし 4 人ないし 6 人で運ぶ、何ていうことではなくて、1 人が 1 人を

運ぶなんていうような訓練を最初にしておいて、2人いたらラッキー、3人いたらラッキー、

4 人いたらラッキーだね、なんていう搬送に変えていかなくてはならないものの、こうい

った被害想定を反映した訓練にもなっていない。つまりいつまでもこういった科学の知見

が対策に根付いていかないという現実を変えていかなくてはならない。繰り返しになりま

すけども、ここで 6弱といわれているのであれば、なぜ 6弱レベルの訓練をしないのかと

いうことです。多くの方がこういう話をしますと「6 弱レベルの訓練ってなんですか？」

って言うんですが、先ほどお伝えしたように、6 弱でどのような被害想定があるのか、こ

れを踏まえて搬送一つ変えていかなくてはならないし、そのとき、搬送した先の病院が一

体どうなっているのかというイメージを持ち、そして応急手当、受講率を上げていくなん

ていうところに反映していかなくてはならないということもあります。 

 また死者数を減らしていくためには、または火災の延焼を減らしていくには、こういっ

た科学の知見から、どのような対策をしていくのが効果的なのか、なんていうことを、本

来は自治体が一つ一つ説明するものではなくて、見たときに区民、都民、そして国民の皆

さんが、この数値から、どんな対策をしなくてはならないのかっていうイメージができる

までに防災教育をしていかなくてはならないというふうに思います。よく地震本部でも話

をするんですが、確率論的地図が分かりにくいっていったときに、この確率論的地図が何

を意味しているのかっていう、この地図の読み方を防災教育でやったらいいんじゃないか、

この被害想定から、どのような対策をしたらいいのかっていうイメージを持つような防災
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教育をしたらいいんじゃないか、っていうことがありますが、こういった科学の知見と対

策が今は離れているというところが一つ、私が提唱する今の時代に見合ったものと、それ

から科学的根拠で防災対策を、推奨していくということが必要なことかと思います。あと

で話をしたいと思いますけども、そもそも今の時代に見合っているのかといった中で、グ

ッズも一つ。いまだに防災頭巾がわが国では普及をしております。もう戦後 70年たってい

て、戦時中でも戦後でもないのに、そうして先進国のわが国で防災頭巾を子どもたちに与

えているのか、それが科学的な知見で、本当に例えば首都直下が起きたときに、その飛来

落下物から確実に、もしくは確実というのは難しいかもしれませんが、被害を軽減するよ

うなものであるのか、っていうような科学的な視点がほとんどないままに、取りあえずあ

ればまし、ないよりはいいだろうっていう感覚的なところで防災が進められて、グッズも

あるような気が致します。後ほど話すことで、今話すことではないのかもしれませんが、

この流れでお伝えしますと、わが国には防災ヘルメットは存在しておりません。商業的に

飛来落下物の検査を受けてそれを通ったものを防災ヘルメットとして使っている行政担当

の方が多いんですけども、本来は地震の特性を踏まえて、そこで活動するかたがたがしっ

かりと頭部を守れるように防災ヘルメットの基準を作り、それを世界の標準として防災ヘ

ルメットはこうあるべきなんだ、なんていうところを言っていくといいと思うんですが、

工事現場の飛来落下物というところで、落ちても、ボルトが落ちてくるとか、そういった

ような対象物をもとに検査をしております。ガラスがバラバラバラバラ降ってきたり、タ

イル片やコンクリート片が降ってきたりとか、それこそ看板が降ってきたとか、落ちてき

たなんていうことが、いわゆる首都直下地震で起こりうる飛来落下物に対して、どの程度

守れるのか、もちろん看板とかは、守りきれるものではないかもしれませんが、いわゆる

そういった防災ヘルメットの基準もない、取りあえずないよりはましだろう、一番適して

いるのは飛来落下物の検定を受けているものだろうということで今、それをかぶっている

という現状です。私は生活者の視点で母親として子どもに防災頭巾を、与えるということ

に違和感を覚えたんです。あれ、これで本当にうちの子守れるんだろうか。いろいろな研

究をしてきた中で実際にはこんなことが起きるのに、たかだか綿とかウレタン、スポンジ

素材でできているこれが一体何の役に立つんだろう、じゃあ、これが本当に役に立つのか

どうかっていうそのデータは、一体どこにあるんだろうって探してもやっと探せたのが防

炎協会の 10 センチの高さから物を落としたとき、10 センチってどういうことなんだろう

とか。しかも、防炎規格でやっているものをどうして地震の規格にできますよなんて言っ

ているんだろう、なんていうところも、おかしいなおかしいななんていうようなことを感

じてきました。ところが多くの方がそれに気付いておりません。おかしいということに気

付いてはおらず、ないよりはまし、それはずっと言われてきたから、なんていうことを踏

襲してやっているような気がします。 

 さて、例えばその 6強から 7の揺れがどういうものであるのか、これはここで皆さまに

お伝えしなくてもお分かりのことかと思いますが、あらためて人防さんで上映されている
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ものなんですが、これを市民向け、区民向け、区民向け、市民向けの皆さんにこういう映

像をお見せします。再現 DVDなんですけども、戦後初めての被害が甚大であった都市型災

害、直下型の地震ということで、首都直下地震での同じマグニチュード 7.3というのが想

定されている。その中でこのようなことが東京で起きてもおかしくないんですよっていう

ところを映像で見ていただくわけです。あなたはここにいます、今電車に乗っています。

そしてこういったものの近くでいますっていったときに、この地震から生き延びられるん

ですか？っていうようなイメージを持ってもらうわけです。当然のことながら今行ってい

る家庭での防災対策、そして地域での対策、全てこの地震に見合ったやり方でやっている

んですか、っていうことを聞いているわけです。 

 こういった首都直下地震であり南海トラフの地震が迫っているわが国で、しかもこれら

が国難と国が言っております、国の存亡をかけた戦いになると言われているのに、国民の

防災レベルというのはいつまでも、毎年毎年どんなものを防災用品で買ったらいいんでし

ょうか、なんて非常持ち出し品を意識して、それさえやれば防災対策をやったような気持

ちでいる方がいます。しかも、生きていること前提で家族との待ち合わせはどうしましょ

うか、とかね、連絡方法はどうしたらいいでしょうか、なんてことは話していますが、違

うでしょ、そもそもこの地震から生き延びることが一番の戦いであって、ここに向けた備

え方をしていかなくてはならない、というふうにその重要性を伝えているわけです。で、

その中でやはり重要なのは、自宅の耐震性です。自分の自宅というのは、自分の責任で最

大の防災の効果を発揮できる対策ですから、まずは自宅の耐震性っていうことなんです。

ところが、社会の防災って割と捉え方として避難所に行くことありき、のような気が致し

ます。どうして避難所に行くことありきで防災を語るんだろうか、例えば訓練におきまし

ても、まずは避難所を確認しましょうとかね、そこまで安全なルートで行けますか、なん

ていうところを確認したりしますけども、本来ならばそこに行かなくてもいいような状況

を確保しておくというのが大前提です。その上で、一応想定外に備えて避難所も確認して

おきましょう、ならいいんですけども、まずは全員が避難所に行くことありき、そこで避

難所運営も、どうしましょう、ああしましょう、なんて話をしていますが、避難所に行か

なくてもいいような対策をまずは目指すべきだというふうに思います。その意味では、首

都圏は特にマンションも多いですから、マンションの構造が強ければ、耐震化されていれ

ば、わざわざマンションから出る必要はない。むしろ、防災に強いマンションをうたって

いるのであれば、外に出るという考えではなくて、そこでどのように滞留生活をするのか

っていう、そちらに重きをおいた備えをしていただく、いうことが重要なのことかと思い

ます。 

 で、こちらなんですけど、ちょっとすいません。例えば教育の中で、今まで揺れたらテ

ーブルの下、机の下にもぐれっていうような、そういった教育もなされておりました。で

も一つの科学の知見として、もちろん全ての条件で必ずこうなるということではありませ

ん。ただ今まで机の下にもぐりましょう、そうすれば救われえると思っていたその固定概
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念を、こういった科学的な知見から、やはり広がりを持たせて、必ずしも学校におきまし

ても机の下にもぐれば何とかなるというものでもない、倒れる机もあるんだ、ということ

を伝えていく必要があろうかと思います。ところが、多くの大抵の学校では、揺れが始ま

りましたっていうと、訓練で机の下にもぐれ、揺れが収まったら出なさい、で、廊下に出

て整列しなさいってことを言っていますが、自分が座ってる椅子の方角目がけて、机がバ

ーンと襲ってきたときに、一体何人の児童、生徒がもぐろうとすることができるか、でき

たとしても、むしろ体をかがめれば頭を直撃するというリスクも高まります。で、こうい

ったことを踏まえた上で、それでも机の下にもぐったほうがいい、という指導をするので

あればいいと思うのですが、こういったことなしに、取りあえず、下にもぐれもぐれとい

う指導がなされております。私は、今の訓練が全て無駄とは思いません。でも、もぐれな

かった場合の訓練もしておくべきだと思うんです。そこによって子どもたちが、今のこの

状況から自分はどんな行動をしたら自分の身は守れるのかっていうことを判断できるよう

な、そんな教育をすべきだと思いますが、現状は悲しいかな、訓練でもぐれっていう指導

だけです。で、子どもたちは、大人が言うこと、尊敬する先生が言うことですから、それ

が正しいと思います。これさえすれば自分は地震から命を守れるというふうに信じており

ます。実直に、純粋に一生懸命、パッと素早くもぐろうと行動をとるわけです。親の言う

こと、先生の言うこと、つまり大人の言うことを聞いて行動した子どもがけがをするとか、

亡くなるなんてことがあってはならない。その意味では指導する側は、こういった知識を

持って、自分の今言ってることが本当に子どもたちを守ることができるのか、という意識

を持って指導にあたるべきだというふうに思うわけです。私たちも含め、学生の頃に、ず

っともう小学校から高校に上がるまで、「机の下にもぐれ机の下にもぐれ」って言われてい

ますと、大人になって全く疑いを持ちません。家庭を持てば子どもたちに「いい？地震が

来たらこのダイニングテーブルの下にもぐるのよ」ってためらいなくもなく教えます。職

場におきましては上司が、その職場の人たちに地震が来たら、もぐれなんて指導したりし

ていますけども、あらためて絶対ではないんだ、どうして机の下にもぐれば安全なのかっ

て思うところを、ちゃんと突き詰めていかなくてはならないというところがあります。特

に家庭におけるテーブルの下にもぐれというのは非常に乱暴な教えだと思います。その家

庭でどのような素材の天板を使っているか分かりません。ガラスのテーブルを使っている

かもしれませんし、脚だって 4本とは限らない。ですからさまざまな条件によってそこが

危険な空間にもなるし、安全な空間にもなるし、それを作っていくのはあなたですよって

いうところをしっかりと、この基礎の部分からも伝えていかなくてはならないというふう

に思うわけです。 

 そして戸建てと集合住宅、このい住形態によっても防災対策は違います。例えば集合住

宅を見てみてみますと、集合住宅で同じ地震でも同じ建物でも、例えば免震でも制震でも

なく一般的な耐震構造の場合には、階層が上がれば上がるほど室内の挙動は大きくなりま

す。こちらが 2階、こちらが 5階なんですけども、阪神淡路大震災の地震波で入力してこ
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れぐらいの差が出るわけです。1階にお住まいの方と 10階にお住まいの方が同じ防災対策

であっていいはずがないんです。こういった科学的な知見から、上に上がれば上がるほど

室内の被害が大きくなるとするならば、その階層別のきめ細やかな対策をしなくてはなら

ず、ところが家庭では、どのようなことが起きているかというと、何階に住んでいようと

取りあえず固定器具を買うときには、その視点というのは、この何を止めようとするのか

その重量であったりとか、壁や天井の強度であったりということを無視して、自分が買い

やすい場所、ホームセンターなりスーパーで売っているという一つの条件があって、そし

て自分が取り付けやすいという、その取り付けやすさに視点が行き、これなら私でも、と

いうこと。それから値段、そういった中で大体は突っ張り棒を買われる方がいるわけです。

その中で突っ張り棒が今回役に立たなかったですよっていう声も聞こえるんですが、突っ

張り棒が悪いということではなくて、こういった科学的知見がないから、突っ張り棒でい

いのかしらっていうことで、やはりここもないよりはましねってことで、そういった突っ

張り棒をしたのにもかかわらずという結果が出てしまうわけです。ですので、戸建ては戸

建て、集合住宅には集合住宅、そもそもそこに防災対策が違うんだという認識を持ってい

ただいて、自分の居住形態に見合った防災をしっかりとやっていただくような、そういっ

た教育も必要であろうかと言うふうに思います。 

 ところが、マンション居住者の方は、大抵そのことに気付いておりません。一般的な防

災の書籍も、それから行政が出されている防災のパンフレットも、大抵が戸建ての家を中

心として防災対策が書かれております。もうそれは内容だけでなくイラストを見れば一目

瞭然ですね。もうイラストを見れば、これはもう間違いなく戸建ての家の防災対策が書か

れているわけです。こういった中でこの違いを知らなければマンションにお住まいの方が

そういった情報を得て、ふむふむこうすればいいのか、って行政が出されているパンフレ

ットを見て、そうしようってやったときに、果たしてどこまで効果があるのか、なんてい

うことがあります。あらためて、その特性、居住形態に見合ったきめ細やかな防災を伝え

ていかなくてはならない。では一体、それを誰が伝えてくれるのかっていうと、わが国で

どこの省庁がそれを管轄しているのか、というと、どこでしょうか、私はいまだに分かっ

ておりません。 

 さて、こちらなんですけれども、その前に東日本大震災以降、特に関東も大きく揺さぶ

られましたので、防災意識が高まったなんていう話をよく聞きます。防災対策をやりまし

たっていう声もよく聞きます。で、それ自体はとてもありがたいことなんですけども、で

も多くの方が、これも今までの防災が染み付いていらっしゃるんでしょう、大きな家具、

自分より背の高い家具を固定しておけば、防災対策やった、自分は安全だと思われていま

す。防災パンフレットにも、家具はできるだけ低くってね、言っているわけです。そうす

ると、自分の命、家族の命を脅かすのは大きな家具であって、それ以外のものにしておけ

ば安心というような、心の隙ができるわけなんですけども、だとするとこの部屋は安全な

部屋ということになります。そもそも大型の家具がありません、存在しておりません、そ
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して理想的な造り付け家具です。家具というのは固定すればするほど中身が飛び出しやす

いということがあるんですが、ここは、何の措置も扉にしていないという環境の中で、例

えばよくあるようなこういった、家の中にちょっとした学習机があったりとか、サイドテ

ーブルとかソファがあったりとか、こまごま、チェストとか、そういった家具がいっぱい

あろうかと思います。そういった背の低い家具が、どのような動きをするのかということ

を、ぜひ見てもらいたいと思います。 

 ここ入り口なんですが、最初にふさがれました。1 回目挟まれてます、で 2 回目また挟

まれて、3回目また挟まれてということなんですが、ここに至るまで、7秒から 10秒でこ

うなります。大きな家具さえ固定しておけば大丈夫ということではなくて、家具の挙動か

らその特性を伝えていかなくてはならないと思います。家具というのは多くの方がパタン

と倒れると思っています。家具は倒れる。それから家電製品は飛んでくる、というイメー

ジを持っています。ここまではいいんですが、そこで止まってしまうんですね。倒れたも

の、飛んできたものが、その後そこにとどまっていたままではなくて、激しい地震動とと

もに、それらもまた動くんだということのイメージを持っていらっしゃいません。家具が

大きく移動するということです。つまり、一般的な安全な空間ですね、どこでも安全な空

間を見つけときましょうってね、そういうイマジネーションが大事ですよって話なんです

が、現実は厳しいです。なぜならば家具がパタンと倒れるというのであれば、その高さか

ら 1.5メートルくらいまで影響がある、つまりここまで逃げておけば安全ですよ。「いい？」

家族にも「ここにね、この部屋だったらここに逃げましょうね」なんて言っている場合も

あろうかと思います。そして例えば家電製品、テレビが飛んで来るといった場合も、この

向きに置いておけば多分こっちに飛ぶから、やっぱりここに逃げておけばその影響も受け

ずここが安全な空間だよねっていうのは見つけやすいです。でも実際には、倒れた物、飛

んできた物が激しく動くわけですから、安全な空間と思っていたところにシュッって来る

わけです。あらためて固定されてないものに囲まれている空間においては、安全な空間を

見つけるには非常に厳しいんだっていうことを、やはり知らせるべきではなかろうかと思

います。つまり家具の大きさにかかわらず、そこに存在しているものは全て固定しておか

なければ、けがは免れないし致命傷になってしまうということがあると思います。 

 この部屋だけがこんな状況になっているということではなくて、家庭におきましては、

大体暮らし方は同じですから、お父さんが、この部屋で、「うう、うう」うなって、何回も

何回も壁との間に挟まれて、もう意識を失っているかもしれません、「うう、うう」言って

いるかもしれない。そんなときに、残念ながらキッチンにいる奥さまも同じように「うう

うう」言っていて、血だらけになっているかもしれません。子ども部屋にいる子どもも「う

ううう」言っているかもしれない。こんなことをイメージされていますかっていうことな

んですが、大抵の場合、やっていても、食器棚、本棚、固定しているけれども、子ども部

屋の家具は固定してない、寝室のこれは固定してないなんていうように、ほとんど固定さ

れてない物に囲まれていて、そのうちのわずか 2、3個を固定して満足しているという現実
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があろうかと思います。地域におきましては、避難所まではね安全なルートを確認しまし

ょうって、こう一生懸命やっているグループがありますけども、大体家から出ているって

いう前提ですね。そもそも家から出られるんですかっていうことに対しては、ほとんどの

方が考えておらず、いつでも自分は生きていて、いつでも自分はけがをしないで動ける、

つまり地震の揺れが収まったらどんな行動をしますかとお聞きしますと、大抵の方が、火

を消しに行きますと、火元を確認、それから玄関を念のために開けときます、玄関を開け

に行くとおっしゃるんですね。いつでも生きているという前提だから、揺れが収まったあ

と、私は怪我をしていなくて、生きているから火元も確認できるし、玄関にも行けると思

っていらっしゃいます。そのレベルは一体、震度 4のレベルでイメージしているんですか、

それとも 6強のイメージですかといった場合、大抵の場合やはり生きているという前提の

震度 4とか 5弱で考えられているような気がします。ここにやはり科学の知見をしっかり

と植え付けて、私たちがこれから経験する首都直下や南海トラフというのはそもそも生き

延びることが難しくて、直下型の地震はわずか 10秒程度で結果が出てしまうかもしれない

んだっていうその厳しさを、こういった科学の知見から伝えていき、確実にできる限り、

私たちができる限りの防災対策を今から始めなくては間に合わないかもしれないっていう

緩やかな緊張感を生活に持たせていく必要があろうかと思います。 

 先ほどもお伝えしましたように、固定されている物がですね、多くの方が固定しておけ

ば大丈夫って言うんですが、固定しているだけでも不十分なんです。固定されていればい

るほど中身が飛び出しやすくなるということから、この中身の飛び出し防止対策もしてい

かなくてはならないとうことなんです。扉があればストッパーを付けられますが、こうい

ったタイプのように扉がない場合はどう固定するのかっていうことで、これも、さまざな

実験が行われております。例えば試行錯誤をした結果、効果ありと言われたのが、あった

のが、ここに滑り止めシートを敷いたケースでした。滑り止めシートを敷かない所と敷い

た所とでは、これだけの差があったわけです。 あらためて震度 6 強、7 でも実は耐える

ことができたんですけども、100 円ショップで売られている滑り止めシートでも、ワンシ

ート 1400円くらいする専用シートでも、結果は同じでした。どちらもこのような結果が出

たんですね。で、あらためて身近でできる防災、私は身近でできる防災という言葉はあま

り好きではありません。命を守ることが身近にできるものかと思うんです、簡単にできる

というのはそうなんですけども、そういう意味では、人生を懸けて生きている間は、ずっ

とそういったリスクと向き合って生きていかなければならないんですが、あえて言うなら

ば、身近にできる防災の一つとして、こういった棚には滑り止めシートを敷くということ

かと思います。ここら辺の話は非常に、市民のかたがた、区民の皆さんに関心というか、

興味を持たれます。すぐできるというところが良いのかもしれませんが、じゃあやってみ

よう、なんていうことできょうからやるなんていうふうに言ってくださる方も多いです。 

 事業所にしても、キャビネットを固定しているということにとどまらず、滑り止めシー

トを棚に敷いていくという対策も必要かと思います。 
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 さて、学校の教育に戻りますと、例えば、昔と違って今は木造校舎って少なくなりまし

た。鉄筋コンクリートの校舎、しかも、東日本大震災以降、全国の公立の小学校の耐震化

率は 90パーセントを超えております。こういった社会環境を無視して避難なんですよね、

訓練は大体みんな避難訓練をしております。耐震性がある建物ならば、なぜ非難しなくち

ゃいけないのかって思うんです。これは私の個人的な考えなんですが、わが国の防災はそ

もそも火災から始まっております。なので、火災をメインとしてやってきた訓練、火災の

ときには避難ですね、間違いありません、なので消防の方も、やはり訓練で指導されてい

るのは避難訓練かと思います。火災に対して非難するのは当然のことです。ところが、そ

ういったわが国の防災教育は火災をメインにして行ってきましたから、耐震構造になりま

した。それから耐火構造にもなって、そしてその消防設備もしっかりと構築されてきたと

いう環境があるにも関わらず、避難がまだ行われている。火災はもちろんいいんですけど

も、地震の訓練でも果たして避難する必要があるのかどうかっていうことを検証されずに、

やはり地震のときにも避難というところがメインとして行われております。こちらはもう

先ほどからご覧いただいてお分かりのとおり、私がお伝えしたいことは、耐震基準を持た

ない非構造部材の被害を忘れていません、ということなんです。建物が耐震化されていて

も、脅威がないわけではなくて、こういった窓ガラスであったり天井材であったり壁材で

あったり照明器具であったり、こういった重機類であったり、こういった非構造部材が、

また新たな脅威となるわけです。例えばこういった実際の学校の被害でいいますと、割れ

た窓ガラスどこにいくのかというと、このキラキラキラキラしているもの、これ全て窓ガ

ラスなんですが、廊下に散らばっております。そしてこういった重機類が倒れてドアが外

れてなんていった中で、これまでの訓練を思い出してください。「机の下にもぐれ」で、揺

れが収まった後、「速やかに廊下に整列しろ」って言うんですよね。果たして整列すること

ができるのか。そもそもここに行かすよりは教室にいたほうがまだ安全なのかもしれない

っていうことを、考えておかなくていいんだろうかって思うわけです。これを乗り越えて、

そろりそろりと行って、そして余震があったときに、ちょうど校舎から校庭に出ようとい

ったときに余震が起きたら、ブランブランしている窓ガラスが、パーンと落ちてくるかも

しれない。そこでこの飛来落下物にあまり効果のない防災頭巾をかぶっていたところで、

どれだけの被害軽減ができるのであろうか。こんなリスクを負ってまで、なぜ非難させる

のかというところについて、多くの先生がまだ気付いていらっしゃらないような気が致し

ます。そして残念ながら私たちはおそらく、ここの会場にいらっしゃる皆さまも私も、こ

ういった訓練を受けてきてそれが染み付いていますから、会社で、例えば六本木ヒルズに

もし皆さんがいらっしゃったとしても、やはり今回のように、そこにいれば安全なのに気

持ちとしても落ち着かないんです。避難する訓練をずっと学生の頃からしてきましたから、

とどまっていることが恐ろしいんですね。本当にここでとどまっていて生きてられるんだ

ろうか、なんとなく動いていたほうが安心ということで、耐震性のある建物に関わらず、

動かないエレベーターを横目に非常階段を通って地上に出ます。もうそこで安心するんで
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すね、出られた、と。ここまでは学校の訓練と同じです。ところがしばらくすると、あれ、

あと何しようかって話なんですよね。結局また戻るなんてことが起きたりするわけです。 

 あらためて、私たちが行ってきた訓練というのが、先ほどもお伝えしましたように、耐

震構造があって消防設備も整ってきた中で、その訓練の質というもの、内容を変えていく

必要はないんだろうか、その環境に見合った訓練をしていかなくてはならないのではない

かという、そういった、まず考えることですよね。今やっていることで本当に、今の時代

に見合っているのか、子どもたちを守ることにつながるのか、そして職場におきましては、

職員を守ることにつながるのかっていうことを常に考えていくことが大事かと思います。

鳥取西部もそうでしたし、能登半島のときもそうでしたが、非構造部材の被害って、ずっ

といわれ続けてきました。でもあまり社会にインパクトがなかったので、メディアにもあ

まり取り上げられてないんですけども、今回は大きく取り上げられました。東日本大震災

のこの宮城県の中学校では、天井材がどんと落ちたんです。で、本震でこれくらい落ちた

というよりは、むしろ余震でどんと落ちたというような報告もありますけれども、寒冷地

では特に防寒対策としてこのような天井材があって、そのパネルを支えているメッシュの

ワイヤーも、床に突き刺さっております。そしてこういった天井材だけでなく、窓ガラス

であったりとか、それからスピーカー類、バスケットボールであったりとか、それから照

明器具であったり、こういったやっぱり、被害に遭っているわけです。ところが地域では、

やっとうちの学校の校舎が耐震化した、保護者は喜びます、うちの子守られるわ、それか

ら地域の方は、体育館が耐震化された、ああ良かったこれで避難所になるっておっしゃい

ます。で、避難所の運営訓練をするんですが、耐震性があったとしても非構造部材には耐

震基準がありませんから、このような被害になることもあるんですが、まだここまでの知

識はいっていませんので、ここに住民が避難してきたら、どのようにその住民に対応する

かという避難所運営の訓練をしっかりしています。でもこういった知識があれば、その避

難所運営の訓練、やっていたことは無駄ではありません。大事なんですけども、一方でこ

うなった場合の最悪の想定として、ここに詰めかけてきた住民、何百人来るのか分かりま

せん、何百人来るのか何千人来るのか分かりませんが、一度ここに押しかけた住民を入ら

ないでくれと言ってさらに代替施設を、この人数入る代替施設を見つけてそこまで誘導、

なんてことも頭に入れておかないと、実際には想定外、大混乱、今までやってきた避難所

運営の訓練は一体なんだったんだなんて話にもなるかもしれません。特に首都圏では、そ

もそも避難所が足りないなんてことが言われていますから、こういうこともしっかりと知

識として持っていなくてはなりませんし、また文科省で、学校施設のこの屋内運動場の特

に天井材、ここの耐震化はガイドラインを作りました。で、そこにチェック項目があって、

学校関係者には速やかにチェックをしてくださいと通達をしております。で、学校のこの

屋内運動場以外の非構造部材につきましては、皆さまもご存じかと思いますが、国土交通

省がそのガイドラインをまとめております。ですのであらためて全ての事業所にそのチェ

ックを速やかにしていただき、この非構造部材にも目を向けた対策を早急に進めていただ
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きたいというふうに思うわけです。 

 これは、同じように教室です。その空間においてどのようなリスクがあるのかといった

ときに、その耐震構造だけでなく重機類だけでなく、こういった非構造部材、特にこの天

井材であったり窓ガラスにも目を向けてくださいね、なんていうことも、教育者に伝えて

いく必要があろうかと思います。 

 そして私は、巨大地震が来た場合には、全員がけがをするという想定でいい、そういっ

た想定を持っていただくことが大事かと思っております。これは全てイビデンスですよね。

ご覧いただいておりますけども、実験映像で病院が災害時にその機能を保持することがで

きるのかっていうことを検証しているわけです。きょうは時間がないので 3階の手術室だ

けご覧になっていただきたいと思っておりますが、例えば、広尾の病院があるからとか、

港区に幾つ病院があるからとか、病院数とか医師の数で安心するんではなくて、たとえ病

院が数があったとしても、相次ぐ余震が起きれば、手術中の患者さんを守ろうとして医師

や看護師が体を呈して守ります。今回ここの赤丸がありますが、ここは医療器具が固定さ

れているということで、これは脅威になりえませんが、でも釣り下がっている照明、器具

類が医師や看護師を襲う。つまり余震のたびに医師や看護師がけがをするかもしれないん

です。さらに全ての医療機関でこのような医療器具が固定されているわけではありません

から、これがまた壁に当たって跳ね返って医師や看護師を襲い、また器具同士が干渉しあ

い破損していくということもある。つまり余震のたびに医療の機能を保持することが難し

くなっていくと。その間に薬品もバラバラバラバラ落ちて破損して、ということで滑りや

すくなりますし、医療物資がどんどん減っていくということも考えられるわけです。この

ようなことから私たちはそこに病院があるからということではなくて、あらためてけがを

するという前提で対策を考えていくべきかと思います。先ほどのお見せした映像にもあり

ますように、まず全てを固定しているなんてことはありませんから、激しく物が動いたと

きに、打ち身一つない、切り傷一つない、なんていう想定で本当にいいんだろうかって思

うんです。大抵の人は思わぬ方向から、上から物が落ちてきた、しゃあしゃあしゃあしゃ

あ物があらぬ方向から来てぶつかった中で、打ち身、打撲であったりとか、切ってしまっ

たりなんていうことがあろうかと思います。そういうことを踏まえた上で、例えば応急手

当の受講率を上げていくっていう重要性であったり、それから生き延びるためには、水、

食料の前に、まず家庭では救急箱開けてみましょうよと、災害時に頼り切る応急手当みた

いなものがどれだけあるのかなんていうところ、備えはまずここからですよということ。

生き延びるためには水、食料ではなくて、こういった応急手当のものを用意しておくとい

うことも大事なことです。こういった科学の知見を防災にいかに生かすのかっていうよう

な、こういった教育を広くさまざまな分野に渡って伝えていく必要があろうかと思います。

自分がけがをしないと思っている限り、先ほどの映像のように思わぬところでけがをして

重症化してしまうかもしれない、そうするとますます病院が混乱します。でもけがをする

という前提であれば、備えをしてくれますから、応急手当もね。習わなくなったとかちゃ
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んと用品も備えなくっちゃってやってくれますと、重傷を中傷にできるかもしれないし、

中傷を軽傷にすることもできるかもしれない。そうすると医療救護度で手当てしておしま

い、なんていうようなレベルであれば、この病院も機能して救える命も救えることができ

るということがあろうかと思いますが、今の状況では自分は死なない、けがをしないとい

うような備えが中心になっておりますので、やはり医療機関の混乱は避けられないという

ようなこともまだ残っております。 

さて、ライフラインなんですけども、ライフラインは電気ガス水道、いろいろな想定がな

されております。阪神淡路大震災こうでしたよ、東日本大震災こうでしたよ、おそらく首

都直下地震ではこうですよっていうようなことも、事業者さんからも出されております。

こういった中で例えば食料なんですけども、阪神淡路大震災、来年で 20年になるんですけ

ども、こういったデータがあります。震災直後というよりも、1 週間後からお弁当の配給

人数が避難所の宿泊者数を上回ったということなんね。どういうことかというと、避難所

で寝泊まりしている人のお弁当の数は変わりはありません。にもかかわらず 1週間後に、

この避難所に届けてってお願いする弁当の数が多くなった。なぜかと言うと、自宅で滞留

していた人が、家での備蓄を食べ尽くして、もう何もスーパーにも売っていないというこ

とで避難所にお弁当を取りに来ていた。その数がピークに達したのが何と 1週間後ではな

くて震災から 1カ月以上たった頃にその人数が最も高かったと。つまりこの頃は先ほどの

ライフライン見ていただいても、もう電気は 5日で復旧しているし、ちょっとガスや水道

っていうところはあるんですけども、こういったライフラインの状況にもかかわらず、1

カ月以上たった頃にその数がピークに達しているということがあります。1 カ月以上たっ

たとしても救援食料が十分でないという状況があったんです。ライフラインが回復して例

えば食料が輸送できたとしても、必要なところ全ての人に食料が届いていないという、そ

ういった偏り、現状があったわけです。つまりこれを知っていただきますと、これを首都

直下に当てはめますと被災人口が桁外れですから、もっと食糧事情が恐ろしいことになり

ますよ、ということを私は伝えております。私は 10年ぐらい前から首都直下地震が起きた

ら餓死する人が出るということを言い続けてきました。多くの人が受け止め方は多分口に

おっしゃらなくても、そんなことあるわけないだろうと、いうふうに思っていたと思いま

すが、例えば東日本大震災では、広域災害で被災者が、かなり広域に渡りました。特に福

島は、食べるものがないことで亡くなった高齢者がいらっしゃったっていうことがあるわ

けです。もちろんそこまで物資が来なかったということが一番大きかったとも思いますけ

れども、つまり今後も、食べることがないことで亡くなってしまう、そこにはもちろんい

ろんな条件があって、免疫力が低かったっていうこともあるかもしれません。持病があっ

たってことがあるかもしれませんが、食べるものがないことで亡くなってしまう方が出る

だろうと思っています。 

 皆さまご存じでしょう。東京には、毎日全国からお肉であったり野菜であったりってこ

う入ってきます。東京市場に、いろいろ築地とかたくさんありますけれども、1 日当たり
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全国から東京市場に入ってくる食料は 300万トンです。これは輸入を除いて国内から入っ

てくる食料が 300 万トンです。これがピタッと止まるんですよ。残念ながら、過去の震災

と大きく違うのは、東京 23 区には農家がほとんどないということです。つまり過去のよう

に、新潟のように自分の畑から大根引っこ抜いて食べてきたとか、もともと米どころだっ

たとか、塩害期はひどいけども、内陸の畑は全く影響がなくて、内陸の人が野菜とか分け

てくれたとかいう東日本大震災と違って、東京はほとんど農家がない。23区内は。なので

そこに集中している人口分を流通でバシッと 300万トン分が止まったとしたら、そして海

外からの輸入も一定期間止まったとしたら、本当に東京に食べ物がピタッとなくなる。つ

まり 3日あればいいとか、1週間あればいいなんていうものではなくて、出きる限り備蓄、

ということなんです。で、あらためて、1週間なんて無理です、1カ月なんて無理ですなん

ていうようなところを、無理だったらあなたが困るだけですから、痩せ衰えていくわが子

を横目に、食べ物食べ物なんて探し回る自分の姿を思い浮かべながら、それでも無理って

言うならば、それは仕方ないでしょう。あなたが困ることだからっていうことかと思いま

す。残念ながら、これは国であろうと行政であろうと対応できるものではないと思います。

これだけの備蓄を国にしましょう、自治体にしましょうなんていうのはナンセンスで、そ

もそも自分の食べるものぐらい平時であろうと災害時であろうと、自分で考えなさいよっ

ていうここの部分をしっかりと伝えていかなくてはならなくて、本来行政がすべき備蓄と

いうのは、個人でそろえられないものをしっかりとそろえていくべきものだと思います。

私はこれはいつも言っていることなんですが、わが国から自助なんていう言葉をなくして

いかなければならない。海外では自己責任自己防衛という言葉が常識ですね。自分の命は

自分で守るなんてこんな当たり前のこと、海外では紛争地でも災害が起きる所でも、当た

り前の感覚で自分の命は自分で守る。犯罪が起きたときには、あなたの行動に何か誤った

ところはなかったのか、夜道にそんなところ 1人で歩いていたら襲われるのは当たり前だ

よっていうのが海外の考え方です。でも日本は災害であろうと平時であろうと誰かが何と

かしてくれるという意識がありますけれども、そろそろ自分の命は自分で守りましょうな

んていうこんなあほなことを言わなくてもいい社会にしていかなくてはならなくて、多分

自助なんでいう言葉はわが国にしかないと思います。先ほども言ったように、自己防衛と

か自己管理とか自己責任とか自己防衛という言葉は海外にありますけれども、わが国で唱

えているような自助、自分の命は自分で守りましょうね、それから自分の食べるものは自

分で用意しましょうねなんて、こんなことを言わなくてもいい社会にしていかなくてはな

らない。せめて自己防衛という意識を刷り込んでいかなくてはならない、というふう に

思うわけです。 

 さと、その食糧なんですけれども、食料がなぜか私たちは非常時には非常食、という意

識です。どうして非常時に非常食食べなくちゃいけないんでしょう。例えば、非常食って

皆さまが思い浮かべるのは、水も火も使わずに保存期間が長い、例えば最近ですとパンの

缶詰とか、一昔前だと乾パンとかそういったクラッカービスケットなんていうことかもし



【資料３－３－２⑤】 

89 
 

れませんが、非常持ち出し袋にそれを入れるのは間違いありません。そこで、行った先で

火を水を使えるといった環境ではありませんから、すぐ食べれるものということで間違い

はありません。でも災害は毎日ずっと続きます。いつまでもその栄養の偏りのある食事を

食べていれば、より疲労感を増し、精神的な負担も増し、ということでいいことはありま

せん。ですから大切なのは量もそうですが、何を食べるかという質かと思います。特に私

たちは、飽食の時代に生きています。好きなときに好きなものを好きなだけ好きな人と好

きな時間で食べることができるこの日本において、どうして災害時だからといってお金を

掛けて乾パンを買うんだろうかって思うんですね。本当に乾パンが好きで、好きでたまら

ない、これがないと始まらないんだっていう方はいいかもしれませんが、やはり、乾パン

が悪いというよりも、偏りがあり過ぎるということなんです。どうして水と乾パンで 3日

間過ごそうとするのか、実際に私はやってみたからこそ、緊急搬送されたからこそ、この

栄養の偏りは恐ろしいですよと、ということが言えます。お医者さまからは、水と乾パン

で過ごして 3日目の朝に倒れたものですから、緊急搬送されて、めまいがして意識を失っ

ちゃったんですけども、お医者さまからバカなダイエットをするなと怒られました。でも

あらためて私はこんなものを 3日間分実直にそろえていたのかって思ったんです。一番大

切なのは、備えというのはそもそも普段食べている食事を継続して食べることが本来備え

だと思うんですね。そこで水が使えません断水しましたよ、ガスが使えませんガスの供給

が止まりましたよ、電気が止まりましたよ、といったことを踏まえてそこの代替を考えな

がらいつもと同じ食事を取れるようにするのが本来の姿かと思いますが、おそらく多くの

方が、災害時っていうと非常食っていう意識ですね。その固定概念も非常に強いかと思い

ます。私の家では、1 カ月分以上の備蓄をしております。普段の食材を 1 カ月分用意して

お米は常に 30キロは欠かせません。用意して食べたら補充食べたら補充して常に一定のス

トックがあるようにしています。で、ここにカセットコンロと替えのカセットガスと鍋さ

えあれば普段と全く同じ食事が作れるんです。で、食べる順番大事ですね。まず冷蔵庫の

もの全部食べ尽くします。ちょっと皆さまにお聞きしましょう。今朝、冷蔵庫を開けたと

いう方どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。皆さまにお聞きします、

一人暮らしの方はそんなないと思いますが、冷蔵庫にあるもの全て食べ尽くすとすると何

日分ありますか？野菜室、冷蔵室、冷凍室、全部のものを食べ尽くすとしたら何日分あり

ますか？3 日間以上あるかなっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうご

ざいます。ではまた皆さまにお聞きします。常温保存されているもの、先ほど言いました。

お米とかスパゲティの麺とか、うどんとかそうめんとかおそばとか、それから小麦粉とか

あと海苔とか、缶詰、わかめ、とにかくレトルトとか常温保存されているもの、それを全

部食べ尽くすとしたら何日分ありますか？1週間分ある？お米も含めて 1週間分以上ある、

ありがとうございます。ということは手を挙げられた方は、わが家と同じように、もう普

通に備蓄されているということです。そのサイクルはきょうたまたまあったわけじゃなく

て、いつもそのサイクルで多分備蓄されていますから、そこにカセットコンロとカセット
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ガスさえあれば、災害時に食べる食事持っているじゃないですか？っていう話なんです。

でも多くの方が最初に 1週間分の備蓄をしていますかって聞くと、やあしてません、して

ませんっておっしゃいます。ここにいわゆる固定概念の非常食っていうイメージがあるか

ら、それを備えてないって思うんですよね。 

 食べる順番は取りあえず、電気が停電しますから、冷蔵庫のもの全て食べ尽くします。

その次に常温保存のものです。ここまでなくして初めて非常時なんです。食の非常時がこ

こから始まります。何も食べるものなくなっちゃった、だからここで保存期間の長い乾パ

ン開けましょう、それからビスケット、クラッカー食べましょう、ならいいんですけども、

大抵逆です。災害になるとそういう非常食から手を付けて、冷蔵庫のもの腐らせちゃいま

した、あらどうしよう、っていうことになってしまいます。こういった食に関しても固定

概念を変えていけば、そんなに防災って大変なことなんじゃないんだ、なんていうことに

もつながっていくのではないかというふうに思います。 

 そして、ここは今お話をさせていただいたところなので、はしょりたいと思いますけれ

ども、できるだけ多くの食材、生活用品を備蓄していくということが大事なことかと思い

ます。特に首都直下地震、南海トラフの影響を受けるエリアにおきましては、どうしてお

金を掛けて凶器を増やすのかっていうことから、できるだけ物を減らしておくと。ところ

が減らすものと増やすものとして、例えば食材であったりとか、生活用品です。わが家は

食材だけでなく全ての消耗品、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、洗剤、そして

ボディーソープとかコンディショナーとかシャンプーとか歯磨き粉とか、とにかく全てで

す。全てのアイテムを 1カ月以上用意をしております。つまり、見据えているのは地震災

害だけではありません。南海トラフで浜岡が何かあったときにも、今から一歩たりとも外

に出られないなんていう状況が、エボラもそうです、何が起きるか分からない。今から一

歩たりとも外に出てはならないなんていう状況があったときに、家の中で 1カ月間籠城で

きるようなそんな備えをしております。日頃から、皆さまも実はしているんです。ティッ

シュペーパーボックスで買うとき 5個パックですよね。それより安売りのときにお一人さ

ま 2点までって買われている方いらっしゃいますが、じゃそれで 1カ月分の備蓄している

じゃないですかって思うんです。歯磨き粉だって 1カ月分用意していますなんていったと

ころで 1個多めに買っているだけです。ですので、ほんの少し、トイレットペーパーもそ

うですけども、12 ロールなり 24 ロール入っていますから、安いときに 1個買っておけば、

1 カ月備蓄しているでしょなんて話なので、そんなたいしたことじゃないんだってことに

気付いてもらえれば日頃から増やしていくもの、そして減らすものです、しっかりと住み

分けていくだけで安全な空間であったり、適切な備えができているというふうに思います。 

 さて先ほどです、頭の話をしました。これは民間企業がいわゆる検定を、ヘルメットの

検定を受けるときの実験器具なんですけれども、この条件というのが高さ 1メートルから

鉄の塊 3キロのものを頭上に落としたときに、そのヘルメットの損傷がなければ検定合格

という基準なんですけども、ヘルメットさえかぶっていれば、ちょこんと傷がついたとき
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にも頭部が守られているという、こういった検定レベルの基準があるわけです。これ同じ

ように、1 メートルってこの高さなんですけれども、防災頭巾の上に落としました。園の

先生たち、学校の先生たちは、ないよりましって子どもたちに当たり前のようにかぶらせ

ますが、食い込んでいます。当然です。素材が素材ですから、頭を保護できるものではあ

りません。このヘルメットは同じようにちょこんと傷がつくだけです。ところが大きく違

うのはこの頭部です。この防災頭巾を外しますと、この頭部が陥没しております。人間の

頭でいうと頭がい骨骨折で致命傷ということです。わずか 1メートル物が落ちてきただけ

で、これだけ頭がい骨が影響を受けるわけです。だとすると、戸建ての屋根から瓦が落ち

てきたときに、子どもたちが避難している所に瓦または 2階の窓ガラス等が落ちてきたと

きに、どれほど頭が損傷するのかということを考えていただければこの比ではないという

こともイメージできます。あらためてこういった科学的知見から、いつまでも防空頭巾、

名前だけ変わって防災頭巾になりましたけども、こんなものを与えている社会でいいのか

というふうに思うわけです。海外では一部この動きを虐待だと見ております。大人だけが

ヘルメットをかぶり、子どもたちはそれでいいんだと言っているその子どもの人権、虐待

しているんじゃないかと見る外国人もいらっしゃいます。これに関しましてはこれも 10

年ぐらい前から私は、私が生きている間に全ての子どもにヘルメットを、というそういっ

た活動を、活動という活動ではないんですが、ずっと言い続けていました。でようやく東

日本大震災から当然といえば当然だよねっていうふうに言ってくださる保護者が増えて、

学校も増えてかなりヘルメットに切り替わっております。でもまだまだです。私が死ぬ前

に何とか子どもたちに防空頭巾ではなくて、ヘルメットを普通に与えてあげられる社会に

したいなあなんていうふうに思っております。ところが壁が厚いです。これを文科省に言

っても、これは教育委員会の活動だ、教育委員会に行ってもこれは各学校で決めているこ

となんだ、で、校長先生に行ってもこれは保護者が買っているものなんだなんて、もう堂々

巡りで 10年やってきました。一つのものをいいと分かっていても科学的な知見があったと

してもなかなか進まないというような社会の現実があります。防空頭巾一つも進まないわ

けですから、今私が言っている防災進化論、防災を進化させていかなくてはならないなん

ていうところも、いろいろ壁は厚い、なんていうところはあります。学校で教えているこ

とを、どのように変えていくのかっていうのは本当に難しい問題です。 

 それからきょうは消防関係の方も多いので、あらためていろいろなご意見もあろうこと

かと思いますが、私の意見をお伝えします。防災頭巾と同じように、どうして火災のとき

にハンカチ？って思ったんです。火災の、煙の特性を考えれば考えるほど、 一酸化炭素

の有毒ガスなり、シアンであったりとにかく有毒なガスを含んでいる火災の煙に対して、

なぜハンカチを当てろというんだろう。ハンカチがどれほど有効なんだろうかって、単純

に生活者の視点で思いました。ハンカチが有毒ガスに有効なのかなって。ハンカチのメリ

ットとしては、例えば熱を和らげたりとか、それからすすなどのそういうものを吸入しな

いですむなんてことはあろうかと思いますが、それが出始めるよりも前にこの有毒ガスを
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吸ってしまう恐ろしさがあるわけです。そうするとあらためてハンカチでいいんだろうか

って思い続けてきました。ところが、ハンカチがどれほど有効なのか、どういう条件でハ

ンカチが有効なのかっというところの知見が、ホームページを探しても文献見てもほとん

ど探せませんでした。でも消防の方は一生懸命です、火災が起きたら鼻と口にハンカチを

押さえろって言います。でも私は知り合いの消防の方にどうしてハンカチなんですか？一

酸化炭素の有毒ガスにハンカチがどれほど有効なんですかと言っても誰も答えてくれませ

んでした。いやそのように私たちは指導しろと言われているからです、そういうマニュア

ルがあるからということだったんです。これ最初に皆さん気になっていると思いますので、

どこかというとこれ韓国と台湾です。ご存じのとおり火災の煙というのは、そういった一

酸化炭素の有毒ガスだけではなくて、そもそも煙が高温の気体です。なので映画で建物の

中に、本来は行かないんですけども、誰かがいるっていった場合に、消防隊の方が役の方

が入って、こんな抱えてドラマチックに出てくるときには、大体真っ黒になっていますよ

ね、顔が。あれはもうほとんどはこげているというか、やけどしているんです。つまり高

温の気体で触れるとやけどするんです。これはかなり高温ですと、放射熱も含めてなんで

すけども、眼球だって飛び出したりするぐらいの熱さなんです。つまり鼻と口をハンカチ

で覆えばいいというものではなくて、本来理にかなっているのは台湾や韓国のように、こ

のように防炎マスクを子どもたちまたは大人も含めてかぶっているということが大事なん

です。ここにフィルターがあって、煙でも対高熱でも耐えうるビニール、ビニールかどう

か分かりません、素材で、そしてここにもマスクの代わりになる特殊な素材があって、し

っかりと暗闇というか煙が充満している中でも見えるようにして、そしてこれを園や学校

でこのように装着するんですよって、いち早く装着するんですよって正しい装着の仕方を

教えて火災の訓練をしている。で、韓国に調査行ったときに聞かれました。日本では火災

の訓練ではどんなものを身に付けさせているんですか？ハンカチですって言ったときに、

は？って言われました。ハンカチ、特殊なハンカチなんですね？って言われたので、いえ

単なるハンカチです。日本ではわざわざ、なぜか持ち物検査をしてハンカチをとても意識

させるんですよと。エアータオルが普及していても、いまだにハンカチハンカチなんてや

っていて、それはマナーでいいのかもしれませんけど、火災ではハンカチを進めていると

言ったときに韓国のかたがたはとてもびっくりされて、こちらに気を使ってそれ以上言い

ませんでしたけれども、日本ではそうなんですね、という話をしておりました。私はいっ

ときに 2年間ほど消防審議会の審議委員をしていたことがありまして、あらためてその場

で煙がどれほど有効なのかということをお聞きして、その後有効なデータがないというこ

とから、ありがたくもこの消防研究センターでこういった実験を昨年 12月にしてください

ました。タオルやハンカチ等の除煙効果の実験ということで、私が知りたかったのは、例

えばハンカチを何枚折りしたら何パーセントの有毒ガスが含まれている煙のときに有効な

のかっていう、とにかくそういった科学的知見が欲しかったんです。それさえ分かればそ

れを防災訓練で生かせるからです。ということでしていただきました、結果はハンカチや
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タオル、一体効果があるのかといったことに対して、ここです。有毒ガスの除去は期待で

きない。それはそうですよね。何のフィルター機能もありませんから。そもそも私が小さ

い頃は濡らしたハンカチをっていわれましたが、濡らしちゃ駄目なんです。ご存じのとお

り濡らすと息苦しくなるんです。寝ている人に濡れたハンカチを落とすとどうなるかとい

うと、亡くなっちゃいますよね。というように苦しくて呼吸の限界を超えるので、やっぱ

り離しちゃうんですよ、濡らしちゃうと。なので濡らしてはならないということも結果で

分かりました。今まで教えてきたこととそれから科学の知見、どれほどかけ離れているの

か、ということです。確かに全て意味ないということではありません。ハンカチやタオル

を、こういった効果があるわけです。でも一番恐ろしい有毒ガスについては、効果を期待

できないということがあるわけですから、そういった意味でこれをやはり学校現場にも反

映していかなくてはならないというふうに思うわけです。それから、私が物も進化してい

かなければならないといったときに、どうして消火器があの形なんだろう、運用方法なん

だろうって思うんです。日本は少子高齢化になっております。で、私がピークになると思

うんですけれども、高齢者の数が一番多い年になるんじゃないかと思うんですけども、例

えば 6畳 8畳の部屋で発火した場合に、天井に達してしまうと 2分から 5分くらいでフラ

ッシュオーバーになるんですよ。部屋中が炎に包まれるんです。わずか数分ですよ、2 分

ぐらい。例えば私が高齢になって初期消火しなくちゃってことで一生懸命やるんですけれ

ども、慌てちゃってピン、ホース、レバーなんてこう、どれだったっけな、なんて言いな

がらやったときには、もう既に天井に達していた、あらやだ天井に達しちゃったわ、あら

逃げましょうなんて言ったときに、本当に 2分で逃げ切れるんだろうかって思うんです。

で、今の消火器、ピン、ホース、レバーって使い方を知らないとまず使えないんです。日

本人はとっても実直ですから、物に対して人間がそれを使えるようにしろっていうことな

んですけど、普段はいいかもしれませんが、災害時ですよ、災害時はピン、ホース、レバ

ーって使い方が分からない人でも、使えるようなものでなくてはならないって本来私は思

うんです。3 歳の子どもができるとか、それからいったん覚えたんだけど忘れちゃったな

んていう人もいるかもしれない。そもそもそれを触ったことがない外国の人もいるかもし

れない。そういった人たち全員がいざっていったときに学ばないと使えないものじゃなく、

見た瞬間に使えるものではないと意味ないんじゃないか、それが私の考えなんですけれど

も。携帯電話とか、消防以外のものは大抵使う人のニーズによってどんどん進化していき

ます。進化の過程、携帯電話は特に速いですよね。ところが消防に関しては、なかなかそ

こら辺が進化しなくて、自分が学べ、みんなが学べ、これを使えるようにしろっていうこ

とです。でも今の技術だったら、あのホースもぐにゃぐにゃしないで、もっと自立型で、

あとはよろしくねってポチッとボタンを押したら、初期消火をしながらも、もうすぐ避難

できるような、つまり初期消火と避難の両立。これが高齢者だけでなくて、高齢者等の福

祉施設もそうです、夜間時グループ訪問です、とにかく職員が少ない、火災が起きちゃっ

たといったときに、1 人でも多くの手を遊動にするためには、そのように自動消火、スプ
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リンクラーも付けてもらうのも当たり前なんですが、パンって投げて初期消火したってい

って、それで避難誘導させられるような幼稚園、保育園もそうですけど、そういうような

ものをどうしてもっと開発できないのかなって、思うんです。で、これは世界の基準だか

らっていうのは分かっているんですが、わが国が世界基準を作るような意識で、これがわ

が国のスタンダードだっていうことで、消火器もどんどんどんどん進化させて、いろんな

人があまねく使いやすいようにしていく必要があろうかと思いますが、大抵の場合、これ

は規格だからこうなってます、法律だから、ってがんじがらめにして使う人のニーズって

いうところをどうしても押さえられてしまうっていう現状があるような気が致します。 

 ということで終始、とにかく今の防災で、教育もしかり物もしかり、まだまだ時代に見

合ってない、これからの、先を見据えた防災ってどうあるべきなのかっていうことも含め

て私が日頃思っていることを話をさせていただきました。皆さまのその今学ばれているこ

とであったり、業務上のことで少しでもきょうの話が役に立つところがあれば非常に光栄

だと思っております。長い間ご聴講いただきまして誠にありがとうございました。 

 

＜質疑応答＞ 

Ａ： 今日は貴重なお話ありがとうございました。避難するより耐震構造の建物内にとど

まったほうが、廊下等で被害を受けるかもしれないというのがあったと思うのですが、地

震の際の火災っていうのも懸念されると思うのですが、先ほどの煙のほうがやはり炎より

怖くなっている、というのがありますので、避難に遅れたから煙が襲ってくるっていう状

況も考えうると思うんですが、そういった点に関しては、どう考えられますでしょうか。

お願いします。 

 

＜国崎氏＞ 私は今で教わっている、指導していることも含めて全て訓練含めて、無駄で

はないと思います。避難訓練はやはり必要です。ただそれだけではという偏りの部分です、

なので避難することありきの訓練ではなくて、避難しなくてもいい状況もあるかもしれな

い、だとしたら今回は避難しないで、その安全だと思う空間にとどまるというような、そ

ういった訓練もしておくことが必要だと思いますね。なので机の下にもぐれっていうのが

悪いことでことではなくて、もぐれる場合ともぐれない場合がそれぞれあるだろうと。そ

れが学校という枠を超えて、社会に変わったときにも同じなんですが、どちらにも対応で

きるように、教育の中では机の下にもぐれっていう一辺倒ではなくて避難しろっていう訓

練だけではなくて、先ほどの火災でハンカチも否定するものではありません。ただ、例え

ば学校で耐火構造です、しかも報知器もしっかりとあっていたという場合には、この火災

報知機が鳴った時点で、ハンカチを気にさせるよりも、むしろ思いっきり走って外に出た

ほうが、園庭、校庭に出たほうが救える子ども多いと思うんです。ところが例えば「ハン

カチ、ハンカチ」って言っていると、わざわざハンカチを取りに行くような子どももいる

かもしれないんです。ハンカチがないと、とかって。なのでそういう意味ではそこまでハ
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ンカチを意識させる必要があるのかって思うんです。持ち物検査やりました、ハンカチ持

っている？なんて意識させる、そんな必要があるのかなって思うんです。つまり、ハンカ

チがあっていい場合と、それからとにかく一刻も早く外に出す、ハンカチを気にさせるよ

りも、とにかく一刻も早く外に出すんだなんていう訓練もやっておくとか、そういった意

識、捉え方っていうのが大事なことかなと思っております。 

 

Ｂ：ちょっと今の話とも関係するんですが、先ほどの先生のお話で教育長に防災、防炎マ

スクであったりとか防災頭巾だったりとかで、教育長に行くと学校長の判断だとか、PTA

が立っていたとかって話で、私も子どもが生まれて、その辺今までは先生がおっしゃられ

た内容よりはましだという感覚で、今、大人になった今そう思っていた自分は恥ずかしい

なと思ったんですけど、こと、子どもになってくると、例えばそれが費用的な面でのハー

ドルであれば、そんなに PTAがお金出せば何とかなるっていう話であれば、出していただ

けるご家庭もいっぱいあるのかなと。その最終的なハードルはどこが一番高いのかなとい

うところをもし何かあれば教えていただけないでしょうか。 

 

＜国崎氏＞ 学校が問題とするのは、扱いの部分なんです。なのでヘルメットを置く場所

がない、というようなことを言っておられます。それにそもそもその置く場所の前に、自

分たちの所だけでやるのが嫌で、どこかがやってくれたらうちもやるのにっていうような

感覚で、新しいものにちょっと、新しいものに対応するっていうことに対して苦手意識が

そもそも環境としてあるような気が致しますが。ところが、防災頭巾は大抵の場合、保護

者が買うんですよ。入園の準備品、入学の準備品で、お稽古箱と一緒に、お道具箱と一緒

に組み込まれていくらですよ、なんて言われていて。それに気付いた保護者が、私たちが

買うんだから私たちが選んでいいんじゃないかっていうことで学校のほうに言っていただ

いて、ヘルメットを導入していったという例があります。なのでそういう意味では保護者

がしっかりと伝えていく、っていうことも必要なことかと思います。 

 

Ｃ：本日は地震をメインに話をいただけたんですけども、最近はゲリラ豪雨の水害とかと

ても多くなってきていると思うんですけども、何か科学的な根拠といいますか、最近増え

ている水害っていうものに一番有効な対策ですかね、家庭でできる、そういったものが何

かあれば教えていただければと思います。 

 

＜国崎氏＞ 雨や風で多くの方は死なないと思ってらっしゃるんです。その感覚よりもむ

しろ、身近に起きる現象ですよね、雨や風。なのでいつもより強烈な風とか、いつもより

降りが激しいねっていうことで、ここからが災害なんだよ、強い風でもない強い雨でもな

くてここからが災害なんだていう基準っていうのをしっかりと持つことが大事だと思うん

です。そこには例えば気象庁が出しているように、猛烈な雨とか何ミリ以上とか、出して
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いるわけなんですけれども、この数値を気象情報で聞いたときに、これは災害になるなっ

ていうふうに持てる感覚？それも教育からなのかもしれませんが、大事なことかもと思い

ますし、またハード面におきましては、例えば都内、下水の処理機能が今までは時間雨量

が 50ミリで整備されていた、今それを 70ミリにしようということで一生懸命動いてらっ

しゃいますけれども、でも 100ミリを超える雨が今珍しくなくなってきて、そういったハ

ード面の整備を見てみれば時間雨量 50ミリで整備されていて今 70～80っていったら冠水

するよねっていうイメージを持ってもらうとか。そういう自分自身が災害情報が入ってこ

なかったとしても、今起きている現象から、これが避難すべきなのか、もちろん垂直非難

っていうのも含めて対処すべきなのかどうかっていうことを判断できるようにしていかな

くてはならないって思っています。 

 

Ｄ：今日のお話を聞いていて本当、なるほどなと思う部分があって、強く印象受けたのが

やはり自助という言葉が、先生が否定された、否定っていう言葉がおかしいかもしれませ

んけども、考え方としても自助じゃなくて自己防衛とかそういう自分で身を守るという個

人のあり方っていうのが今後求められるのかなっていうふうに思ったしだいです。ですが、

なかなかそこを高めることの難しさっていうのもあるかと思うんですけども、むしろ何か

こう、自分だけは大丈夫とか、今までにないことを、こうなかなか認めたくないっていう

今のお話もこう関係するかと思うんですけども、そこを高める何かアイデアとか、ご意見

があればお聞かせいただきたいと思うんですけども。 

 

＜国崎氏＞ 私は防災が、はやりすたりであってはならないと思うんです。阪神淡路があ

って防災意識が高まってまた低下して、新潟中越があって高まってまたって。今回の東日

本大震災であれほど意識高くなったのに、3 年半たってまたしゅーんってこうなっている

とか。そんな愚かなことを繰り返している場合じゃなくて、わが国はそういった自然災害

が、噴火とか多いですし地震も、とにかく自然災害が多い国なんですから、いかに生活に

根付かすかっていうことが大事なんだと思うんです。例えばこういった防災セミナーがあ

ったとしても関心のある人しか来ませんし、スーパーで防災コーナーやっても関心のある

人しか買わないしっていうことですから、そうではなくて例えばそういった防災の知識を

学べる機会というものを国をあげて創出するべきだと思うんです、自治体をあげて。例え

ば子どもが生まれました母子手帳をもらいますっていったときに、子どもを安全な環境で

迎えるためにってこの冊子を読んでおいてくださいとか。お子さんが生まれました、1 歳

児半健診のときに一緒に待ち時間の間、10分の間に防災セミナーやりましょうとか、って

いうようにさまざまな機会で、そういった防災の知識を持ってもらえるような社会的な機

会の創出をいろんな各省庁、各自治体の担当課が意識をして、たとえ情報が少なくてもい

ろんなところで刷り込んでいくっていうようなことがあれば、はやりすたりではなく、生

活に根付かせていくことができるんじゃないかなっていうふうにも思っております。 
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Ｅ：都圏の食糧事情についてお話しいただきまして、もし起きたら、とても大変なことだ

なというふうに想像がつくんですけども、東京都では帰宅困難者対策って、3 日間は都内

にいるようにという指導を受けております。で、企業も 3日間はそんなようにしています。

で、3 日間以降がどうなるかというと、混乱をきたすんではないかなというふうに思うこ

と。それと、そのときの先生のお考えで、今後の想像されること、その先のことを教えて

いただければいただきたいこと、あと避難所に避難をしないで、自宅で避難をするという

ことを推奨されていますが、救難避難物資とかっていうのは、全て避難所にまず最初にい

きますので、自宅に避難している人がまず一番苦労することになると。で、阪神淡路に時

に私も避難所に行きましたけども、避難所が豊かな生活を送ることになって、で、指定さ

れていない避難所に自主的に避難されている人たちっていうのは、自分たちで木材とか食

料を集めてきて炊き出しを行うっていう格差ができますので、その辺のことについてお話

しいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。  

 

＜国崎氏＞ 食べ物に関しましては、各家庭である一定量備えていただければ、例えば東

京都で備蓄されているものも優先的に一時滞在者、勤務者、通学者も含めて、優先的に与

えることができると思うんですが、そこに住んでる方々も用意してないから、頂戴ってこ

とになりますと、やはり絶対的に足りなくなる。だからこそ基本的には家で十分な備蓄を

しておくことが大事なことなんだと思うんです。同じように阪神淡路大震災では、外に人、

中の人、ということで、外の人の分までなぜ用意しなくちゃならないんだっていうことが

ありました。確かに、家で在宅、在留していれば外からの支援物資は受け取りにくいとい

うことがあろうかと思います。なので私はそれを踏まえた上で、取りに行けませんよ、で

も自分とこで備えておけばいいじゃない、っていうのが私の考えです。どうしてもらいに

いくっていうスタンスなんだろうか、自分の食べるものぐらい自分で用意しておくってい

うスタンスで、もらいに行くではなく自分で用意をする。その中で不公平感って皆さん感

じるようなんです、とはいえ。あっちは何も用意しなくても、いろんなものがあって、お

いしそうなもの食べている、っていうようなことがあろうかと思いますが、ただ私もこれ

までの被災地で、いろんな被災地支援をしてきた中で、意地でも避難所生活をしたくない、

生活しないぞっていう意識を持っているわけです。体育館の中での強姦だとか、そういう

わいせつ、それから窃盗、人間関係のトラブル、こういった中で自分を殺して生きている

わけです。寒い暑いも言えず。こういった中で、私は親としてこの空間の中に子どもを置

いて生活させたくないって心から思いました。特に体が傷つく犯罪に関しては、強姦含め

て、かなり重大な問題でもありますので、その意味では自分自身を守るためにも、家族を

守るためにも、やはり自宅滞留を勧めて、買い物ぐらいで行きたい、行きたくないってい

う基準にならないようにしたいと思います。 

 

                                      (了) 
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＜第 5回 防災連続セミナー＞ 

「総合的な安全安心サービスの取組みと課題」   

 日時： 平成 26年 10月 15日 水曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 4階 研究会室 4A 

 講師： セコム株式会社常務執行役員 ,ＩＳ研究所所長 小松崎常夫氏 

 参加人数：32 名 

＜小松崎氏＞ 

 セコムについては名前は、多分もう皆さんに知っていただく感じにはなってきたんでは

ないかなあというふうに思うんですが、実はセコムには社員が 5万人ほどいるんですが、

自分の会社が一体全体としてどんなことをやっているかってことを知っている社員はそう

多くないんです。きょう実は皆さん方にお配りした資料というのは、そういうことがある

んで、20年程前からグループの全社員に年に 1回配っている紙なんです。ですからこれパ

ンフレットでもなんでもなくて、社内の教育用っていうと変なんですけども、社内の認知

を理解を年に 1回ちゃんとアップデートしようということで配っている紙でございます。

ただこれ大変全体を把握するのには便利なんで、きょうは社内資料なんですけども、皆さ

まにご覧いただこうというふうに思います。きょうはこれの説明だけでも 3時間ぐらいか

かりますから、きょうしません。ですからざざっとまずこんな感じなんだなと雰囲気をつ

かんでいただければいいのかなあというふうに思っています。 

 あときょう私の立場なんですけれども、実は武田さんから先月ですかね、こういうこと

があるんだけどやってくんないかってこういうお誘いをいただいたときに。 

 

 

＜小松崎氏＞ ちょっと迷ったんです。なぜ迷ったかというと、まず武田さんは僕が尊敬

するお仲間の 1人なんですけども、こういう非常にすぐれた組織で、いろいろ研究されて

いるってことは事前に知っておりました。それからここで学んでらっしゃるかたがたがど

ういう感じの方かってこともざっと聞いておりました。ですからそういう場で、われわれ



【資料３－３－２⑤】 

99 
 

民間会社の人間がお話しすることって一体なんなのかな、どういうことをお話ししたら、

少しでも役に立っていただけるであろうかとちょっと迷いました。ただそういうことを率

直に申し上げたら「それでもいいからやれ」とこういうお話だったんですね。きょうはや

らしていただきますので、皆さん温かい目と温かい気持ちで僕を見守っていただかないと、

僕は折れちゃいますんでよろしくお願いします。 

 きょう私はどういうことでお話ししようかなと思ったんですが、防災ですとかさまざま

広過ぎるんです。ですからそこに対して語る立場ではございませんので。いろんなご専門

の方がいらっしゃる。それから前回 9月 29日でしたかこの部屋のセミナーの多少参加させ

ていただいて、各県あるいは海上保安庁ですとか、消防ですとか、もう既にそういうとこ

ろで幹部で活躍させている方が、今ここで学んでいらっしゃる。いうことを考えると、そ

ういう立場にいらっしゃる方にこういう便利な道具があるんですよ。こういうふうなもの

を使えば、防災活動に非常に有効じゃないでしょうか。とこんなようなことを知っていた

だければ、それはそれで価値があるんじゃないかなとこのように思いまして、知っておい

てほしい技術サービス、こういうテーマできょうは少しお話をさせていただきたいと思い

ます。 私たちの会社 1962 年東京オリンピックの 2年前に創業致しまして、これたまたま

なんですが、幸いなことに翌年 1963年に東京オリンピック選手村を受託できたいんです。

それで、今はもう警備会社っていうのはあって当たり前になっているんですが、当時はあ

りませんでした。従って警備というのは警察がやること、あるいは自衛隊がやることとい

う常識の中で、株式会社が警備をするっていうのはとっても違和感があったんです。です

から認知もされてなかったし、注目もされていなかった。ところが創業の翌年の 1963 年に、

全員が注目している東京オリンピックの選手村を、民間警備会社が受託したというちょっ

としたニュースになりまして、そこで生まれて 1年後に認知をされたとこんな感じなんで

す。 

 それで大体 50 年ちょっとたちまして、今現在ここに書いてございますようにグループ会

社が 200、社員が 5万 3000人ほど、売り上げ 8000ちょっと、連結で 1200ぐらいの利益が

出ています。それからグループ全体のセキュリティーのお客さまが中心になんですけども、

大体 250、60万件のご契約をいただいているとこんな規模でやっております。 

 それでどんなことやっているかというのは、きょうお手元に詳しく書いてあるですが、

ざっと申し上げますと、時計の 12 時からいきますと、セキュリティー、メディカル、保険、

不動産、地理情報、防災、情報通信、全部で八つの 8個のサービスをやっておるんですが、

ちょっと補足しますと、不動産ここは不動産業ということではなくて、マンションを造っ

ているんです。売ってもいます。ですから私たちが造ると、マンションもこんなに安全で

快適になる、という見本のような形でやっております。ですからここは不動産というより

も、ハウジングというふうに呼び変えたほうがいいのかなあと思っております。で、八つ

やっているんですがなかなかとらえどころがない、つかみどころがないとよく言われるん

ですが。 
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 私は実は 1978 年に会社に入ったんですが、早稲田の理工学部で電子通信学科というとこ

を卒業しました。卒業よくしたなっと、よく中退しなかったなあと、いまだにこの時期に

ある同窓会の仲間から言われるぐらい、実はあまり勉強をせずにクラブ活動を一生懸命や

ったり、あんまりやってなかったんです。それが幸いして一流メーカーには就職できずに、

当時ちっとも有名ではなかったセコムに私の研究室の教授の紹介で、創業者飯田亮という

んですが、就職口が決まんない中で、もやもやしているときに先生が「じゃあ、おまえ警

備会社だったら紹介してやってもいいぞ」と、僕はもうわらをもつかむ気持ちだったので、

どこでもいいんで紹介してくださいと。 

 余談ですけども、そのときは僕はもう後輩と結婚するつもりでいましたんで、何とか食

いぶちを稼がなきゃいけないと、だったらガードマンでもなんでも構わないから、とにか

く世帯を持つために、どっかに職を得なきゃいけないという破れかぶれな気持ちだったん

で、渡りに船でうちの飯田に会いに行ったんです。そしたら今でもその日のことは忘れな

いんですけど、ちょうど今から 77年ですから 37年前ですか、ちょうど今の時期でした。

それで恐れ多くも僕が事前の調査を何もせずに、飛び込みみたいな感じで行ったんです。 

 当時うちの飯田は代表取締役会長という立場で、会長と言っても今風に言うなら CEOの

ような会長で、実際に全部をハンドリングしていたわけです。入るなりに「よっ、よく来

たなおまえ」と言われまして、そこで一遍に肩の力が抜けて、で、当時は僕はその価値は

全然理解できなかったんですが、1 時間、とんでもなく忙しい人なんですけど 1 時間じっ

くりと話を聞かせてもらいまして、それでそのときに実は 37年前に、もうこういう構想を

持っていたんです。で、「うちの会社というのは今警備しかやってないけども、いずれ情報

通信技術を駆使して、こういうなんでもとにかく困ったら頼りになる会社をつくろうと思

ってんだと、おまえも一緒にやらないか」というふうなことで、その場で人事部長を会長

が呼んでこいつ入れるから、そんな感じでセコムに勢いで入っちゃったんです。 

 ところがそのときに飯田から聞いた話っていうのは、まさにこういうふうなプランでし

て、一番下に書いてございますけども一言で言うと、困ったときに頼りになる会社、頼り

にされる会社にするんだと。これがもう 40年前から変わらないわが社の理念なんです。困

ったときに何だって頼りになるような、そういう会社にしようじゃないかと。 

 で、当時警備しかやっていませんでした。その後僕が直接担当したんですが、約 30年ぐ

らい前に医療事業に進出しまして、それからこれに書いてございます防災は、もう私が入

ったときには着手しておりました。あとはこん中で当時やっていたのはセキュリティーと、

防災ですかね。でその後残りの六つは、その後に始めた事業です。 

 ただちょっと自慢しますけども、この設計図は 40年前にできていました。で、その設計

図に基づいて、着実にきょうまでやってきたっていうのが、僕は自慢できるとこなんです。

なんとなく警備で一山当てたんで、そのもうかった金でなんかやろうか、という新事業の

取り組みではなくて、こういうことをやるために利益も上げ、その利益をさらに再投資し、

で、どんどんいろんな物に投資して、今に至っているっていうのが私はとっても、私のこ
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とではないですけど、うちの創業者はなかなか立派な男だなあと。幸いなことに今 81です

けども、今でも元気で「おまえら将来のこと真面目に考えているか」と、こういった叱咤

を受けながらやっております。 

 この八つ、一個一個はきょうお手元の紙に書いてございますが、ちょっと参考に言いま

すと、メディカルの分野は、きょうは行政関係の方もいらっしゃいますけども、ちょっと

授業みたいな感じになるんでざっくばらんに言うと、セコムの病院が 20あるんです。ただ

形態は形式は、厚生労働大臣が認可しないと病院ができません今。法律で決められている

わけではなくて、民間立病院っていうのは、最終的に厚生労働大臣が認可しなきゃいけな

いです。実質的に民間の病院が今新設はございません。 

 ただ運営ですとか、何とかをうちのメンバーが全部やっているような、提携病院ってい

う形でやっているのが 20ございまして約。それでそのうちの一つは、インドのバンガロー

ルに今年オープンした病院がございます。それで病床の数で言うと約 6000で、それを一つ

の医療グループと見ると、日赤さんが一番大きいでしょうけども、日本で 5、6番目ぐらい

の規模の医療グループであるというふうなことを言っておりました。 

 今申し上げたようなことを、これ僕らの非常にキーワードなんですけども、事業を何の

ためにやっているのか、というとこなんですが、これは私たちこの歳になっても、いまだ

に大事にしている考え方でございまして、社会に対する強い思いこれが私たちの一番の動

力源であると、エネルギーな。 

 それでこれからの未来については、じゃあどういう分野でやってこうかということを 2

年前、これちょうど創立 50周年だったんです。その 50周年を記して、未来の戦略という

のをもう 1回セットアップし直したわけなんですが、ちょっと色を変えております。セキ

ュリティーと超高齢社会そして災害、この三つを今後未来に向かって進んでいく上での最

重要分野、というふうに定めて今 3年目を迎えたとこです。 

 で、きょう主題はこの災害、防災なわけなんですけども、セコムの災害分野のフォーメ

ーション、今現在どんなことやっているのかということなんですが、まず全体として、ほ

とんどのものが防災に関わっている、逆に言いますと今見ていただいた、これですね。困

ったときはセコムと、困ったときに頼りにと言いましたけども、考えたわけです。どんな

ことをやっとけば、困ったときに幅広く頼りにされる会社になるであろうと。そうすると

やっぱり病気のこと、それからお金のこととか、これ全部皆さんの日常生活に当てはめて

いただくと、こんなことが割りともめ事とか、困り事の発生要因だなあと。逆に言うなら

ば、そこに対してきちんとしたサービスを提供すれば、困り事がどんどん減っていくぞと、

こういう組み立てでございます。 

 ですから災害というのは、外せない分野でございまして、従ってこういういろんなサー

ビスを融合させて、災害のときにうちのお客さまが困らないようにしてこうじゃないか、

とこういう考え方でございますから、当然いろんなサービスが連携していて当たり前なん

です。 
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 例えば、セキュリティー分野ってことで考えますと、各都道府県に情報の集積基地がご

ざいます。当然ながらここに 24時間人がいて、全てのお客さまの情報が集まってきている。

参考に申し上げておきますと、今セキュリティー契約で付いているセンサーの総数は、7000

万ぐらいあると思います。7000万個ぐらいのセンサーがうちのお客さまの所に付いていて、

これが 24時間休みなくコンピューターネットワークを通じて、セコムのセンターに集まっ

てくると。ですから今でいうところのセンサーネットワークとか、それをそういうことを

意識せずに長年かけて作ってきている、実際にそういうものが動いている、とこういうふ

うにご理解ください。 

 それから緊急発信拠点、これが警備令法っていうのがございまして、警備令法の定めに

従った基準で言うと 2830カ所なんです。でこれ以外にグループの拠点が 1000 カ所ござい

ます。それ以外にセコムグループの事業拠点が 1000カ所ある。ですからこういう人がいる

所は大体 4000カ所ぐらいある、とこんな感じで捉えていただけるとありがたいです。 

 これ 4000 っていうのは規模感つかめますか。コンビニが大体 6万ぐらいですよね、それ

から銀行はどれぐらいあるのかなあというと、各銀行さんで、メガバンクさんで大体 1000

とかそんな感じですよね。ですから大体メガバンク全部集めた拠点と、ほぼ同じぐらいの

拠点があるんじゃないかと、こんな感じだと思います。 

 でそれからその中で特に火災に限れば、7000 万のセンサーのうちのあるポーションは、

火災系を見ております。煙感知器ですとか、炎感知器ですとか、あるいは熱感知器ですと

か、そういう防災系のセンサーがたくさんございます。で、それでお客さまが 260万くら

い。 

 

＜小松崎氏＞ これは今だと当たり前になりましたけども、GPS と携帯電話を融合したよ

うな装置で、これが日本でこのサービス始めたのがうちが初めてなんですが、2000 年から

やっています。これは今ですと、一番これが役に立っているケースてのは認知症のお年寄

り。やっぱり私の所も家内の母親が、認知症にかかって時々さまよっているんですが、や

はりこういうものがありますと、今どこを歩いているとか、お助けしたケースで一番多い

のはそのお年寄りのケースです。 

 その他には皆さんご承知かもしれませんが、例えば郊外のスーパーマーケットに ATM置

いてありますよね、あれを建設機械でごそっと根こそぎ持ってくっていうふうな事件が、

一時期出ておりました。そういう場合には、そこの中にこれが仕掛けられていて、もし仮

に持ってかれたときには、今どこを逃走中っていうふうなことで、連続 ATM窃盗犯を逮捕

に至ったようなケースがございました。これはとってもドラマチックで、やられちゃった

んです。その後この装置で追跡をして、警察と三者間でやりとりをして、兵庫県のある高

速インターチェンジで犯人を拘束しまして、7名のうち 2人が逃げたんですけども、5名は

その場で逮捕されて、もちろんお金が無事、その逃げた 2人もその後に逮捕されている。

とこういうふうなドラマチックなことも、たまーにですけどございます。 
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 あとはこれ以外と大事なんですが、何か機会に不具合があったときに、それを自主点検

する体制っていうのは欠かせません。で、防災に対しても非常に大事なんですが、こうい

うふうな能力も全国をカバーする形で持っております。 

 あと後ほど詳しくご説明しますが、地理情報これはパスコという地図屋さんなんですが、

ここが一番の中心になります。もしかしたら、きょういらっしゃる中の方も、パスコとの

縁がお有りの方もいらっしゃるかもしれませんが。 

 私事ですけど 1999年にパスコをセコムは買収しました。セコムグループに入りました。

買収した直後に僕は常務でここに出向しましてパスコに、で、今、例えば衛星が、自分の

もんじゃないですけど契約衛星が 17機、いつでも使える状態になっている。それから航空

機 46機あります。そこに搭載するカメラのたぐいが 49台、地上計測する車が 32台ござい

ます。さまざまなハザードマップ BCPの支援ですとか、航空写真、衛星写真これで行政の

お手伝いをさせていただいています。 

 あとは、いわゆる情報通信企業さんと違うのは、私たちは割りと古めにやっています。

僕はこれ立ち上げには関与しているんですが、コンピューターがまだオンラインされてな

い時代、あれお分かりになりますか、今こんなものが当たり前ですよね。武田家で PCが普

通に入り始めたのは、まだ 20年たっているか、たってないかぐらいじゃないでしょうか。  

 僕は若手社員のときに 30ぐらいのときに、僕は大好きなんですこういうの今でも。です

から新しいもんがあると、買わずにはいられない体でございます。これ分かります、これ

もこうやるとページがめくれる、とっても便利な装置なんです。こういうのが出たらもう

買わなきゃいられない体なんで。で、従って僕は歩くコンピューターの歴史みたいな感じ

で、いつどんなような機械が、世の中で使われていたのかなっていうのは大体覚えていま

す。 

 それでいきますと僕が新入社員の 30数年前には、PCの Pの字もなかったです。1部メガ

バンクさんですとか、あるいは JRさん、大手の交通機関ここが大型コンピューターが入っ

ていて、とんでもないお金を掛けてオンラインしていました。ちょうど僕はその頃に ICCC

という、IEEE じゃなくって ICCC というのがありまして、International Conference on 

Computer Communicationでこれで京都の国際会議場でその国際会議がございまして、教授

の代理でそこに参加したんですが、どういうテーマだったかっていうと、デジタルの情報

をどういうふうにパケットにしたら送りやすいとか、これが伝送ミスがないようにするた

めにどういうふうにトークンっていうのを設定したらいいとか、今から思うとうそみたい

な話が主題で、教科書に載っているような偉い先生たちがたくさんそこにいたんです。そ

れが昔っていえば昔なんですけど、30数年前の出来事なんです。 

 そんな状態から今ここになっているんで、僕たちはややもすると当たり前のようにそれ

を感じちゃうんですが、違いますね。で、僕らは割りと、セコムは割りと早くからコンピ

ューターを使ってきたんで、やばいぞとコンピューターくらい危ないものはないぞってい

う感覚も一方で持っています。今どきこんなこと語る必要はないんですが、当時結構大変
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だったんです。 

 これも災害の一つだと僕は思っているんですが、例えば、1000万枚の伝票の中身を変え

るのは大変ですよね、もし人間がこのインク消しかなんかでやって、こんなばからしいこ

とできない。ところが今 1000万件のデータを、一瞬に書き換えることなんてのは、わけな

くできますね。そうすると何かいいことをやるときの手間がなくなるってことは、実は悪

いやつが悪いことやる手間もなくなるんです。ですからどんどん便利になってくるってこ

とは、裏から見ると危険も増してくるんだということが、当時から僕たちは懸念していま

した。 

 従ってコンピューターセキュリティーってのは、約 30年前ぐらいに手を付けまして、今

現在は国内最大級のデータセンター延べ床面積で言うと 24万平方メートル、これが日本に

あるデータセンターとして一番大きいデータセンターです。ただデータセンターって持っ

ていますよとか、ここありますよとか自慢する話じゃなくて、できる限り秘密にしておか

ないきゃいけないたぐいなんで、このことについては、ほとんどの方が当然ながらご存じ

ないです。きょうみたいなときしか申し上げてないんで。従ってどこにあるかとか、そう

いうことも極秘でございます。 

 あとはこういう器がちゃんとしていても駄目なんで、100人を超える 24時間体制のこう

いう部隊がおります。で、それからこの電子データ‐を保管するサービスですとか、安否

確認のサービスですとか、さまざま今までやってきております。で、安否確認については

会社の数で言うと約5000社、それを実際ご利用いただいている方の人数で言うと430万人、

相当数がもう既に安否確認サービスはご利用いただいております。 

 その他に防災っていうか、これ主として火災に関係する防災なんですが、能美防災とい

う会社と、ニッタンという会社、これは防災の分野では能美が 1位、ニッタンが 3位、で

すからこれ合わせると大体シェアが 5割近くいくんでしょうか、これも今セコムの子会社

になっておりまして。 

 参考なんですけど、僕は武田さんと初めてお会いした頃は、実は能美防災に出向してお

りまして、防災事業というのをしていました。ですから当時自治省にいらっしゃった武田

さんのお話っていうのは、非常に勉強になりまして、僕が忘れもしない、奥尻島の大きな

津波がございましたね、200 数十名の方がお亡くなりになった。あのケースのときは武田

さんは確か僕の記憶だと、総理大臣と同じヘリコプターに乗って奥尻島に行って、防災対

策のさまざまなコントロールをされたと、その話は今でも鮮明に覚えておりまして、確か

1週間で睡眠時間が、数えられるぐらいだったとおっしゃっていましたよね、3時間とか 4

時間とか。ですから武田さんは、今こちらで教職の立場にいらっしゃいますが、僕は実務

経験豊富で、そういう悲惨な事案ですとか、さまざまな防災案件を実際に国の立場で、さ

まざまやってらっしゃった実務の経験もお持ちなんで、大変いい研究もされているんじゃ

ないかなと思っています。 

 次です、それであとは少し細かいことなんですけど、この間 2月に雪が降ったときに、
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私の家も近所も、駐車場のポーチがだいぶやられたんです。ああいうような災害があった

ときに物が壊れて、じゃあ次にくるのはやっぱ経済的な負担っていうこともなりますので、

私たちは損保会社も持っておりまして、ここで地震保険ですとか、そういうたぐいのこと

も扱っております。 

 ですから実際に 24 時間いつでも人が動ける体制、それからコンピューターに関する対策、

それと空からいろんな物を分析する能力、あとは実際に火事から人を守るとかそういうフ

ィジカルサービス、それから金銭的な面、こんなようなことを全部複合して災害対策に少

しでも役に立とうと。 

 ちなみにメディカル分野については、大体大災害があったときには、セコムの DPAT を組

織をして、ドクターとナースの集団を、例えば必要であればヘリで送り込んだり、あるい

は陸路で送り込んだりと。阪神淡路大震災のときも僕は現地にヘリで入りましたが、医療

チームが芦屋のホームセキュリティーを売る店があるんですが、そこの営業をやめて、そ

こを医療拠点にして、で、来られる方のケアですとか、あるいは近くの避難所、これを巡

回して回るようなことも当時からやっております。当然 3年前の震災のときにも、私たち

は医療チームを派遣しております。で、どんなことがこれから大事になっていくのかなあ

ってことなんですが、さまざまな災害ございますが、われわれの考えではどうやって人命

を守るか、とこれが一番大事ですね。 

 それから、私たちは個人だけではなくて、法人も相手にしてますんで、BCP という観点

が必要です。事業継続に向けた迅速な対応、避難や救助するための情報、この情報がやっ

ぱり何より最初大事です。それからどうしたらいいかというノウハウ、ここらへんをサー

ビスにまとめ上げております。 

 情報収集に関して、今情報は何よりも大事というふうなことを申し上げましたが、例え

ば、私は今研究所の所長やっておりますけども、ちょっと前まで日韓ワールドカップの開

催されたときには、ちょうど僕は埼玉県と栃木県を合わせた、西関東本部という組織がご

ざいましてそこの本部長やっていました。ですから日韓ワールドカップの警備は、私たち

も請け負っておりましたんで、とにかく警備の鉄則は、何もないようにと予防活動が一番

大事なんですが、なんかあったときには 1秒でも早くその異常をキャッチする、とこれ鉄

則ですね。それからもう一つは、その時点で可能な限り情報を整理して、その状況を理解

する、1 秒でも早くできる限り正確な情報を取る、とこの二つに集約されます。ですから

情報をどうするかという点については、僕たちは日常的に死活問題なんで、災害発生時避

難や、BCPの実現に必要になるのは正確で迅速な情報収集です。 

 ちょっとしたことで言うと SMS ですとか、今 Twitterだとか、ああいう断片的な情報も、

非常に幅広く取ると意味のある情報になります。ただこれは一歩間違うとノイズだけにな

るんで、その情報処理は相当ノウハウが要ると思います。今これを始めております。それ

からどんな情報が必要なんだろうかなあ、これは 52年間このたぐいをやってきて、僕らは

骨身にしみているんです。いざというときにどんな情報が必要なのか、優先順位はどうな
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のか、何は忘れ去ってもいいのか、これは頭で考える話ではございませんね。ですからき

ょうも日経新聞でタイムラインの話がございましたが、いざというときになんかできる人

ってそう多くありません。この中でも、この中の方は非常に比率高いと思うんです、ただ

駅に 1000 人いるとしたらいざというときにきちっと人を守れるような挙動が取れる人は、

僕は 10人はいないんじゃないかと思うんです。多分いて 1人ぐらいかなあ、それくらい稀

有な存在なんです。恐らく皆さんはその稀有な存在の中のお一人だし、そういう状況をコ

ントロールしなきゃいけないお立場に現在就いてらっしゃるし、これからも就かなきゃい

けない、そういう方だと思っていますが、どうするかと、これ大切ですすごく。 

 いつだって何が起こるか分かりませんよね。それからあの時にこうであればって言った

てしょうがないわけですから。この間の御嶽山の大惨事も、もしあれが夜中だったら恐ら

く死者が出ないで済んだろうな、ただ言ってもしょうがないですね。たまたま 11時 50何

分というお昼時で多くの方が山頂にいらっしゃって、ですから亡くなった方の人数っての

は、人間の時間で何時に起こったかというのはとても重要なんですが、僕らはそれ選べま

せん。ですからいつだって対応できるように、体制を組んどくことしかないと思うんです。

こういうどっから情報を集め、どんな情報が必要で、情報収集の体制をどうするんだと 24

時間体制で。 

 こんなようなことを合わせまして、昨年からリアルタイム災害情報サービスいうものを

始めました。もちろんそれ以前からその災害対策ってのはやっていたんですが、もうちょ

っと系統だって取り組もうじゃないかと、さらに未来に向かって、もうちょっといろんな

ことをシステマチックにやってこうということを決めて、昨年の 9月確かスタートしたと

思うんです。 

 もう 1個大事なことは、きょうは県から来てらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思

うんですが、普段のことが分かんないと、緊急時のことだけじゃ分かんないです。ですか

ら普段から情報をどうやって集めているのか、これとっても大事なことだと思います。 

 それから非常時、災害時これとこれが分かっていると、いろんな判断がつきやすくなり

ますし、いわゆる住民の方から見ると気の利いた対応がしやすくなるしと。この辺がとっ

ても大事じゃないかなと思います。 

 先ほど申し上げたように、データセンターを中核にしていろんな情報、今風に言うなら

ば独自のビックデータ解析システムを、今構築中でございます。 

 それから長年セキュリティーをやってきました。そのグループの中には能美防災がいた

り、パスコがいたりといわゆる防災に関して、プロとして携わってきた人間がたくさんお

ります。そういうセコムグループ独自の情報のようなもので、この情報の確度を高めてい

こうじゃないかと。 で、BCPの情報ですとか、避難情報ですとか、平常時も役立つ情報。 

 例えばこれ鎌倉で実際今ゼネコンさんと関わってやっているんですが、避難経路どうし

ようかということを、シミュレーターなんか使っているんです。これは皆さん鎌倉行かれ

たことがおありかどうか分かりませんが、もう坂だらけなんです。ですから階段ですとか、
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坂ですとか、もうそうじゃない所はあんまりないぐらいなんです。そうすると避難のとき

に平面の地図で見るとこうだといっても、実際にお年寄りはそこ避けて、見た目遠回りだ

けどこういうルートいうふうなことやっているんです。ですから私たちのチームは、今地

域住民の方と、行政とわれわれの企業が関わって、住民の方のご意見も聞きながら、何が

最適なんだろうと、最短が最適とは限りませんね。 

 それからちょっと長くても傾斜が弱いほうがいいと、そういうふうなエレベーション、

標高差とか、高さがこれがとっても重要だと、人間が実際に動くためには。そんなことで

こういう平常時も、従って普段買い物に行くときにどこ通ったら一番楽だとか、これは地

域住民の方は当然経験でやってらっしゃるんですが、実はこっちにもっといい道があるっ

てこともなくはないんですね。ですからそういう平常時も役に立つような情報にもなって

おります。 

 で、さまざまな情報を集めておるんですが、コンピューターってのは僕も専門だったで

すけど、コンピューターだけやってもしょうがないんです。ですからコンピューターに集

まってきた情報をどう使うかとか、そこにはしっかりとした人間のパワーがなきゃいけな

い、人間がいて、うまく使えればコンピューターはそんとき生きているんだと、これが僕

は真理だと思っています。 

 従ってこう集めた情報をうまくハンドリングする、プロフェッショナルの組織として、

セコム安心情報センターというのを昨年の 9月 10日に発足させました。ここに書いてござ

いますように、当然 24 時間体制でやっております。それから 1カ所に集めずに分散配置し

ております。それから人による判断、これは当たり前なんですがプロフェッショナルがこ

れ対応するんだと。 

 あとセコム独自の情報ということもここに書いてございますけども、なんとなくこれ分

かりにくいと思うんですが、実はこれはちょっと僕が言っていいのかどうか分かりません

が、セコムには 250万のお客さまがいらっしゃるんです。つまりここのセコムのコンピュ

ーターとつながっているノードが 250万あるってことなんです。お客さんのことノードな

んか言っちゃうと失礼なんですけど、情報から見ればノードですよね。で、そこには 7000

万近いセンサーが今でも付いております。ただこのセンサーは主として防犯用だったり、

というセンサーなんです。ところがここに加速度計が付いたらどうなるかなとか、雨量計

が付いたらどうなるかなあとか、風力が図れたらどうなるかなと、つまり 250万の拠点に

そういうセンサーが付いて、既に張ってあるコンピューターネットワークとつないだらど

んなことができるか、ちょっと想像していただければとんでもない情報が入ります。雨が

降っている境界線だって出てくるかもしれません。 

 ちょっとお客さまの密度なんですけど、例えば田園調布が日本中で一番密度高いんです。

数年前に調べましたら。予想通りだったなあと、ほとんどセコムのお客さんなんです。で

すから町中で家が建っていて、このほとんどにセコムのセンサーが付いていると、これが

最高密度なんです。それから地方に行くと多少ぱらぱらになりますが、都市部、特に人口
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密集地については、相当な密度でうちのお客さまいらっしゃいますので、これは自然災害

のセンサー拠点と考えたときには、とっても頼りになるネットワークができるであろうと

考えています。 

 先ほどちょっと触れましたが、今現在 430万人の方それから会社の数で 4900社、海外向

けにサービスも提供しております。どこの国が危ないとかどこの国でなんかあったという

ことを皆にフィードバックする。 

 もう 1個これは非常に大事なんで、本当はこれだけでもお話を終わらせなきゃいけない

ぐらい濃い内容なんですが、地理空間情報、これは地図と似て非なるものなんです。この

中で地理情報のご専門の方いらっしゃるかどうか分かりませんが、短縮した言葉で言うと

GIS という言葉をよく使います。もしかしたらお聞きになったことが、 Geographic 

Information Systemの略です GIS。それをやっているのが私たちのグループではパスコな

んですが、僕はパスコに 3年間いて、いろんな新しい技術のこの投入をしてきたんですが、

そもそも地図っていうのを考えたときに戦争目的で発達したんです。有名なシーボルトも

日本の地図を持ち出したなんてことで、大変な目にあっていると。 

 それから地理情報をうまく使っている、使わなきゃやっていけない最たるものが宅配便

の業者さんですとか、私たちセキュリティーの会社なんです。もちろん行政でいけば自衛

隊それから警察、消防その関係の方たちは、地図はなくてはならない大事な情報源だと思

うんですが、当たり前なんです。 

 もともと地図ってのは戦争で発達してきていると、戦争っていうと物騒なんですが、戦

争っていうのは、1 秒の遅れで人が死ぬかもしれないという、もっとも切迫したケースな

んです。ですから戦争のときに使ったテクノロジーっというのは、防災にはもちろん使え

るわけなんです。ですから僕たちは戦争をやるためではなくて、戦争に有効に使えたテク

ノロジーというのは素直に学ぼうとしている。それを防災にどう使うかというふうなこと

です。実に似ていますよね。相手がどっから来るか分かんない、そしたらそれを偵察しな

きゃいけない、予知しなきゃいけないと、攻撃されたらすぐに反撃しなきゃいけないとか、

間髪入れずにやんなきゃいけないという点で、防災を考えるときにこれはもう当たり前の

ように大事だと思います。 

 で、パスコっていう会社は実は源は軍事なんか書いて、これパスコに作ってもらったや

つなのですけど、これ本当かよっと、本当なんですね。太平洋戦争が終わってアメリカ軍

が進駐してきて、彼らがやったことの中の一つに、B29 に航空測量用のカメラを結んで日

本中を撮影しているんです。ですから統治するためには全体のことが分かってなきゃいけ

ないということで日本中の地図、航空写真撮りまくったわけなんです。それでサンフラン

シスコ講和条約の後に、日本がまた独立国家になったときに、そのカメラ機材だとか何と

か要らなくなったんです。それを払い下げを受けたんです。旧陸軍の陸自測量部門の OB

たちが設立をして、アメリカ占領軍の航空測量これの機械をいくらで受けたか分かりませ

んが、それで航空測量ってのが日本で始まったわけなんです。で、今でも 1部の国では地
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図は最高度の国家機密で、もしかしたら死刑とかそういう重い罰も加えられる国もあるか

もしれませんね。 

 私たちが一番身近なアメリカでは、軍事危機管理に地理地図空間情報を活用しておりま

す。FEMA、USGS と書いてございますけども、僕はパスコのときに USGS のディレクターに

お会いすることがたまたまできまして、管内も案内していただいたんですが、行く前は日

本で言うならば国土地理院のようなもの、というブレーキングを受けていたんですが全く

違いました。そもそも権限がもっと大きいですし、いろんな FEMAですとか、場合によって

は CIA、そういうとこにも USGS が集めた情報をフィードバックをして、さまざまのことを

やっていると、こんなふうに聞きました。それでここは日本語でなんて訳されているかち

ょっと忘れちゃいましたけども、日本語に訳すと全然そういう匂いがしてこない組織なん

です。ところが実態は地球上に起こるさまざまなこと、それからアメリカ国内で起こるさ

まざまなこと、これをリアルタイムでいつもモニタリングをしていて、万一の時には速や

かに国として対策がとれるような、そういうふうなデータを収集したり分析したりしてい

る、非常にこのパワフルな組織だなと、僕の印象でございました。 

 地理空間情報ってのは、これ僕が実はある有名な国会議員に、地理情報を説明してくれ

とこういうオーダーを受けて、そのときに使った資料なんですけど。ピザがありますよね、

ピザの上にこれ地球の表面だと、そこにいろんなトッピングがされているんだと、これが

地物と地面の地に物と、地物と呼んだりしているわけです。そうするとちょうど、地図が

ピザの生地で、その上にいろんなトッピングがのっているような、これをイメージしてい

ただきたい。これが地理情報システムで、どんなふうな物がどんな国に載っている、どこ

の位置にサラミがあるとか、そういうことが実に正確に分かる。こんなような話をしたん

ですが、もう 1個これ見ていて思ったのが、やっぱりピザには地図が必要だ、チーズが必

要だなあ、とこういうつまんないダジャレを言って、国会の先生はゲラゲラ笑っていたん

ですけど、きょうは駄目ですよね。これやっぱり地図がなきゃいけないですね、ピザには。 

 でこれはおさらいです。私たちの地球上のポイント、きょう池谷先生がお座りになって

らっしゃる所が、北緯何度、東経何度で、標高がどうだということを、精密に表そうとす

るとできなくはないんですよ。で、武田先生座ってらっしゃる所と、こうだと、そうする

と地理情報を使うと、お二人はお二人の体の中心点の距離が、どれ位離れているかとか計

算できちゃうんです。 

 で、北緯何度、東経何度とこういうふうなことで、僕たちは中学高校で習いましたが、

実はこれはとっても大事な概念でございまして参考です。これ先ほどちょっと国会議員の

先生とか、そのときに僕の部下に調べてもらったんですが、衆議院第一議員会館ってのは、

こういう位置なんです。それから標高は 28メーターで、ホワイトハウスこれは北緯 38度

53分 51.27秒の所にあるのだと。で、西経がこうです。 

 ちなみにこの 53 分 51.27 秒と読むわけですけども、0.1 秒が大体 30 メーターぐらいで

す。ですから 0.01 秒ってことは 3メーターぐらい、従ってここは小数点第 2位まで出して
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ますんで、メーター単位までの表示をしていると思ってください。0.1秒で大体 30メータ

ーぐらい。従ってここまで表すと、オバマ大統領が今どこにいるかっていうことが、これ

で表せばもう 1個桁を上げると分かりますもんね。 

 日本は準天頂衛星みちびき、今いろいろと実証実験をやってらっしゃいますが、三菱の

方に聞いたら、ピッシっとやると、精度は 10 センチ以内に収まるって言うんです。10 セ

ンチ。そしたら人がどこにいるかということも正確に表せると。 

 で、これは、これ自体僕たち地図をやっている人間これ自体大事なんですが、今の地形

が正確に表されているものの上に、建物が普通建っているんです。そうすると地形をデー

タ化することと、プラスこの 3次元の建物モデリング。これも覚えておいてくださいもし

ご存じなれけば。BIM Building Information Modelingといいます。略称ビムと呼ぶ方が

多いです。これは私たちの研究所は、相当世界でも早くこれに手を付けたのですが、今よ

うやく日本の関係するところで、BIM がそろそろちゃんとやんなきゃいけない重要課題と

いうふうに認知されてきた感じです。 

 まだまだ十分に認知されてないようですが、CGと違うのです。CGのように見えますが、

実はこれは全部情報が 3次元的にもたれている。例えば BIMビムで作ると建物を造ると、

この壁がどういう素材でできているのかとか、この壁の 10cm奥の壁の内部にはこういうふ

うな鉄筋が入っているとか、そういうふうな建物に関する全ての情報をデジタル化して、

建物を詳細に 3次元的にモデル化できるそういう技術なんです。ですから先ほどパスコの

技術なんか GISこれは Geographic Information System、それから BIM、つまりこの二つ

があると、地球上のどこだって正確に位置情報ともなって、3 次元的に表現できる、分析

できるこうなるわけです。ですから私たちの会社では BIM は私たちの研究所と、GIS はパ

スコとこれを合体させて、今世界中とは言いません、日本中のことがモデルで分かるよう

にしてこうじゃないか、という取り組みをしております。 

 これをざっとご覧いただくと空調の解析ですとか、構造解析ですとか、建物を造るとき

にこのテクノロジーは大変便利なんです。それから防災からちょっと外れますが、これを

使うと結局は建物のトータルコストが安くなるんです。設計料は高くなりますよ、こうい

うことやりますから。ところが保守管理から何から建物基本設計をして、造り上げてメン

テナンスをすると、この BIMを使うとコストはグッと下がるんです。ですからアメリカの

連邦政府は連邦政府が発注する建物は必ず BIMで設計すると、こういう指定をしておりま

して、これレギュレーションなっているようです。日本もいずれそういうことになるのか

なあ、というふうに私たちは予測しております。 

 精密な地図を作りますよね。今地図の作り方は様々あるんですが、セスナのような航空

機に測定用のセンサーを付けます。昔はカメラでした。さっき申し上げたように、払い下

げのカメラを使ったと申し上げましたが、今はデジタルセンサー使っています。簡単に言

うとデジカメの親分のような。これを僕たち、僕はパスコにいたときにベルリン工科大学

とそれからライカと 3社で共同で開発をしまして、このデジタル式の航空測量用のカメラ
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っていうのは世界で一番早くわが国で導入したんですけども、大変便利になりました。こ

ういう皆さんが見慣れた地図を作るときに、かつてはとんでもない工程が必要だったんで

す。 

 ちょっとご覧いただくと航空写真の歪補正技術、随分ディープな話を出しちゃっている

んですけど、ちょっと理解していてもらったほうがいいです。カメラで人を撮るときにカ

メラこっちから撮りますよね、そうすると左右の人っていうのは斜めに撮ったことになる

んです、少し歪むんです。ですから特に女性は真ん中に立ったほうがいいと思います。プ

ロポーションちゃんと出ますんで。左右に歪んじゃう。で、これセスナですセスナからカ

メラで、こういうふうなピラミッドのようなものを円すいです。これ撮ると実は本当はこ

ういう形のはずが、こういうふうに歪むんです。 

 で、こういうものを全部人手でかつては直していました。で、それが今デジタルで情報

を取るから自動的に全部こういう直交化ですね。そういうふうなことをして正確な地図を

作るんですが、デジタル化によって、こういう工程が非常に早くなりました。で、従って

こういうふうなものが、災害のときに使いやすくなってきたんです。かつてのように地図

を作ると 2週間かかると、間に合いません。今ならば後でちょっとご覧いただきますけど

も、衛星ですとか、飛行機でデータを撮って、それをたちどころに解析をして、必要な方

にご提供するってことがようやく可能になってまいりました。 

 あとは今見ていただいたのが、われわれが目で見て分かる可視光の領域の話なんですが、

例えば熱赤外線センサーを使うと、どんなことができるかという事例でございます。これ

は東京都の汐留地区を赤外線で撮ったものなんですが、これヒートアイランド現象これを

分析するときに使いました。右側は熊本県の阿蘇が 2006 年に噴火したときの、河口付近の

熱画像でございます。こういうふうなことでヒートアイランド調査や、活火山の活動調査、

熱源調査等に利用している。 これも実に有用なセンサーなんですが、これお聞きになっ

たことございますか。すごく簡単に言うと、物というのは物の組成、物の成り立ちによっ

て帰ってくるスペクトルが違うんです、波長が違ってくると。ですからすごく簡単に言い

ますよ、簡単に言うと、この波長で当てて帰ってくる量がこうだからと、あそこには水気

が多いなとか、波長を変えることによって地面にどんなものがあって、それがどんな状態

かっていうことが、かなり分かるようなテクノロジーでございます。 

 ですから 400ナノメーターから、2400ナノメーターぐらいまでの広い波長の領域をうま

く使って、例えばそれが植物なのか、あるいはアスファルトなのかということですとか、

こういううまく使いまして具体的にパスコがやっているのは、環境省のご依頼受けたりし

て、稲穂が順調に育っているんだろうかとか、糖度は甘みはどうなんだろうかとか、立ち

枯れしている植林、林はないのか。考えていただくと大体 7割は山なんですから、そうす

ると奥のほうにある木なんてのは人が見に行けませんよね、ですから見た目、人間の目で

見ると見た目緑なんですけど、例えばこういうスペクトルを使うと水気が少ないとか、危

ないぞということがわりと広域で分かります。で、こういうことが池谷先生のご専門ので
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すね、例えば、森林が今どういう状況かというのは高さですとか、あるいは木がどうだと

か、そういうふうなことが多分相当重要なことになってくると思うんですが、非常に有効

な技術だと思います。 

 あとはレーザーこれは高さがちゃんと分かりますんで、これは僕がパスコにいたときに

買い入れたやつなんですけど、当時 4億しました。僕はこれアメリカのベンチャーが作っ

たやつを買い付け行ったんですが、もともと彼らは資源探査用に使っていたんです。です

からそのベンチャーの親分はとんでもない大金持ちでして、うらやましいなあと思うぐら

いの生活をしていました。で、従ってそのレーザーセンサーで当ててこれも同じです。壁

に当てて跳ね返ったものをこう調べられますと、こっからどれくらいの距離に物があるっ

てこと分かります。これを上空 3000 メーターぐらいからやっても実はできるんです。 

 これを使いまして、こんなん分からないですよ、これ東京都青山地区周辺レーザー測量

結果、なんか焼け跡みたいな感じなんですが、人間の目には馴染みませんが大体 10センチ

ぐらいの精度で高さが正確に分かります。で、それで歪みが出ます。歪みも補正をして、

広い範囲だと地球は丸いですから、局面も平面に直してっていうふうな、かなり高度な数

学的な変換をすると、私たちが馴染みやすい内容の地図になります。 

 あとは最近非常に一般にも有名になってきました防さび開口レーダー。これは雲があろ

うが雪が降ってようが関係なく、衛星軌道から地球の表面を計測する技術でございます。

これは津波のときの浸水、これは津波がどれくらいの所まで浸水したのかな、ということ

を推定して、浸水地図にマッピングして当時はマスコミ各社に無償で提供致しました。 あ

とは車両です。車からいろんなセンサーを使って、例えばですけども、高速道路ってのは

陥没ができたり、あるいはこれは意外と皆さんご存じないですが、高浸透性というか水、

雨が降ったら、どんどん水はけがいいような特別な舗装をしているんです。で、それが目

詰まりをすると、実はハイドロブレーディング現象が起こったりという、とっても危険な

ことになります。ですから私たちの会社はこの轍、この浸水性が十分かとか、轍ができな

ないかとか、それを高速に走りながら、車の中からのデータを取って、解析をしてしかる

べき所にご提供すると、こんなようなこともやっております。 

 これは地上から画像を撮って、いろんな立体モデルを作るときに使っているようなもの

で、今かなり重宝しております。ハザードマップを作ったり、あるいは BCPの策定支援を

やってり、あるいは緊急ヘリ、これはヘリコブターで飛ぶと 3次元モデルが作れると、こ

んなような技術でございます。 

 前回はこれ最近の大事件ですけども御嶽山の噴火、これが広島の大変多くの方が亡くな

られた大事件だったんですが、例えば、すみません動画と連動するはずだったんですが、

ちょっと駄目でした。西ノ島の噴火を先ほど申し上げた合成開口レーダーから撮ったもの

で計測したものなんですけども。そっか、違うんだねこれ、すみませんこれこっちが USB

になっている道具、すみません。で、これなんかも 3Dモデルでこんな感じ、ということを

詳細にご覧いただけるような内容を用意して来ていたんですが、ちょっとすいません PC
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が駄目だったのでご覧いただくことができませんでした。 

 2013 年の台風 26 号、これも大変な大島では大被害があったんですが、このときなどは

ここら辺の一帯分析をして、流失した土砂の総量が何トンぐらいだったかとか、そういう

ふうなこともわりと早めに計算をして、行政にご提供したりもしました。 

 火災に関しては、これは長年やっているんですが、実は能美防災ですとか、さまざまな

会社が関係していると申しましたが、能美防災という会社は創業者が、実は大変な強い思

いで創った会社でして、関東大震災のときに地震ではなく、その後に起こった火災で大変

多くの方がお亡くなりになりました。、で、火災で 2度と死者は出したくない、いうふうな

ことで、火災を何とか早く知る方法はないか、ということでつくり上げた会社なんです。 

 私たちからすると偉いなと思うのは、結局は能美防災独占しませんで、こういうふうな

ことを法制化をしてもらって、後の消防法につながるわけなんですが、そういう人の命を

守るために技術を公開をして、こういう技術を皆で使えるようにしようじゃないか、とい

うことで普及に努めたんです。能美輝一さんという、まさに能美防災その名前から取って

いるんですが、日本の防災、特に火災に関しては僕は大変貢献があった人じゃないかなあ

と思っております。 

 その能美さんとうちの創業者の飯田が出会って、やはり防災とセキュリティーとうまく

融合して、より人々の安全を守れるようにしようじゃないかと言って、能美防災は割りと

昔から、私たちのグループに入っております。で、ご覧いただくと、これ泡なんです。こ

の口が 1メーター四方ぐらいの大きな物とお考えください、ですから重油が燃えたり、オ

イル火災のときなんか水掛けたって消えませんし、何したって消えません。ですからこう

いうふうな泡を短時間でウーと吹き出して、この表面を覆ってそれで火災を消すと、こう

いう高発泡消火システムていうことも能美防災提供をしております。 

 あとは日本中のトンネルのかなりの比率で、トンネルの中の防災もやらしていただいて

います。皆さんトンネル中走ったときにあんまり壁面、壁の面をご覧なってないと思うん

ですが、今度走られるときちょっと安全にくれぐれも注意しながら壁面見てください。そ

れからその後上見てください。こういう円筒形の物はよく目立ちます排煙のファンは、と

ころが 50 メーターおきに消火栓が付いています。よく見ていだたくと、ですからあれで

50メートル正確に付いていますから、それから霧状に水を噴霧して、火災に備えるドレン

チャーなんてものございまして、そういう物も付いているケースもたくさん多いんです。

ですからトンネルが、日本坂トンネルで大変多くの方が亡くなったことを教訓に、トンネ

ル防災ということで、そのときから能美防災いろんな技術を開発してまいりましたんで、

トンネルについては相当なことを今までご提供しております。 

 あとは空港だとか、屋内競技場の消火システムなんですが、これは例えばですけども、

大きなスタジアムで何か火の気が上がるとします、これはスプリンクラーなんかあったと

いや役に立ちません、従ってそういうときのために放水砲というのが用意されています。

これは相当技術が進んできまして、炎が上がると、まだフルオートマチックまではいって
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ないですが、こういうジョイスティックですか、こういうので人が火災にぴょっとやると

水のこういう傾きなどを計算して放水砲がそこにちゃんと向いて、ぐーと火の元の所に水

を 100メーターぐらい飛ばしちゃう、こういう仕組みを大分スポーツ公園ですとか、大分

銀行ドームですとか、こういう放水銃ということでご提供しています。あとは文化財の火

災からの防衛ですとか、そういうものは相当手広くやっています。あとは通信システム、

これは水を掛けるわけにいかないですが、窒素ですとか、いわゆる液体を使って二次災害

を防ぎなら火を消すということもやっておりますが、いずれも目立たない所に付いている

んで分かりませんね。 

 これもこうありますね、感知器が付いている。それからこの部屋には防犯用のセンサー

がないようですが、僕らは新しい建物行くと、うちのお客さまとかどうか、競合のお客さ

まかどうかと天井見るとすぐ分かるんです。「あ、なんだか違う会社の感知器が付いている

な」とか、ですから昔僕が若いときには本社から偉い人が来たときには、ステッカーあり

ますでしょ、セコムのお客さんってセコムって張ってあるんですが、僕は昔若いときに宮

崎の責任で赴任したときに、時々本社からお偉方が来るときには、どうやって他社のステ

ッカーがない所を通ろうかと、そのときパスコなかったんで最適ルートは僕の頭の中で計

算しなきゃいけなかったんですが、あそこの前通っていると、他社の契約ばれるととんで

もない目に遭うんで、ここで右折して逃げようとか結構僕ら壁だとか天井だとか見る癖が

ついています。 

 で、ちょっと冒頭に触れましたが、私たちの仕事の経験で言いますと、実はこれがとっ

ても大事なんです。私たちは 260 万件ぐらいのお客さまをと申し上げましたが、結構大き

な自慢は 1件 1件全て分かるんですどこにいらっしゃるか。当たり前ですよね、警備を提

供しているわけなんですから。ですからそのお客さまに関する情報というのは、実にリッ

チに持っています。でどういうセンサーがどこに付いているかとか、だから間取りまで全

部分かっていると。話しときますけど、だからデータセンター必要なんです。そんな情報

が漏れたりしたら大変です。個人情報うんぬんなんて次元じゃなくて、ご契約先の間取り

から、防犯センサーがどこに付いているか、あるいは金庫はここにあるとかですな、分か

ってしまうような情報が漏れたら一体どうなっちゃうんだと。ですからデータセンターな

んて言葉がないうちから、そのデータをきちっと守んなきゃいけないというのは習慣にな

っていまして、すごい情報ですよこれ。で、従ってそういう情報をきちっと手に入れて、

お客さまの機械だけじゃないですね。 

 実は機械をこういうふうに思われる方がいるかもしれませんが、メンテナンスの本質は

機械をメンテナンスじゃないです。想定されて通りの機能が発揮できるかっていうことで

すよね。ですから例えば、スプリンクラーヘッドがあって、その後何か造作を変えて、そ

のヘッドのとこに物がかかるようになっていれば水が拡散しませんから、でスプリンクラ

ーヘッドに何にも不具合がなくても、その設置条件変われば、見とかなきゃいけません。

で、僕たちの警備の世界では、間仕切りがないときにセンサーを配置していたところが、
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お客さまの都合でそこに間仕切りがあったら、やっぱりその間仕切りのことは考えとかな

きゃいけない、逆もそうです。 

 ですから 4月あたりの定期人事異動で、社員の方たちが移動されるときには間仕切り変

更もたくさん出てきまして、従ってそういう警備が当初の計画通りに提供できるか、防災

システムはきちっと定期的に、失礼しました。当初の想定通りに機能するような状態にな

っているかと、つまりちゃんとやろうとしていることが、やれる状態になっているかって

ことを常に確認し続ける行為がメンテナンスなんだと、その中の一部に機械がちゃんと動

いているかってこともあります。 

 ですから世の中の方が普通に捉えているメンテナンス感覚は、狭過ぎちゃうわけなんで

す。機械がちゃんと動いていても駄目な場合って、僕らは痛いほど過去に経験しています。

ですから防災に関しても、どうしても物にいってしまう傾向が強いんですが、それだけじ

ゃ不十分で、メンテナンスというのをもうちょっと広く捉えて体制も含めて、ちゃんと有

事のときにやれることがやれるようになっているかと、もう少し広めに見る目線がこのメ

ンテナンスを考えたとき、必要じゃないかと思います。 

 すごく細かいことなんですが、スーパーレスキューセットという、このリュックサック

の中にヘルメットから何から、3 日間、人が 1 人生き延びるために必要な物をパックした

ような物を、主として法人向けに販売をしております。これは今これ当たり前なんですけ

ど、僕らがこれやったのは、実際に被害あったうちの隊員がその被災者の立場になってこ

うだったと。そういう思いを、こういうことがあったら便利だったと、ある意味ではサバ

イバルの専門家が実際に被災したときの体験を元にして、こういうふうな物を厳選をして

ご提供しております。大した数じゃございませんが結構重宝されています。 

 あとは今のエボラだとか、ちょっと前まではデング熱のことが話題になりましたが、こ

ういう新しい感染症というのも、私たちにとっては無視できない重要な災害であると。私

たちが先ほど申し上げましたように、病院やっていて、医療関係者 1万人ぐらいいるんで

す。ですからこういう災害対策としてではなくて、院内介護感染予防ということで日常的

にやっております。マスクはこういうスペックではないと、見た目はいいけど役に立たな

いとか、それは僕らの 1万人の医療スタッフのノウハウがびっしり詰まってますんで、そ

ういうものを反映して消毒剤ですとか、マスクですとか、そういうものも積極的に販売し

ているわけじゃないんですが、お求めに応じて、私どもの物をご契約先に提供するような

こともやっております。 

 あとは 3月 11 日の大震災のときに、私たちのお客さまも多く被災されたんですが、特に

個人のお客さま。これ今でも記憶に新しいですよね、処方箋がなくて薬がちゃんと飲めな

いと、薬そのものがなくなったことも大変なことなんですが、処方情報がなくなっちゃう

と、お医者さんはいないと、そういうことがございましたね。あとは家族の大切な写真が

ないと。今年もあれでしたね、何かいまだに捜索活動やっている中で、写真が発見されて

それが持ち主の手に戻ったと、いうふうなことも報道されておりましたが、身につまされ
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ますよね。 

 ですからこういう写真ですとか、自分の身分を証明するようなパスポート、免許書のた

ぐい、こういうふうな情報をいざというときのためにうちでお預かりしようというサービ

スを、震災の直後から検討に入りまして、あの年の 12月までに何とかしようとつくり上げ

たのがこのサービスでございます。セキュアデータセンターというデータセンターに、こ

ういう大事な情報を全部オンラインで格納できます。で、もしお客さまの建物に大きな被

害があって、こういうものがダメージを受けたとしても、電子化された情報はセコムのデ

ータセンターに格納されていて、それがお求めに応じてご提供できるというそういうサー

ビスなのです。 

 これは僕らの意地でした。残念ながら 3月にこうふうなご相談を受けたときに、何もで

きなかったんです。何もできなかったんです。で、その年の株主総会でも、ある方から震

災に対してセコムはどういう対応を取るんだ、というご質問をいただきまして、僕たち役

員は「そうだよなあ」と「考えています」ではなくて、うちの当時の社長は「年内にこう

いうサービスをつくり上げます」ということを宣言しまして、で、私の研究所からも 10

人程応援で出して、この開発チームは多分出来上がる 1 カ月、2 カ月ぐらいは不眠不休の

状態で、意地でも今年中につくり上げるんだ、というこの僕らの技術者の意地を見せた、

非常に鮮明に覚えているんですが、今は非常にお客さまに重宝して使っていただいていま

す。 

 あとはこれは高齢者の方が中心なんですが、マイドクタープラスというサービスがござ

います。うちのホームセキュリティーという家庭用のサービスでは、屋内で使う医療用の

アラーム装置があるんです。これはペンダントのように首から掛けて、ぎゅっと握ってい

ただくと、その方が意識がその後なくなっても、うちの隊員が現場に駆けつけるというメ

ディカルアラームシステムなんですが、これはもう 30年以上前からやっていました。 

 昨年 4月からだったと思うんですが、屋外でも同じようなことをご提供しようというこ

とで、こういう携帯電話をベースに使った、これここが引っ張る紐なんですけど、これく

っと引っ張れば、言葉を使わなくてもセコムは来ると。こういう非常に安心していただけ

る仕組みなんですが、これもいざ公益災害があったときに、困ってる方が今どこにいて、

どういう状態なのかということをできる限り知りたいんです僕らは、それでトリアージュ

をしなきゃいけないこともあるかもしれませんし、いずれにしても面的に助けの必要な方

を把握することができたら、非常に効率のいい対応ができるだろうと。例えばそういう助

けが必要なお年寄りがこういう物を持ってらっしゃると普段のときには医療のアラームと

して使えますし、災害のときにはこの方の所在を知らしていただく道具にも使えるんで、

災害対策としても活用することを検討しております。 

 当たり前のことなんですが、地震ですとか、津波ですとか、台風ですとか僕らの力では

何もできないものってございます、何もできないというか予測はできますよね、だから変

えるわけにはいかない、来ちゃうものは来ちゃうだと、こういうたぐいに対しては、やっ
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ぱり 1秒でも早く少しでも正確な情報取って、人の命が奪われないような対策に全力を尽

くすことかなあと。 

 それから上のほうです。火災など発生自体をコントロール可能なもの、コントロールで

きるもの、これはやっぱり火をおこさないとか、そういうふうなことに対してやっぱりポ

ジティブな対応をしなきゃいけない。一応この二つの区分けでコントロール可能なもの、

これはコントロールできないけど、最善を尽くさなきゃいけないために情報活用する。こ

ういうふうな二つの分け方で僕らは災害というものを考えています。 

 で、いざというときに生命線になるのがデータセンター、ビックデータなんですが、こ

れは都内某所、それから府内某所、府内というと大阪って分かりますわね、大体そういう

所に分散をして、例えばですけどもこういう免震構造、これはダンパーの上に柱が立って

いまして、非常用設備監視こういうふうなもので、トータル面積で 24万平米のデータセン

ターがあります。これがダウンしちゃうとどうしようもないんです。で、僕らはもう何十

年も前から警備の現場に行ったときに、例えば台風が来るときに何をやるかというと、集

信装置のこの電源確保です。ですから電源車を 2台用意をして、こっちが駄目でも集信装

置だけはいつだって生きられるようにしとくと。 

 あとは通信網をどう確保するかと、阪神大震災のときにも、僕たちのそういう災害対策

用のヘリコプター2 機ありますんで、まず真っ先にやったのは、通信機を現地に運んだこ

となんです。もし通信システムが途絶しているとすると、そこから先の対応できません。

ですから非常用の無線をヘリコプターに積んで、ポートアイランドに着いて、そこからは

陸路で運んで通信ラインを確保しようということで、その日のうちに確かそれ運び込んだ

はずなんです。 

 あとはモビリティが大事なんで、当時僕も 2日後ぐらいに現場に入りましたが、四輪な

んかじゃ行けないとこたくさんあります。三重県の名張に研修センターがあるんで、そこ

にヘリポートがあるんで、それからさすがに三重のバイクはまだ高騰してませんで、です

から三重でバイクを買ってヘリに積み込んで兵庫県までピストン輸送とか。 

 あとは毎回残念ながらできませんでしたが、不眠不休で動いているうちの隊員のこの元

気のために、熱々のカツ丼を作ったりですな。で、15分ぐらいで着くんです神戸まで、で

すからピザより早く。三重から山超えちゃうと東大寺がすぐ下に見えて、あっという間に

神戸なんです。ですから 30分デリバリーは、少なくともポートアイランドまでは 15分ぐ

らいで届けられてします。そこら先全部の出先までに配るまでは時間がかかりますが、隊

員からは久しぶりに温かい物を食べたとか、やっぱり僕も経験ありますが、いざというと

きは食べ物の、飲み物の調達が必要です。 

 余談ですけど、僕は初めて現場の本部に入ったときにやった仕事は結構大事で、頑張っ

て誰かが買ってきたおにぎりなんがずっと並んでですよ、これがぐちゃぐちゃだったと、

僕はそれを、賞味期限を一個一個確認しながらこの捨てる物と、賞味期限ごとに列を並べ

替えて、分かるようにして、水を置いてと。皆いざというときは手づかみでどんどん持っ
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てくんで、分かりやすくしなきゃいけないです。万が一賞味期限切れの物を食って、腹で

も下した日には目も当てられない。ですからいざというときには食い物の確保と、水の確

保、なおかつその衛生管理をちゃんとしておかないとやばいと。これ僕らの今までのノウ

ハウでございますんで。情報は常に、常に確保するということは、ここはすごく力を入れ

ております。 

 別に防災だけではないんですが、私たちの八つ、8 個のサービスの共通のプラットフォ

ームっていうのが、365日 24時間どこにでも行ける、という人的なネットワークです。そ

れからデータセンターを基板としたコンピューターネットワーク、これによって人が実に

賢く効率よく動けるんだというふうなことで、これを医療事業ですとかさまざまな共通の

プラットフォーム。 

 ちょっと分かりにいかもしれませんけど、私たちは在宅医療というのを当時 30年ぐらい

前に始めまして、猛烈な医師会の反対を受けたり、社会の合意が得られない中で始めまし

た。で、今こういう時代ですから、在宅医療以外ありえないと医師会の方自身がおっしゃ

っているのを僕は聞いて、隔世の感があるなあと、僕は日本医師会長さんに 2度ほど釈明

に伺った記憶があるんです。他意はございません、敵意はございませんと、それぐらいだ

ったんです。 

 ですから在宅医療っていうのは、これからどんどん広がっていくんですが、例えば、皆

さん血液透析ってご存じですよね、腎臓の機能が低下した方が週に何回か行って、血液で

透析をすると。僕らはあれだって将来は、自宅でできるようにしなきゃいけないなあと。

これ夢物語じゃなくて。僕はシカゴのベンチャーのとこに行って、在宅で使える血液透析

装置の発明者と会って、何とか日本で使えないかと、結果的には駄目だったんですけど。

血液透析なんかやっぱり家でできたら何ぼか楽ですよね、好きなテレビ観ながら、好きな

本見ながら、ところが今できません。 

 将来、仮にできるようになったときに、やる側の立場になったら、これやっているとき

に機械壊れたら、おりゃどうすりゃいいだとか不安ですよね。ですからそういう在宅医療

を普及されるときには、いざというときにはすぐに駆けつけてくれる人がいてくれないと

まず駄目なんです。それから 2次対応としては、専門家がちゃんと対応してくれると。い

ざというときはなんかしてくれるという安心感があれば、何もないときにはロボットでも

そういう新しいテクノロジーでも、人は安心して僕は受け入れると思うですが、機械だけ

でやるのは無理があると思うんです。やっぱり安心感がなければ良いサービスとはいえま

せんね。従って、今は警備の主として警備のリソースとして機能している、こういうふう

なフォーメーションが在宅医療、将来絶対に広がるであろう在宅医療においても、これが

あるから安心という、共通のプラットフォームこういう考え方なんです。 

 これは飛行船なんですが、2020 年東京オリピックがまいります。東京オリンピックが決

まったのが昨年の 9月の 7日かそこらだったと思うんですが、日曜日でしたね、月曜日に

早速僕の所には NHKが取材に来まして、2020年のオリンピックに向けてセコムはどんなこ
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とするんですかと。っていうのは先ほど申し上げたように、1964年のオリンピックで大き

くなったということは知られていまして、またなんかやるんでしょう。こんなんもちらっ

とテレビに映ったんですが。 

 実は 2020 年にどうこうじゃなくて、僕たちは 2年前が創立 50周年だったんで、2025年

に向けてセコムはこの領域で、こういうふうな新しいサービスを提供します。ということ

を実は宣言しちゃったんです。で、その中にこれ入っているんですが、オリンピックが 2020

年になったんで、うちのトップが「2025 年なし、同じことを 2020 年までにやってくれ」

と、という 5年間前倒しにされちゃいまして、されちゃったというと被害者みたいですけ

ど、望むところですよね。それで僕たちはまずは 2020年の東京オリンピックということを、

非常に大事な目標と考えています。 

 ただご承知のとおり、オリンピックの会期期間は長くたって 30 日未満です、20 数日間

だと。ところが考えてみると、あれ 7月かなんかに開催されるんで、お年寄りが、つまり

1964年に若者としてご覧なった方が、もう一回っていうことで、たくさん僕は高齢者お見

えになってほしいなあ、僕もそのうちの 1人になると思うんですけど。熱中症どうするん

だと、結構大変ですよね。あれ考えてみたら、お台場の周辺とか地面がない、全部舗装さ

れて人工地盤であると。そこにがんがん太陽が照って、そこに高齢者の方たくさん来たら

どうするんだと。 

 で、従って私たち、今ははっきりしたアイデアはございませんが、こういう飛行船なよ

うな物を使って、これあれですよ、いざというときは実は電波の中継基地もなりますんで、

セコムのお客さんをホップアップして、他のキャリアを使わずにセコムのお客さんだけで

何とか通信ができないかとか、そういうことも実は将来構想として考えています。 

 私の研究所では。で、こういうふうなもの中継基地として、もうちょっと広域な所まで、

無線でカバーできないかっていうようなことをやる機能も持っているんですが上空からあ

る地点をモニタリングする。ちょっと思い出していただければいいと思うんですが、パス

コの部分で赤外線見たらどうかとか申し上げました、あるいはマルチスペクトルでどんな

にか分かんないかと、つまり空から何か見たときに、人間が目で感じるか可視光領域だけ

ではなくて、さまざまが電磁波をうまく使ったり、場合によっては音波もうまく使って、

そこで何が起こりそうかとか、もっと高度に解析できるようなことは原理的にできないわ

けがないと、やる気さえあれば何とかなるんだ。とこういう今、今現在気合の段階なんで

すけども、こういう物を使って、お祭りを楽しみに来た世界からのかたがた、特にその高

齢者や小さい子どもたち、この人たちが「楽しかったね」って、楽しめるようなイベント

にしないと、オリンピックの意味がございませんので、高度な警備をしながら、日常のそ

ういう安心をお守りすると、その両面で何とかお役に立てないかなあというふうなことを

考えております。 

 最後になりますが、私たちがこれ皆さん共通だと思うんですけども、僕は阪神大震災の

ときに、想定外という単語を当日も結構使ったし、2日目も使っちゃったんです。3日目に
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幹部を全員集めて、こっから先想定外っていうのを使ったら罰金にすると。ていうのは研

究所の研究員が、想定外って言ったらこれずるいですよね。とにかく人々のために新しい

技術をつくる人間が、それは想定してなかったと言ってすましちゃっていたら、ありえな

いだろうと。「俺はばかだぞ」と言っていると同じだと。従って僕の研究所では、われわれ

の研究所では、こっから以降は想定外ってことは言わないようにしようと。そうじゃない

と俺たちばかになっちゃうと、いうふうなことで、想定外というのは言わないようにしよ

うと。 

 想定外と言わないと決めると、結構いろんな知恵が出てくんです。じゃあさっき申し上

げたんですけど、キャリアがつぶれたときにどうするんだと、どうしようもないじゃない

ですかと、おしまいですよね、ただうちのお客さんを経由してったら、ぷぷぷぷっと通信

ができるかもしらんと、これはあんまり申し上げちゃいけないのかもしれないんですけど、

実際お客さんのロケーション分かりますから、それからその標高まで含めた僕らは地理情

報が扱えますんで、実際にお客さまの所に、こういう想定の無線装置があったとしたら、

どこまでこの無線は到達可能かとか、これ大まじめにやっているんです、今。ですから、

もし仮にこのドコモさんですとか、auさんですとか、そういうコモンキャリアがもし駄目

だとしても、セコムだけは非常用の通信ができるような方法を考えようじゃないかという

ことで取り組んでいます。で、多分そこそこできる気がします。そんなような感じで、で

すから僕らはやっぱりセキュリティーをやっている会社、医療をやっている会社、防災や

っている会社として、想定外ということは決して言わないようにしようなと思っています。 

 あとは皆さまがたに、非常にその分野に近くいらっしゃると思うんですが、人のために

ひと汗かくとか、人のためにひと肌脱いでとか、その心意気がないと多分良いサービスが

できないと思うんですね。ですから、私たちは約 5 万人の社員がおりますが、ごくごく 1

部の例外を除くと、人さまのために自分のことは後回し、というふうな人材が山ほどいる

ことが最大の誇りです。これは一朝一夕にいかなくて、やっぱり企業の文化みたいなのが

ございますので。 

 そういう点でいくと日本の僕らの国は、そういう気持ちに満ち満ちているんです。です

からご専門の先生方が非常にいい研究をされて、それをどういうふうに社会に実装してい

くか、それをどういうふうに一般の人が認知していくか、という全部が協力体制でうまく

コネクトされてないと駄目だと思うんです。逆に言うならば、わが国そういう連携がうま

くいったときには、一番効果発揮しやすい、そういうメンタリティを持った僕らは国じゃ

ないかと思うんです。人のことを思いやる気持ちとか。 

 僕らのとこにも若者いますが、ふつふつと湧いて出てくるような情熱はないですが、中

にはありますね。ちょっときっかけさえあれば人のために動くとか、僕らが持っている、

僕は日本人の良い点だと思うのですけど、皮かぶっちゃっていますけど、むけばそう中に

はたっぷり詰まっているなあってのが、最近の若い人たちのお付き合いの中で、僕がうれ

しい誤算だなと。ですから皮を破る道具が必要ですよね。 
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＜質疑応答＞ 

Ａ： 最初にお配りいただいたこのパンフレットでしょうかね、ここを見ていてちょっと

思ったんですけど、そのセコム株式会社さんとそのグループ会社さんとの関係っていうの

が、どういった関係で今成り立っているのかとちょっと見えにくかったので、その辺ちょ

っとお話しいただければと思うんですけども。 

 

＜小松崎氏＞ なかなか難しいご質問なんですけど、確かにそれもうちのグループの特徴

かなと。それでこれはまず冒頭申し上げたパンフレットではございませんで、社員に配っ

ている社内用の資料なんです。ですから結構突っ込んだこと書いてありますんで、うまく

使ってくださいこれ、皆さんの勉強用ということできょうは持ち出しました。 

 それで実はその上にオールセコムっていうのが、赤い字で書いてあることにお気付きか

と思うんですが、普通の会社、僕も多くの会社とお付き合いがあるんですが、大体縦割り

にしないとうまく動かないですよね、自分の役割がこうだとか、自分の部署のミッション

はこうだとか、特に行政はそういう風にしないと法律とのからみもあったりしていて、な

かなか横串刺すのは難しいと思うんですが、私たちの会社が非常に力を入れているのは、

この縦割りとかそういうことじゃなくやってこうぜという考え方なんです。 

 ただ皆さんお分かりのようにいいときはいいんですけど、いざというとき機能しません、

これほっとくと。そのために世の中っていうのは、縦割りの仕組みを知恵をかけてつくっ

てきたわけです。これ決して悪いことじゃないと思うんです、縦割りってのは。ただ緊急

時とかいざというときに縦割りが駄目なんですよね。ですからいざというときにはさっき

アメリカの事例も申し上げましたけども、危機管理省みたいな所に全部権限集中するとか、

もっとすごいときは大統領権限でものをやるとか、いざというときには権限集中させて、

意思決定早くしなきゃいけないと。で、そういう点でいくと僕らの国はちょっと弱いかも

しれません。 

 従って私たちの会社はいざというときのためにどうするか、ということが非常に大事な

会社なんで、指示命令系統ってのは、非常にはっきりしています。それから 200社の子会

社がございますが、具体的なこと申し上げますと、僕は例えば若者がパスコさん、あるい

は能美防災さんと言うと叱るんです。何を言っているんだ、僕ら仲間なんだからと。普段

から何とかさん、何とかさんなんぞ他人行儀になっちゃいけない。だから能美防災は能美

防災でいいんだと、「さん」なんか付けるんじゃないとか、こういう言い方をするんです。 

 で、これはなかなか結構年配の人に言うと違和感があります。それからそういう感覚を

持ってない人が聞くと、なんてぶっきらぼうなとかですね、親会社が威張っているみたい

ですな、こういう受け止め方もなくはないんですよ。ただお客さまとか他人じゃないんで

組織の一体感をどうつくるかっていうのは、これは創業当時からずっとうちの飯田が力を

入れてやってきまして、僕は飯田のスタッフを長年やってますんで、いつも努力し続けて



【資料３－３－２⑤】 

122 
 

それを融和した状態とか、横串が刺された状態が正しいんだ、ということは言い続けなき

ゃ駄目でしょうね。 

 僕ら役員がやっぱりいつも縦割りのこと言ったら、絶対横になりませんよね。できない

としても横が大事なんだってことを言い続けて、そういうものを日常の業務ん中でもやっ

て。で、僕たちの会社は一家総出という、ちょっとやくざを思い出す人がいるかもしれま

せんが、一家総出っていうのがとってもキーワードなんです。 

 部署がありますよね、会社なんか役所でもそうなんでしょうけど、こう何とか課がある、

何とか部がある、で、A部はすごく忙しいだけど、B部は暇だと。こんときに A部の人は B

部の人に仕事が頼めるかどうかです。これすごく大事ですよね。でそれが気楽に頼める組

織が、すごくいい組織だと思います。これがこの A 部はめちゃくちゃ忙しいんだけど、B

の人はがんがん帰ったり、素知らぬ顔してるような組織はちょっと治療が必要かもしらん

な。 

 これは日常のやっぱり幹部の振る舞いとか、書物になった会社のいろんな理念ですとか、

そういうステートメントはとっても大事で、この実は皆さんにお配りしている紙も縦割り

防止剤なんです。つまり医療事業やっている人が、自分は医療のこと分かってればいいっ

てのは、良くないよと、自分の担当している事業以外のこともちゃんと勉強していくこと

が、良いことなんだよってことを、きちっとするためのそういうことも含まれてます。す

みません長くなりました。そういう考え方でやってます。 

  

Ｂ：私は実際には消防職員でして、派遣で来ているんですが、実際の消防が持っている情

報よりも、経験もセコムさんの方が格段に上で、今感じていることはですね、例えば、最

近ですと広島の土砂災害がありまして、あれは広島市からかなり遠くのとこで土砂災害が

あります、消防本部としても拠点は街中にあるので、その末端のとこまでの情報が出づら

いところがありますので、先ほどお話の中にありましたように、＜小松崎氏＞様のありま

したように、センサーとかの中に雨量計があると大変助かりまして、ピンポイントでどこ

に土砂災害の恐れがあるかとか。 

 で、最近の流れですと、まず市のほうで責任逃れ的に避難勧告出してしまうと。要は実

際に何十万人も避難することなんか実際ありえない、できないことなのに、聞く側もまさ

かそんなことないだろうと。要は実際本当に必要なところに対して、そういった情報が送

れないことがありますので、ぜひその雨量計とかですね、そういった物のシステム、自分

なりに作んなきゃいけないなあと思っていたんですけど、そういったところでぜひ作って

いただけるとありがたいなというふうに思いましたことと、あと地図の情報のパスコの測

量のことなんですけど、実際に地盤の歪みとかは測量で分かることが大変に多いので、こ

ういう所で地震が起きるんじゃないかとか、そういったものに大変に有効に使える情報を

お持ちなんだなあということを思いましたので、質問といいますか、お願い的なあれです

けど、1 の自治体の職員としまして、そういったことで作っていただければありがたいな
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というふうに思いまして、ちょっと発言させていただきました。 

 

＜小松崎氏＞ どうも大変ありがとうございました。あれですよね、僕らもぜひやりたい

なあと思っています。 

 僕は神奈川県に住んでいるんですけど、神奈川県東部なんて言われてもピンとこないん

だよね、ところが最近皆さん使ってらっしゃるように、インターネット何とかすると、僕

だと川崎の宮前区ってとこなんですけど、宮前区っていうレベルには出るようになったん

ですよ。ただまだちょっと大き過ぎると。ですから自分が住んでいる所がどうかってこと

が、ピンポイントで分かると、きっと有効だろうな。ただとんでもない情報量と、それが

もし悪用されたらみたいなことを、ちょっといつも合わせ技で考えとかなきゃいけないな

あ、っていう気がしておりまして、ぜひやりないなあと思っております。 

 それでセコムのほうが情報が多いというのは、ある面では正しいですけども、セコムは

圧倒的に情報がない分野もあるんです、消防の方がお持ちのもの。ですからそれをうまく

連携をして、で、地域住民のためと。 

 それからもう 1個は、僕らの機械警備っていうサービスがあるんですが、極論しますよ、

鍵もかけずに、ドアも閉めずに、それでおーいセコム頼むぞと言われても駄目ですよね。

ですから機械警備をやるということは、安全に対して何もやってない方には、よっぽど意

識が高いってことの現れなんです。ですから行政が提供される防災サービスに対して、自

分は何にもやんないけど、なんかせいという視点ではなくて、自分も努力するから、そこ

に対して、もうちょっとこういうふうにしてくれとかで、前向きなご意見と、単に全部人

にやってもらいたい、という意見とがなかなか見分けがつかないんで、そこら辺のことは

多分すごく大事で、そういう面倒くさいお客さん民間にふっていただければ。 

 それからあと最後なんですけど、今 260万件でかなりのネットワークができるんですが、

これもっと多いともっといいネットワークができるんで、セコムどんどん買っていただけ

るように、皆さんからも宣伝していていただけたら。 

 

Ｃ：私は広島県から来て勉強させていただいているんですけども、きょうのセコムグルー

プとしての取組みとか、会社の風土のお話を聞きまして、とってもいいなと思って、自分

がもし来年広島県に帰ったときに、行政としてどういう立ち位置で今後防災に取り組んで

いくか、という視点で聞かしていただいていたんですが、その中で、3.11東日本大震災な

んかがあったと思うんですけども、そのときにセコムさんとして例えば会社として被害を

受けたようなこととか、あるいはそれに対してその事業を継続するという観点から、何か

突発的に工夫をされた点とか、あるいはそれを機に方針をちょっと補強された点とか、そ

ういうふうなものがもしあればお聞かせいただきたいなと思います。 

 

＜小松崎氏＞  



【資料３－３－２⑤】 

124 
 

 まずは何人か社員が亡くなりました。現金輸送中に津波に巻き込まれまして、命を失っ

た社員がおったりつらいですね。ですから拠点も大きな被害を受けて、人的な被害も私た

ちもやっぱり受けました。それで 3月 11日の前は、やっぱり阪神淡路を想定して僕らは緊

急対応のこのタイムラインを決めておりましたし、いろんなことも決めておったんですが、

先ほど申し上げたように想定外だったなあということを不用意に言った時期がございまし

た。やっぱりそこまで考えてなかったなあとか、しょうがないなあこんな大きいんじゃあ

とかですな、あの当日、夜は結構その単語を使っていたような気がするんです。あまりに

も悲惨過ぎたんですよね。 

 僕らは防災用にヘリコプター2 機持っているんですが、とてもそんなもんじゃ間に合わ

なくて、チャーター機を用意して、必要な物資を秋田に入れて、そっから陸路で現地まで

という対策も採りました。ですからあのときに確かあれは金曜日で、翌日が土曜でしたよ

ね、土曜日は僕は普段は僕は三鷹なんですけど研究所は、土曜日はもう気になってしょう

がないんで、原宿の本社に出勤して、トップもいて、そこで物流をどうするかと対策をい

ろいろ練っていたんですけど、やっぱり事前準備は全く足りなかったという反省です。あ

そこまで考えてなかったと。 

 ああいうことがあったときに、二度と悔しい思いをしないようにするためにって、この

体制は組み直しました。今はだいぶ変わりました。ただそれでも十分がどうかってことは

言い切れないんで、いつもこれじゃ駄目なんじゃないかなあと不安と、おののきがなくな

っちゃうと駄目だと思うんです。やっぱり完璧なものなんてないんで、至ってないところ

どこなんだろうとか、僕ら商売柄いつもそういうところを考えないといけないんで、因果

と言えば因果なんですけど、これでいいじゃないかってニコニコしてると楽なんですけど、

そういうふうにお客さんにニコニコしてもらうために、僕らいるわけなんで。ですからい

つも最悪の事態を想定するとか、ちゃんとやっていてもこれで大丈夫なのかなっていう、

謙虚なおののきっていうかね、それがないと駄目なんで、いつも反省の連続でございます。 

 

(了) 
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＜第 6回 防災連続セミナー＞ 

「土砂災害の現状と対策」   

 日時： 平成 26年 10月 31日 金曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 5階 講義室 5C 

 講師： 国土交通省水管理・国土保全局砂防部長 大野宏之 氏 

 参加人数：46 名 

 

 

＜大野氏＞  

それでは、まず 1枚目。これは、やはり世界遺産であります、富士山。ちょうど真ん中

に、こういった深い侵食を受けた所。これは大沢崩れと言います。こういった大沢崩れで

は、国の直轄の事業をやらせていただいておりまして、この富士山には、とにかくものす

ごい膨大な土砂の量。こういったことを、仮に被害が出ないように対応しているというと

ころであります。世界遺産になったということで、富士山、非常に素晴らしい山ですが、

しっかりと対策をしていかないといけないという状況であります。1 枚目は、やっぱり富

士山の絵でスタートということであります。 

 それでは多発する土砂災害ということで、現状をちょっとお話したいと思います。まず

1枚目ですが、これは今年の 8月 20日に起こりました、広島市で起こった災害です。非常

に残念なことに、死者が 74 名。いろんな教訓を残してくれます。こういった宅地が、土石

流の通り道である谷の中に、人家が侵入しているような、こういった状況が多く見られま

す。こういった開発の在り方がどうだったのか。こういった所がたくさんあるわけで、今

後どうしていくのか。それから、これだけ多くの人か亡くなられたのですが、どこに原因

があるのか。こういったことを検証しながら、今、法律改正という作業に入っているとこ

ろです。後ほど、またお話ししたいと思います。 

 これは最近の災害。例えば去年ですが、去年は伊豆の大島で、ご存じの方もいると思い

ますが、総雨量 824ミリという雨が降りまして、死者、行方不明者 39名。まだ 3名の方が
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行方不明という状況になってございます。伊豆の大島であります。それから右のほうは那

智勝浦。これは台風 12号。平成 23年、紀伊山地、紀伊半島ですね。そこに大きな雨が来

まして、災害が起こって、深層崩壊というような大規模な現象があちこちで起こったとい

う、そういう災害でございます。那智勝浦だけでも死者が 21名ということで、これは非常

にお気の毒だったのが、那智勝浦の町長さんの奥さま、それからお嬢さま、ともに土石流

で流されて、亡くなっておられます。私も災害直後に行ったんですが、ご家族が亡くなら

れた中で、町長が陣頭指揮の役割を負っておられて、掛ける言葉もなかったということで

あります。非常に悲惨な状況でありました。ここも今、一生懸命対応させていただいてお

ります。 

 それから、今年。最近では、御嶽山の火山噴火というのが、9月 27日。この火山ってい

うのは、今は気象庁のほうが観測体制がどうだったのかっていうようなことで、マスコミ

なんかにも非常に厳しく追及されたりしておったんですが、非常に前兆現象がとらえにく

い中で噴火が起こったと。水蒸気爆発みたいなことが起こってしまって、運の悪いことに、

多くの人が山に登っているタイミング。しかもお昼時ということもあって、山頂には多く

の人がいたという、そういう悪い条件が重なりまして、死者 57名、行方不明 6名というこ

とであります。こういった火山が起こったときも、砂防部としては緊急調査というのをや

って。その後の火山灰が出てきますと、それが今度、雨で下流へ出てきますので、そうい

った火山地域の泥流対策というようなことも、国がやるということになっております。こ

こは火砕流。低温火砕流。最初、気象庁は火砕流と言わなかったんですが、火砕流という

ことになります。低温火砕流と言われるようなものが、こういうふうに発生して、沢へ流

れ落ちている。南のほうへ流れ落ちているんですが、こういったものが、その後の雨で下

流へ出てきておると。ただ、人家に至るまでは至っていないということで、今のところ小

康状態ということであります。それから火山は、日本は火山国でございますので、雲仙の

普賢岳。これは平成 2年。ここも非常にたくさんの方が亡くなられました。それから、平

成 23年 1月の 19 日だったと思います。新燃岳が噴火しました。これはマグマによる噴火

ですので、今回の御嶽山の水蒸気爆発とは違って、もっと多量の土砂が出ました。ここも

国のほうで調査に入って、いろんな対策をやらせていただいております。 

 それから今度は地震なんですが、先ほど、雨、火山、地震と言いましたけど、地震によ

る土砂災害。これは例えば、平成 20年の岩手・宮城の内陸地震なんかでは、斜面が崩れて、

河道閉塞が起こると。河道閉塞が起こって、何が困るかというと、ダムアップみたいな形

になるわけですね。ダムアップして水がどんどん貯まって、今度、越流が始まりますと、

どんどん浸食されると。そうすると、あるとき、その水圧に負けて、土砂が下流へ流下す

るということになります。そうなると、それは土石流形態で下流へ流れ落ちるということ

になりますので、非常に危険な状況になる。従って、地震が起こったときに、われわれが

すぐに調査をして、こういった河道が閉塞するような状況があるのかないのか。これを至

急チェックするという、そういう作業にあたります。平成 23年の東北地方を襲った太平洋
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沖の、東北地方太平洋沖地震。東日本大震災ですが、このときも揺さぶられたことによっ

て、斜面が崩れ落ちて。見ていただいているのは、これは栃木県なんですが、ここでは 10

名の方が一瞬にして亡くなっておられます。津波の死者っていうのが非常にクローズアッ

プされていますから分かりにくいんですが、東日本大震災でも山が崩れて、多くの方が亡

くなっておられるという実態がございます。 

 近年の土砂災害。これ、見ていただきますと、大体、近年 10年を平均取りますと、1184

件ということになります。今年は多いとは言っても、まだ 1000 件ちょっと超えたというこ

とで、これから、まだ、どれだけ起こるか分かりません。平均よりは、ちょっと上回って

いるという状況。ただ死者が、これ、見ていただいたら分かるんですが、82名ということ

で、非常に死者の多い年になっております。平成 23年は、先ほど言いました、新燃岳とか

東日本大震災があって、それから紀伊半島を台風が襲った災害であります。圧倒的に多い

のは、この 2537件というのが、平成 16年です。これは、どんな年か覚えておられますか？ 

日本に台風が 10個上陸した年ですね。台風が 10個上陸して、それから中越地震が起こり

ました。中越地震。世の中の動きで行けば、三位一体改革の年でもあります。そういった、

平成 16年っていうのは、これは大変忙しい年でありました。私もこのときは本署の砂防部

におりましたので、毎週出てきて、どの台風で、どこがやられたか、だんだん分からなく

なるくらい、毎週毎週、台風が日本上陸して、どこかやられていくという、そんな状況で

ありました。 

 今年、ざっと俯瞰しますと、真ん中に日本地図を描いてございますが、この日本地図の

色の濃い所が、非常にやられている所であります。発生件数の多い所であります。非常に

多くの県が災害に遭っていますが、特にこの赤い色の濃い所で、多くの災害が発生してい

るということであります。広島とか長野県南木曽。それから神奈川の横浜でも、死者が 2

名出ていますし。それから岩国辺り、山口県とか。高知県では 2000ミリの雨が降りました。

記録的な雨が降って、大きな地すべりが起こったりしています。それから、兵庫県の丹波

市。これも非常に大きな災害。あちこち崩れているんですが、死者が 1名だったというこ

とで、本当に被害の状況を見たら、よく 1名で収まったなというような、そんな状況であ

ります。トータル 1010件ということで。これ、見ていただいたら分かりますが、土石流が

302 件、地すべり 56 件、がけ崩れが 652件。大体、がけ崩れっていうのが、ものすごい多

いんですね。起こりやすいんです。土石流は起こりにくいんですが、起こると、こういっ

た大きな被害をもたらします。地すべりは、地すべり地形のある所で起こりますので、そ

れほど数はないですが、規模の大きいものが動き出すと、なかなか対応が大変。しかも、

地すべりは動き出すと、なかなか止まらないので、対応が長期化するということになりま

す。 

 それから今度は土砂災害の特徴ですが、自然災害による死者、行方不明者の中で、土砂

災害、非常に大きな割合を占めております。その中で特に、災害時要援護者と言われるか

たがたですね。これは山口県防府市ライフケア高砂やったんですかね。こういった所で死
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者が 7名出た所ですが、こういった災害時要援護者施設と言われるようなものが、結構、

土砂災害の危険箇所に立地されていることが非常に多いんですね。事情はいろいろあると

思うんですが、少し広い場所が欲しいので、山裾に立地されたりとか、少し街中から外し

た所に立地されたりして、非常に危ない所に建っているケースが多くあります。従いまし

て、こういった災害時要援護者の被害っていうのは、意外と大きいことになっています。 

 こういった土砂災害が多いという状況を見ていただきましたが、その理由であります。

まず一つは、これは皆さまがたも、よくご存じだと思うんですが、日本の特質として、一

つは火山国であるという。世界の約 1 割であります、110 の活火山が分布しているという

ことですね。それから地震が非常に多いという。ここを見ていただいたら分かりますが、

これはマグニチュード 3以上の地震の分布、震度分布を落としていきますと、日本地図が

見えないぐらいに、すっぽり。これはプレートの上で、こういうことが起こっているとい

うことですね。それから、もう一つは、地質が非常に脆弱。これは日本列島の起源に起因

するんですが、非常に脆弱な地質、複雑であると。付加体なんかが載っていうような、複

雑な地質であります。それから台風が通り道。これは平成 16年の台風 10個の年でした。

こういった台風。その結果、これが危険箇所のある、市町村別の色の分布です。北海道は

さすがに土地利用が減ったりしていますから、そんなに危険箇所の多い所はないんですが、

西へ行くと、こういう形で、全部真っ赤っかという形になります。こういう危険箇所が非

常に多いということであります。それから雨の降り方なんですが、実感として雨がだいぶ

強くなっているという。これはデータです。これは全国約 1300地点のアメダス。気象庁の

アメダスから集計した、1000 地点当たりの回数ということになりますので、データはしっ

かりしています。データはしっかりしていますので、このデータを使った解析というのは、

かなり、どこに出してもおかしくないデータです。例えば 50ミリ以上の発生回数ですが、

これは平均 174回が・・・これ、10年ごとに取っているんですがも、だんだん増えて、205

回、236 回と、明らかに増えていると。それから、この下のほうは土砂災害の増加。移動

平均みたいな。10 年ごとぐらいに取って見ていくと、やっぱり増えているということにな

ります。ですから、先ほど 1000 件を超えると言いましたけど、昭和 58年から平成 14年で

出すと、840 件ぐらいですから、非常に増えているというのは言えるんじゃないかなとい

うふうに思っています。ただ厳密に言うと、災害の定義が若干変わっているかもしれない

ので、このアメダスデータほど厳密性はないかもしれません。ただ傾向として、やはり増

えているということは言えると思います。雨が増えていくと、災害も増えていくと。ある

意味、当たり前のことなんですが、こういうデータからも裏付けられるということであり

ます。 

 これは、よく使う IPCCですね。気候変動に関する政府間パネル。これの第 5次の評価報

告書。これを基に気象庁が作って、今後どうなるかという。皆さんも、よく見ておられる

と思いますが。いずれにしても、いろんな予測値がありますが、一番多い所で 4.8度、一

番少なくとも 0.3 度。この幅で移動というか、気温が変化するのではないかということで
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あります。要するに、今世紀末ですが、21世紀末までに、世界の平均気温が上昇すること

は、どうも、このまま行くと、かなり確度が高いということになります。日本にも最近、

スーパータイフーンなんていうのが襲来するようになって、その理由はいろいろあるんで

しょうが、やっぱり海水温が高くなって、水蒸気が供給されてみたいな、そういう解説を

されています。こういった地球温暖化の影響ということが言えると思います。先ほどのや

つをベースにしているんですが、これがまた、文科省と気象庁と環境省の『日本の気候変

動とその影響』という。2012 年版で、ちょっと古いですがが、このデータを見ても、やは

り増えていくということになります。特に 21世紀末頃の、どれぐらい増えるかという中で、

温かい所は、もっと温かくなるという、そんなことを感じられるような状況になっていま

す。あと、年間。この地域別の 1時間降水量 50ミリ以上の年間発生回数の変化っていうの

も、現在と 21 世紀末頃と書いていますが、見ていただいたら、やっぱり全国的にどこの地

域でも増えてくると。要するに、雨が強くなるというような予測になっています。これは

予測ですから、当たるかどうかは分かりませんが、そういう傾向にあることは間違いない。

国交省の国土技術政策総合研究所っていうのが筑波にあるんですが、そこが、洪水頻度が

どういうように反映するかというようなことを、あるモデルで作っていますが、これで行

きましても、やっぱり、あちこちの地域に雨が増えるわけですから、当然、洪水の頻度も

上がるんですが、1.8 倍から 4.4 倍ぐらいになると、こういうふうな分析結果を出してい

ます。これは公表資料ですが、研究資料として出しています。 

 そういう状況の中で、今、土砂害対策ですけど、これはよく使っている絵なので、皆さ

ま、見たことのある人も多いと思うんですが、国土をしっかり監視しながら、われわれ対

策としては、やっぱりハード対策というのを真ん中に置いています。これは事業そのもの

で、施設で整備していく。施設で守るということですね。これを中心にしているというの

は、要は、やっぱり施設で守らないと、人命とか財産ですね。それから公共施設。こうい

ったものは守られないわけです。ですから、これを中心に置いています。ただ、お金がか

かります。時間がかかります。簡単に行かない。だから、財政制約がある中で、優先順位

をしっかりと立てて、着実に実施していくということにならざるを得ないです。最近、予

算がどんどん減っていますので、最盛期の半分ぐらいになっていますから、なかなか、そ

のハードも進まない。 

 一方、そんな中で、このソフト対策としての警戒避難。これは特に人命を守るほうの警

戒避難体制をしっかり取るということで。これは平成 13年に土砂災害防止法というのがで

きてが、その前から、いろいろソフトはやっており、法律に基づいてやり出したのは、平

成 13年からということになります。住民の方にいろんな情報を出して、市町村から避難確

保していただくような一助にしていこうということであります。 

 それから、もう一つは、土地利用規制に土砂災害の観点から踏み込ませていただいてお

ります。これも土地利用規制っていうのは、いろんな法律があって、いろんな法律で、い

ろんなやり方があるんですが、土砂災害防止法に基づいて、こういった土地利用規制、私
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権の制限をやっていくというような。要するに、危ない所に被害を受けるような建物が建

たないようにするとか、そういったことをやっていこうということで、地規制であります。

これは、実は画期的だったのは、後追いでかけるという。既に既成の市街地ができている

所に後から網を掛けて、私権を制限するという法律ですので。最初に作ろうとしたときに

は、そんな法律は日本じゃできないということで、だいぶ反対された経緯があります。何

とか作って、それ以降、津波まちづくり法とか、いろんな法律が、その後、出てきていま

すが、こういった発想で、後から私権の制限をかけるような、そういった法律の立て付け

になったような、その最初の法律であります。今、ちょっと話を整理しますと、施設の整

備、ハード対策は、生命、財産を守る上で重要であります。土地利用規制としては、危険

箇所を増やさない対策であって、警戒避難は少なくとも生命を守るということであります。

この三つが、今の日本の土砂災害対策の中心ということになります。 

 ちょっと法律の話をしますと、まず、事業法みたいな形で、土砂災害の発生源で事業を

やるための法律っていうのが、砂防法とか地すべり等防止法、急傾斜地法っていうのがあ

るんですが、この平成 13年にできた土砂災害防止法っていうのがソフト対策でありまして、

要するに土砂災害を受ける側のエリアの法律であります。警戒避難体制を整備したり、開

発を規制したり、建築物の構造規制、移転勧告、避難に資する情報の提供と、こういった

ことをやるようになっております。 

これが法律制定。砂防法っていうのは、実はカタカナ法で、いまどき珍しいカタカナ法

でありまして、明治 30 年に制定されています。それから、これは事業法という言い方もで

きるんです。あと、地すべり等防止法。これは昭和 33年ですね。これは砂防法の中ででき

ない部分を、地すべり対策として法律を作ってやったということであります。それから 44

年に、これはがけ崩れですね。急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律。これががけ

崩れ対策ということで作った法律です。これは昭和 42年。長崎、佐賀、広島、兵庫、新潟、

富山、和歌山、局地的豪雨ということで、この年も、大変災害が多かった年なんですがが、

この年に、こういった、がけ崩れの法律ができました。 

それから土砂災害防止法。これは平成 11年に広島で・・・ここに書いていますね。平成

11年 6月ですが、広島市とか呉市で多発した、がけ崩れ災害、土石流が継起になった。こ

のときは 31 人の人が亡くなって、1人が行方不明になってるんです。当時は、小渕さんで

すね。お父さんのほうですが、小渕さんが総理で、こういった危ない所に住まわして、災

害が起こって、そこに対策をするっていうのは、やっぱり物事がおかしいんじゃないかと

いうことで、やはり、まず立地規制みたいなことも、しっかりやらないといけないという

ことで、法律を作れという総理の命で、この法律ができたわけであります。これが平成 12

年。23年には、それを改正して、これは何をやったかというと、大規模な災害が起こった

ときに、市町村では、やはり対応が大変だろうといことで、国が入ってやるということに

なったんです。例えば、河道閉塞みたいな天然ダムができるとか、火山が噴火するとか、

そういった災害をイメージしていますよと。そういった場合は国が調査に入って、市町村
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長さんに、いつどこが危ないか。これを情報として出して、避難をしていただくような、

そんな体制であります。皆さんもご承知のように、避難勧告、避難指示っていうのは、こ

れは災対基本法で、地元のことに非常に精通している市町村長さんが出すということにな

っていますので、そういう方に、勧告、避難に資する情報をお出しするという、そんな発

想ですね。そういう法律であります。 

 ちょっと施設整備とハードの話もさせていただきたいと思いますが、土石流。特に今回、

長野県の南木曽で、死者 1名の土石流。これはテレビで映像なんか出ましたので、皆さん

見ておられると思いますが、土石流っていうのは、要するに、土砂や砂礫が水と一体とな

って、一気に下流を襲うような現象であります。南木曽では蛇抜けとかいう言葉で伝わっ

ていたという話ですが、非常に破壊力が大きい。前に大きな石が集まるようなことになる

んです。が非常に破壊力が大きいものですから、私ら、土石流が発生して、被害が出たと

きは、もう、これはかなりひどいなと。今回、広島のときの第一報というのは、8月の 20

日ですが、第一報を聞いたときに、土石流が一定地区で複数発生しましたという報告が入

ったんですね。それを聞いた途端に、ものすごい災害になっているだろうと思って、すぐ

に防災センターに走るというような形になったわけなんです。それは不幸にして、ああい

う大きな災害だったわけであります。土石流というのは非常に怖いというふうに覚えてい

ただければ間違いないです。 

土石流対策としては、なかなか難しいんですが、砂防堰堤で止めるということなんです。

下流へ土石流を流下させない方法としては、この堰堤で防ぐというのが結構効きまして、

ぴたっと止めているような例が多いんです。山の中で起こりますから、あまり、この堰堤

が、こう止めたといっても、これはニュースにならない。下流へ出てきて、氾濫して、災

害になると、これはニュースになりますけど。ですから、山の中で結構、人知れず止まっ

ているという例は、多分、たくさんあるはずなんです。この砂防堰堤というのは、土石流

の力を考慮して設計して作っていますから、まず壊れることはないです。かなり止めると

いうことになります。この資料は、予算要求用で作っているような資料なんですけど、予

防投資。事前に投資しておくと、被害をかなり軽減できますよと。後からやると大変です

よというような、そういう資料ですね。今回、これは確か、滋賀県大津ですね。大津の北

小松。滋賀県なんかは、最近あんまり災害はなかったんですが、ここに砂防堰堤を入れて

あって、こういうふうにスペースが空いていますが、こういった所に土石流がいっぱいに

なって、この下流の集落。これを見ていただくと分かりますけど、密集して、谷の出口み

たいな所に家がありますから、土石流が氾濫していると、かなり被害が出たということに

なります。こういったものも未然に防止したということであります。 

 それから、地すべりです。地すべりは、いろんな形態がありますので、なかなか簡単に

言えないんですけど、かなり大規模な地滑りになりますと、これは昭和 60年に発生した、

地附山。長野県ですね。死者 26名を出した地すべりがあります。老人ホーム松寿荘だった

かな。老人ホームがやられてしまって、多くの死者が出ましたけど。これなんかは、かな
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り速いスピードで土砂が動きましたですね。普通、じわじわ、ゆっくりゆっくり動くこと

が多いんですが。こういう形で、上に木とか家とか載っけたまま滑って動き出すような、

そんなイメージです。こういったものをクラックと言いますけど、こういったものが、あ

ちこち入ってというような。非常に大きな滑り面を作って、この滑り面に沿って滑ります

ので、じわじわ滑ったり、割りと速く滑ったり、いろんなものがあります。土塊の量が多

いので、なかなか滑り出すと止めるのが大変。力が非常に強いものですから、なかなか、

大変厄介なものです。気付かないうちに、じわじわじわじわ地すべりが起こっているよう

なものもあってですね。上に載っているような家なんかは分からないですね。地面が勝手

に滑っているわけですから。家に変形でもあれば分かるんですけど。そんな所もあります

ね。そんなに気付かない所もあります。地すべり対策は、とにかく水を抜くということに

尽きまして、地下水が悪さをするということで、水を抜くのが基本です。ですから、水を

抜く工事というのは、やることが多いですね。ボーリングをして、水を抜いたりとか、も

う一つは、滑る力に抵抗しようということで、アンカーを打ったり、くいを打ったりとい

うような。場合によったら、もっと、ものすごい深礎工というような、こういうのを作っ

て。大きなくいみたいなものなんですけど、穴を掘って、ここにコンクリートを詰めてみ

たいな。大きなくいを作るような、こういったこともやります。 

 それから、がけ崩れ。がけ崩れっていうのは、非常に起こりやすい。要するに、重力で

裏山の斜面が崩れ落ちるみたいなね。小さな目でも、すぐ崩れる。こういったがけ地って

いうのが、非常に首都圏の中でも多いです。横浜、横須賀辺りに行くと、がけだらけです

ね。横浜なんか、今年、2 名の方が亡くなっておられますが。そういう、がけが滑ったり

することも多いということであります。これも発生頻度が非常に多いということで、覚え

ておいていただければと。こういった対策で、よく見る、道路の斜面なんかでもよくやり

ますけど、のりがけ工みたいな。こういったことをやる場合もあります。 

 それから次に、土地利用規制の話をさせていただきたいと思います。これは災害のあっ

た広島の、実は、佐伯区という所なんですが、もうちょっと西のほう。今回、災害のあっ

た所は西のほうですが。開発の状況を時系列的に、1966年、74年、1980年、1990 年。み

んな古いですが、赤が危険な箇所と思っていただいたら。1966年には 4カ所しかなかった。

これが、ずっと開発が進んできましたら、1999 年の調査では、24カ所に危険箇所が増えて

いるということです。その結果ということになりますが、平成 11年の 6月、こういう土砂

災害防止法の契機になった災害ですね。31名の方が亡くなって、1名が行方不明というこ

とになっております。非常に悲惨な災害が起こってしまったということです。 

 土砂災害防止法っていうのが、これなんですががけ、土石流、地すべり。一応、こうい

うふうに三つの災害の形態に分けています。便宜上ですね。件から、ある程度決めて。害

力と言いますが、土石流だったら、土石流の力を計算して、家がつぶれるぐらいの力がか

かる所を、このレッドって引いていますが、土砂災害特別警戒区域という。これは同じく

がけですね。がけの、イエロー、レッドとか呼ぶんです。要するに、土砂が移動する範囲
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をイエロー、強い力がかかる所をレッドっていうような言い方をして。イエローは警戒避

難体制を整えましょうというエリアです。レッドは、そこにいろんな規制。行為規制。例

えば、開発を許可制にしたり、建築物の構造規制を行う。それから、場合によっては、移

転の勧告も行う。これまで移転勧告は、実は 1件もされたことがないんですが、こういっ

た移転等の勧告制度なんかもあります。こういった、ある意味、私権を制限すると言いま

すか、利用規制をかけるという法律であります。こういうイメージを見てもらうといいん

ですが、イエロー、レッド、どんなふうになっているかという実態ですね。こういう形に

なります。こういう危ない所が、いろいろ出てくる。こういう所、結構、今回の広島なん

かも、これによく似ています、こういうイエロー、レッドみたいな書かれ方をするわけで

すね。こういうふうに指定していきます。 これが指定状況ということになりますが、大

体見ていっていただくと、例えば、このグレーが、実は土砂災害の危険箇所と呼んでいる

もので、われわれ、2 万 5000 分の 1 の地形図で、平成 14 年に調査して、公表している結

果なんですね。実は、この区域指定っていうのは、2500 分の 1の地形図でエリアを決めま

すから、精度が上がって、昔、調査したやつよりも、数が増えっちゃったりしているんで

す。例えば、島根県を見ていただくと分かりますが、これが危険箇所。もともと想定した

危険箇所ですけど、実際、調査をしてみたら、これぐらい増えてしまったと。これは非常

に進捗管理が難しくて、分母に考えていた土砂災害の危険箇所よりも、分子が超えていっ

て、100 パーセントを超えてしまうというような状況になってしまっています。各県、進

捗がでこぼこしてしまって。 

これは何でこんなことになったかというと、これは自治事務ということもあって、都道

府県の方針で、物事の優先順位ですよね。物事の優先順位として、こういったところに全

力を注いでやられて、早く進んでいる。例えば、長野県なんかも結構進んでいます。数が

多くても頑張っている、島根とか山口みたいな所。兵庫なんかはイエローだけですが取り

あえずほぼ指定したということになっています。ちょっと広島なんかは遅れていると怒ら

れているんですが、数がもともと多い。全国で一番多い、3 万 2000 カ所ぐらいあって、4

割弱進んでいるんですが。だから絶対値的には結構進んで、頑張っているんですが、率か

ら言えば 4割ぐらいということで、遅れているということになって。今回、災害があった

所も、まだ掛けてなかったものですから、非常にお叱りを頂いたと。去年、大島ですね。

東京都もこういう形で、当初の数を超えて、頑張って区域指定しているんですがが、伊豆

の大島には掛けてなかったんですね。それでまた怒られていたわけです。そういうことで、

非常に区域指定っていうのは、なかなか進まないという状況になっています。今回、法律

改正も進まないというのが、一つ問題になっていましてですね。進まないものを進めるた

めの法律改正という言い方もできます。後でまたご説明します。このレッドの中では、こ

ういった行為制限みたいなことが行われたということですね。開発を規制する、建築物の

構造規制。こういったことを行っているということです。 

 それから移転勧告をするんですけど、移転の勧告をするにあたって、何かメリットみた
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いなものをね。区域指定っていうのは私権を制限して、土地の値段も下がりそうだし、イ

メージも悪くなると、悪いことばかりじゃないかというような思いが、自分がそういう土

地の持ち主だったら、思うと思うんですが。一つは、警戒避難体制がしっかり整えられる

というのと、それから移転をしたい場合に、レッドにかかっていますと、がけ地近接等危

険住宅移転事業というようなものがあって。これは額で言いますと、480 万ぐらい出るん

ですかね。特殊土壌地帯。例えば、広島みたいな所だったら、800 万弱ぐらいの。トータ

ルですよ。トータルでお金が出るということで。場合によったら、そういうのを使うとい

うこともできる。それから、住宅金融支援機構の融資。これは融資ですから、そんなに大

きいメリットじゃないかもしれませんが、こういったものも。それから、防災集団移転。

防集というやつですね。防災集団移転促進事業。これは 10戸以上の集団移転っていうよう

なことを補助するとなっていまして、東日本大震災の後は、この 10戸が 5戸に特例措置と

して緩和されたという例もありますが、普通は 10戸以上ということであります。こういっ

た、いろんな制度もあって、移転をしてもらうことはできなくもない。今まで 60件ぐらい、

がけ地近接・・・われわれは、がけ近って略して呼ぶんですけど、がけ地近接等危険住宅

移転事業。これで 60件ちょっと既に移転をやられた例はあります。こういった、移転に対

する新制度みたいなものも、一応あると。十分ではないかもしれませんけど、一応あると

いうことですね。 

 それから今度、警戒、避難のまとめですが、ハザードマップを整備したりですね。先ほ

ど、イエロー、レッドの絵を見てもらいましたけど、あれがハザードマップになっていく

わけですが。それから警戒情報の発信。それから情報のシステム整備、防災意識の向上。

こういったことに取り組んでいます。土砂災害の警戒情報みたいなものも、また後ほど説

明しますが、しっかりと、いつ危ないかというのを出していくということですね。これは

ハザードマップの例です。これは広島ですね。佐伯区という所の、ハザードマップの例で

あります。どう避難するか、どこへ逃げるかみたいなことが分かるようになっています。

いろいろ情報がいっぱい入っていて、これを読み解くのは、なかなか、ちょっと力が要る

かもしれませんが、こういったものを各戸配布なんかしていただくと、非常にいいかなと

思います。こういう、イエロー、レッド、いろいろ危ない所があるということですね。た

だ、このハザードマップの公表ですが、今、市町村の中で、約 62パーセントですか。これ

が公表済みの市町村であります。多いと見るか、少ないと見るか、微妙なところですが。 

 それから、土砂災害警戒情報というのがありまして、これは今、天気予報なんかで、土

砂災害の発生の危険性が高まっていますとか、そういうふうなのをアナウンサーが言う場

合には、これが出ていると思っていただいて結構なんですが、土砂災害警戒情報というも

のを出しています。これは気象台と都道府県の砂防部局が共同で出すということで、要は、

どこが危ないかっていうのは、先ほどのイエロー、レッドの指定で大体分かりますよね。

いつ危ないかっていうのが、もう一つポイントになるんですね。いつ危ないかっていう。

どこが危ないか、いつ危ないか分かると、かなり警戒避難に実効性が伴うようなことにな
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ってくるんです。いつ危ないかっていうのは、なかなか予測するのは難しい。土砂災害の

場合はですね。これは、今、気象台が大雨注意報を、まず出します。その後、警報が出ま

す。警報が出た後に、土砂災害警戒情報が出ます。特別警報っていうのがありますけど、

これは最後の警報であります。何かちょっと、いろいろ誤解されて、この特別警報が出る

まで逃げないとか、いろんな話があったりとか、ややこしいんですが。この特別警報とい

うのは、避難のための情報というよりは、最後の最後の警報というような位置付けになっ

ています。土砂災害警戒情報っていうのは、この辺で出るタイミングなんですね。この土

砂災害警戒情報が出たときに逃げていただくと、まず土砂災害に巻き込まれることはない。

ただし、空振りはあります。空振りはあります。ですから、空振りを恐れていると、この、

なかなかタイミングで出せない。この辺りが難しいところです。 

いっぱい書いてあって申し訳ないですけど、これが実態ですね。土砂災害警戒情報の発

表で、これは長崎県ですが、こういったものを出すわけですね。テレビなんかでも、最近

よく、こういうのがバーッと、テロップが流れたりしますけど。土砂災害警戒情報とか出

ますよね。これは気象台とか都道府県のほうが情報を流して、住民にまで行くようにする

んですが、こんな仕組みになっているんです、実は。過去のデータを基に、こちらのほう、

横軸、X 軸のほうは、土の中の雨の染み込み方みたいな。これは長期雨量に、長雨に左右

されると言われていますが、土壌雨量指数と言っていますが、長期の降雨指標。これ、縦

軸は短期間の、60分積算雨量。要するに、強い雨ですね。雨が降りだしたら、この二つの

座標で追っていくわけですよ。今の雨の降り方はどうかというようなことを、順番に追っ

ていきます。ここに基準線が引いてあって、ここから向こうのエリアに行くと、過去に土

砂災害が発生していますよと。この手前なら大丈夫ですというところに、一応、閾値みた

いなものを引いて。 

この雨を追っかけていく。これはスネークラインと呼ぶんですが。ヘビみたいになって

いるので、スネークライン。これを引いていくわけですね。ここで降雨予測が入るんです。

もう後、2時間後に、このラインを超えるかどうかという。2時間後に超えると、要するに

危ないゾーンに入るので。この 2時間っていうのが何かというと、これは避難のためのリ

ードタイムですね。2時間前に出すということにしているんです。ただ難しいのが、この 2

時間後の雨っていうのが、気象庁さんの降雨予測精度の、気象庁さんは本日いますかね？ 

怒られるかもしれないけど、おられたら、すんません、まだ精度はよろしくないんです。

当たらない。だから、ここで 2時間後っていうのが当たらないと、しんどいことになるん

です。一応、2 時間後の降雨を予測して、危険ゾーンに入る前に、入ることが分かった時

点で土砂災害警戒情報を出します。だから、これに従ってもらえば、まず、いいんですが、

この欠点は、実は市町村単位で出すというのが一つある。 

市町村全体に出して、一斉に避難なんていうことは、非常にナンセンスな感じがします

よね。土砂災害について言えば。最近、そういう出し方もあるんですが、これは、やっぱ

り、あんまりよろしくない。要するに、行政のエクスキューズというか、何かあったとき
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の言い訳のための避難勧告みたいな。もしくは避難準備情報とかね。何か、そういうふう

に取られがちなので。今、われわれがやろうとしていることは、ここの精度を上げるのは、

もちろんなんですが、もう一つは、こういう。これはメッシュで計算しているんですよ、

実は。ですから、このメッシュの幅を小さくしていって、地域が分かるような、そういっ

た・・・要するに、地域がもっと細分化して分かるような。例えば、何々の集落が危ない

とかですね。そういうのが分かるように細分化していこうということ。これは福井県の例

ですが、こういうふうに細分化していくようなことを、今、一生懸命やっているところで

す。 

これはだんだん細分化していくと、どの地域が危ないかというのが、もっと限定的に分

かりますから、首長さんは避難指示なり、避難準備情報なり、避難勧告なり、非常にしや

すくなるということです。今、残念ながら、土砂災害はこの情報を使ってもらうしかない

です。一番合理的だと思っています。いろんなやり方があるんですけどね。例えば、道路

なんかで通行止めするときに、総雨量 100ミリ、時間雨量 50ミリとか、よく使ったりしま

すが、そういうやり方もないことはないです。多分、このやり方が一番合理的だろうと。

今、考え得る。だから駄目元でいいから、これを信じて出してくださいと。空振りを恐れ

ないという。前の防災担当大臣の古屋さんなんかも、空振りを恐れるな、なんて、しょっ

ちゅう記者会見で言われていましたけど。空振りをしてもいいから、とにかく出してくだ

さいと、こういうことであります。これが土砂災害警戒情報ということで。これは、もっ

ともっとこれから、これをブラッシュアップして、精度のいいものにして、使い勝手のい

いものにしていきますので、ぜひ覚えておいていただきたいと。今度の土砂法改正の中の

一つの目玉は、この土砂災害警戒情報を、土砂災害防止法の法律の中に位置付けるという

ことが、一つ、ポイントになっています。ですから、これは、ぜひ皆さん、この土砂災害

警戒情報の活用というのを、しっかり覚えていただければと思います。 

 それから、もう一つは、日本っていうのは非常に地質、地形、そして気象条件。いろん

な意味で、災害が起こりやすいという特徴を持っています。これは、しょうがないです。

われわれの持っている宿命であります。そういう体質と言ってもいいかもしれません。で

すから、しっかり国土保全。これをやるために、しっかり国土を監視していく必要がある

ということであります。これは国土保全に資する、国土監視・観測ということで、今、衛

星からのレーダーとか、そういった技術を活用して、しっかりと監視するとか。それから

いろんな計器を据えていますので、画像情報も含めてですね。こういったデータを集中管

理していくと。それから、もっと言えば、研究段階ですが、SNS ですね。ソーシャルネッ

トワークシステム。ああいった情報を活用して、いろんな起こっていることを解析できな

いかとか、そういったことも取り組んでいますね。いろんなつぶやきの分析みたいな、そ

んなイメージでありますが、そういったこともやっています。ですから、いろんな国土を

監視して、どこでどんなことが起こっているのかっていうのが早期に分かるようにという

のが、われわれの危機管理としての備えであります。ですから、24時間、こういった情報
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が、センサー情報ですから、24時間入ってくるということです。 

 特に 23年の紀伊半島のときです。これは合成開口レーダーっていうんですけど、衛星や

SAR っていうやつですね。これは衛星から取ったレーダーを解析して、時期の違うレーダ

ーの結果を基に、どこで何が起こっているかが分かるようにすると。これは震度計を付け

てですね。震度計も三つぐらいあれば、到達の速さと、震度の読み方で、どの場所で起こ

っているかっていうのが確定できますよね。ですから、こういった震度センサーで、どの

場所で何か起こったと。崩れたときに、振動が起こりますから。それを今度、衛星から、

その場所のデータを取って、何が起こっているか解析すると。この合成開口レーダーは雲

があっても見えますから、ヘリで飛んで目視するよりは、もっと合理的なのかもしれない。

ただ、たまたまタイミングよく、そのデータがあるかどうかっていう問題はありますが、

今はそういうことができるような環境になりつつあるということです。ですから、こうい

う宇宙の技術を使ってやるとかですね。それから、こういったレーダー測量。事前に・・・

レーザープロファイラーって読みますが、そういったレーザー測量をやっておいて、地形

の情報を取っておくと。それを何か起こったときに、また飛んで、同じことをやって、そ

の差を見る。これによって、例えば、どういうふうな現状が起こってという具合に、土砂

の量が崩れたかとか、そういうことも全部解析できる。こういったデータも、しっかり取

る。 

 今、国土の、確か 7割ぐらいは、このレーザープロファイラーのデータはわれわれは取

ったデータを全部預けて、国土地理院のほうが持っています。ですから、かなりの部分、

こういったレーザープロファイラーデータを持っていますので、必要なときは言ってもら

えば、これは国の財産ですから自由に使えますので、そういうのを覚えておいていただけ

ればと思いますね。データの蓄積、そういったものの活用、こういったことも、非常に大

事なことだというふうに考えています。 

 それから、もう一つは、危機管理の話で、ちょっとついでに、土砂災害防止法の中で、

非常に大事なポイントがあるんです。これは大規模災害。大規模災害っていうのは、こう

いったら怒られますけど、市町村の人もおられますが市町村のほうで、例えばですが、こ

ういった大規模な河道閉塞が起こったときに・・・これですね。起こったときに、天然ダ

ムができたと。この天然ダムが、いつ崩れるかとか、崩れたときに、どこまで到達するか

っていうような解析技術。こういったものは、なかなか市町村でやろうとしても、しんど

いですよね。こういう技術を、要するに市町村でできないような技術を、国なりが入って、

この調査をして、こういった解析シミュレーションをして、どこで何が起こったかという

のを、さっきの宇宙のレーダーを使ったりしながら解析をしたり、またはヘリの中かで飛

んで見たりですね。これ、ちょっと分かりにくいんですけど、ここにブイがあるんですけ

ど、これ、天然ダムの水位を測るブイなんです。こういったものを開発していまして、水

位が上がってきたら、どれぐらい上がってくるかっていうのが分かるわけですね。どれぐ

らいたてば、越流するか。先ほど、ちょっと言いましたけど、この越流こそ、天然ダムに
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とっては一番の弱点で、これが越流しだすと、どんどん浸食されますから、一気に崩壊が

進むということになる。そうすると、あるときに突然、力のバランス感覚が崩れて、水と

一緒に土砂が下流へ押し出されると。大体、土石流が発生しちゃうという、そういうこと

になります。大量の水と大量の土砂が一気に流れ出すということで、非常に危ない状況に

なりますので、これを調査して、こういうふうに、緊急情報と呼んでいるんですが、いつ

どこがやられるかというのを解析するんですよ。これがないと、避難勧告とかできません

から。これ、紀伊半島のときにやったんです。紀伊半島の災害のときに河道閉塞ができま

したから、天然ダムができましたから、こういうふうにシミュレーション計算をして、こ

こが危ない、いつ危ないっていうのを、市町村長さんに通知をしました。これ、一応、地

すべりは都道府県がやることになっているんですが、火山噴火とか河道閉塞。火山噴火は

灰が積もった所の割合とか、そういったもので緊急調査に入るかどうか決めてあるんです。

基準を決めてあるんですが、こういった、ある程度、専門的技術がないとできないような

ことを、国なり県なりがやって、市町村長さんをサポートすると。こういうのが一つ、ポ

イントとなっています。この法律は、国が市町村を支援する、もしくは県を支援するとい

う、そういうふうな形になっています。要するに、できる所からやるっていうような発想

でしょうかね。そういうことであります。土砂災害防止法自体は、自治事務そのものなん

ですけどね、区域指定したりするのは。この緊急調査、こういったところについては、か

なり国の関与みたいなところが認められているということであります。 

 これは内閣府が今年 9月 22日に出された、避難勧告のマニュアル。ここに内閣府、空振

りを恐れず・・・きょうは内閣の方もおられるということですが。空振りを恐れず、早め

に出せというふうに書いていただいております。それから、土砂災害警戒情報。先ほどご

説明した、警戒情報の発表。それから、避難勧告。助言を求める相手を明確にしたらどう

ですかと。例えば、管区の気象台とか、国交省の河川事務所とか、都道府県の県土整備事

務所。こういったものですね。こういったことを書いていただいております。ちょっと、

ここにお見せしてるんですが、市町村の防災対策を考えたページということで、土砂災害

警戒情報が出たら、防災対応の全職員が登庁等って書いています。なかなか大変な話を書

いていただいています。 

 それから、防災教育。きょう、実は国会で質問が出ているんですが、防災教育の質問が

出て、文部科学省の方も呼ばれたりして、今、こういった防災教育にも力を入れていかな

いといけないということで。土砂災害については、教科書出版社。いろいろ働きかけもし

まして、小学校 5 年の社会の教科書とか、6 年の理科。こういったところに載せていただ

いています。こういった防災教育という点では、群馬大学の片田先生が有名ですよね。釜

石の奇跡とかね。片田先生は言っていましたが、防災教育なんて、小学生にやるのが一番

いいと。小学生でないと、もう駄目ですよなんておっしゃっていました。やはり、そうい

った人は、みんな大きくなっていくし、小学生は家に帰って、お父さん、お母さんにもお

話しするということもあるし、小学生をターゲットにすべきだというようなことをおっし
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ゃっていました。それから、避難指南型っていうんですかね。避難するのは、どうだこう

だって指南するっていうんじゃなくて、状況証拠を提供するような。要するに、今はどう

いう状況にいて、自分でどう判断して逃げないといけないのかというような、そういった

状況を提供するような、状況提供型の教育をすべきだっていうようなことも、ちょっとお

っしゃってましたですね。今、国交省も、これに一生懸命力を入れているところです。こ

ういうふうな現場見学会とか出前講座とか、いろんなことをやらせていただいております。

こういうのは非常に、結構手間暇かかりますし、言い方悪いですけど、面倒臭いと思うと

きもあるんですけど、やってみると良かったなと必ず思うようなことなので、地道にコツ

コツ、こういったことを定期的に。特に 6月は土砂災害防止月間というふうに決めていま

して、いろんなキャンペーンをやっていますから、そういったときを中心にやると。子ど

もたちに教えているつもりが、教えられることも多くて、いろんなことが勉強になります。

こういったことを、今、一生懸命やっています。 

 それから、警戒避難のことですね。イエロー、レッドとか指定して、いろんな前兆現象

とか、そういったときに、いろいろご説明していたら、たまたま、その区域指定が終わっ

た後に大雨になって、崩れて、土石流が出たんですが、そういったお話を聞いていたので、

避難をしていただいたという事例もある。これは大雨警報が出て、夜中の 1時に土砂災害

警戒情報が出て、避難勧告が夜中の 3時半に出ています。夜中の 3時半に避難勧告を出す

というのも大変なことですよね。ほんで、前兆現象を確認して、避難を実施されて、その

直後に土石流が発生して、助かったと、こんな状態ですが 1人の方が、とにかく他の家に

も呼びかけて、早く逃げようって言って、逃がして、全員助かったということであります

が。区域指定をやるときに、説明会がありますから、そういったときに、いろんなお話を

していたのが功を奏したということで、区域指定は大変ですが、住民の方にいろんな知識

を持ってもらう、一つのきっかけにもなるということであります。 

 それから、新たな取り組みということで、これは南木曽。今年の土石流災害であります。

残念ながら、1人の、12歳の男の子が亡くなりましたが、ものすごい大きな土石流であり

まして、ちょっとびっくりするぐらい、大きい土石流でした。出てきている岩の大きさが

何メートルとあるような、そんな大きな土石流でした。こういう被害が出ていますから、

あんまり偉そうなことは言えないんですが、これを見ていただきたい。これ、国交省が応

援しているというか、支援に入って、ヘリコプターで見たり、TEC-FORCE って、緊急災害

対策派遣隊って呼んでいるんですけど、押しかけ型の災害対策の技術者の集まりみたいな、

そんなイメージです。現地に入って、いろいろ調査をやったりとかやっています。イエロ

ーは、こういうふうに掛けてあったわけで、氾濫したのがこの辺ですから、イエローの範

囲内で氾濫はしているんですが、レッドは掛けてなかったんですね。掛けてなかったのは、

上流に砂防堰堤があって、大丈夫だという判断でレッドを入れてなかったのですが、ここ

まで出てきています。これが、その上流の様子なんですが、これを見ていただいたら、か

なりでかい土石流を止めるための砂防の堰堤が入っていたんです。ここにですね。これが
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丸々出来上がったのが、6 月です。それが、この 7 月に土石流が起こっているわけですか

ら、これが満杯になって。ここで、これだけ止めている。ものすごい止めているんですけ

ど、これだけ止めているけども、下流には出ているんですね。これ、見てもらったら分か

るんですけど、石が大きいですね。何メートルもあるような石ですから。こういったもの

が、ものすごい出てきている。一番大きいのは、10メートルぐらいの石が流れてきている

って言っていました。非常に、そういう意味じゃ、ものすごい大きな土石流が出る所です

ね。蛇抜けって、この辺じゃ、蛇が抜けたと言うらしいですけど。これはまた、その上流

にある砂防堰堤です。これは同じやつです。今、見てもらったやつと同じですけど、かな

り止めているのがお分かりいただけますかね。この石も、かなり大きい石ですが。これも

一部やられているのです。砂防堰堤が他にも止めてると。これも昔作った、薄い砂防堰堤

なんですが、これもだいぶ傷みましたが、上流いっぱいになっています。かなり上のほう

の砂防堰堤で土石流を止めていますが、下流で、やっぱり氾濫して、1 人の方が亡くなっ

たということであります。これ、言い方は悪いんですが、こういった堰堤がなかったら、

かなり下流の被害は、もっと大きかったっていうのは、これを見ていただいたら分かるか

と思います。 

 これは広島です。広島は本当に、かなり集中的にやられていまして。長さで言えば、10

キロ。長さ 10キロ、幅 2キロぐらいの範囲で、ずっと雨は降り続いたんですね。バックビ

ルディング現象とか言っていますし、線状降帯というような言葉も出てきましたけど、ま

さにバックビルディング現象による線状降雨帯が、ここにあったということです。こうい

うエリアに、谷筋に、バーッと次々に雲が発生して、積乱雲が発生して、次々と送り込ま

れて、雨が降り続いたということになります。ここら辺が特に激甚な被害を受けたエリア

ですね。600 メートルぐらいの山なんですけどね。そんなに高い山じゃないんですが、花

こう岩を中心としたエリアです。特殊土壌地帯ですね。非常に、マサっていう弱い岩石。

花こう岩の、風化花こう岩です。これは、こういう状態ですね。土砂災害警戒情報が、や

っぱり出ていまして、ここで。見ていただいたら分かります。これが出て、これが出て、

土石流が、土砂災害が発生しているという。1 時 15 分頃に土砂災害警戒情報が出ていて、

3 時頃に、大体 2 時間前ぐらいに出ています。避難勧告は、残念ながら、その後になって

しまったということで。 

避難勧告の在り方は非常に問題だということで、今、市が検証委員会みたいなものを作

って、外部の人を入れて、いろいろ検証されています。非常に難しいです。夜中の雨です

から。見ていただいたら分かりますが、いったん降って、止んで、また夜中に一気に降り

出しているんですね。一気に。この時点で 20ミリですから、かなりの雨ですけど、その次

っていうと、こんな 90ミリなんていう雨ですから、この時点じゃ、とても逃げられない。

まして夜中ですから、夜中の 3時頃ですから、こんなときに逃がすわけにもいけない。じ

ゃあ、これは、どんなタイミングで避難勧告を出せたかと考えたら、非常に難しいという

のがお分かりいただけると思います。このときに、また、国交省の TEC-FORCEを派遣して、
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いろいろやらせていただいたんです。県警、自衛隊のかたがたと、行方不明の方を探すの

も一緒になって、いろいろやらせていただいたりとか、そういったこともしております。

ここで大事なのは、危険な所はどこかという、場所の決めをやらせていただいて、A ラン

ク、Bランク、Cランクみたいな、そういった、それぞれの経由の危険度みたいなものを判

定して、資料としてお出ししています。それに基づいて、いろんな対応を考える。もしく

は警戒避難体制を考えると、こういうことになっています。それが、この緊急点検と呼ば

れるもので、細かいグラフで申し訳ないんですが、これが Aランク、Bランク、Cランクと

いうことで、市のほうにもご説明申し上げたり。これが現地調査の様子です。現地、非常

に危ないので、雨のときとかは、もちろん細心の注意を払って調査しますが、こういった

所にどんどん入っていって、谷の状況とかを見て、点検しているということです。 

これが、その結果。当時、公表した結果なんですね。この、どこが危ないかというのを、

まず早急に把握するというのが、災害復旧の第一歩ということになります。組織も今、ち

ょっと作って、そういう室を作って対応しています。国のほうで、ちょっと。国と県と市

と林野庁、それから治山、いろんな所とで分担して、作業をやろうとしています。ここが

一つ、PR。これも砂防堰堤ですが、まっさら、何もなかった所に、今、こういうふうに土

砂が満車してしまったということです。この下には木造の古い家屋が密集してあるので、

この砂防堰堤がなければ、また悲惨なことになっていたのは間違いないと思います。今、

当面の補強対策で、こういう、ちょっと変わった、ネットみたいなので土石流を止めるよ

うなやつがあるんですけど、これが早くできるので、今、これを設置しているところです。

下流の木造集落っていうのが、これで。木造の市営住宅だそうなんですが、こういう土石

流が出て、こういう形でピタッと止めています。これは 7 月 22 日、8 月 20 日ですけど、

この間に出てきたものを、ここで止めたということであります。これがなければ直撃です

ね。この辺りまでやられたと思います。これ 1基で、かなり人家を守ったということが言

えるかなと思います。 

 それから今回、実はきょう、衆議院の国土交通委員会っていうのが開催されていまして、

土砂法の一部改正っていうのをやっています。ちょっとホットな話題なので、ご説明させ

ていただきます。今回の広島の災害でそうなんですけど、基礎調査っていうのを、まず、

イエロー、レッドっていうのを指定するためにやるんですが、これが完了してなくて、区

域指定もできてなかったと。それから、土砂災害警戒情報が避難勧告基準になっていない

というか。危ない所に避難場所、避難経路があるということで、非常に問題。これは、あ

る意味、無理なくて、土砂災害の危ない場所っていうのが、まだ指定されてないわけです

から、それを避けるということも、なかなかできないということになります。 

今回、考えたのは、一つは、この土砂災害の危険性のある区域の明示。とにかく危ない

と分かった所は、早く公表しましょうと。本来なら、こういった区域を指定してから、イ

エロー、レッドの区域を指定してから公表するんですが、基礎調査が終わったら、行政側

はどこが危ないって分かるので、分かった段階で、すぐに公表を義務付けます。遅れてい
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る所については、是正要求ということ。これは自治事務ですので、是正の指示とか勧告っ

て、強い言葉はなかなか使えないんですが、是正の要求ということをしましょうというこ

とで、適切に行われていない場合。要するに、著しく遅れるとか、何か技術的に問題があ

るようなやり方をやっているとか、そういったものについては是正の要求をさせていただ

こうということであります。それが、まず一つ。 

 それから、もう一つは、先ほど言いました、土砂災害警戒情報。これを市町村にしっか

り通知するということを義務付けていくと。それから、一般周知も義務付けです。結構厳

しい、義務付けという言葉を使わせてもらっています。それから、避難勧告。これ、出す

のはいいんですけど、今度、解除するのが、なかなか難しいんですね。地すべりなんかが

起こったりすると。これを解除するための、いろんな助言もやらせていただくと。それか

ら、警戒避難体制の充実強化という中で、市町村の地域防災計画をしっかり明示していっ

てもらうとか、先ほど言いました、こういった社会福祉施設、学校、医療施設等に対する

情報伝達もしっかりやっていくということであります。 

 それから、これは総括的になるんですが、国による援助ということで、助言とか情報提

供をしっかり国もやりましょうということで、これは努力義務です。われわれの努力義務

として、この法律に位置付けるという。これは、今回、臨時国会ですので、災害が起こっ

てから、臨時国会までの時間が短いので、その間にできることしか、ちょっと書けなかっ

たのですが、一応、こういったことを法律の改正内容として、今、審議をいただいておっ

て、うまくいけば、きょう、採決も、もう間もなく採決で委員会を通ることになるように、

祈っているわけでありますが、そういうことでございます。こういう法律改正を、広島の

災害を受けて、今、一生懸命やっているというところでございます。 

 それから、深層崩壊。これは新たな行政ニーズとしてですね。昔からあることはあるん

ですが、長期に大きい雨が降るということもあって、この深層崩壊というようなことが、

非常に起こりやすくなっています。ですから、これに対する備えというのを、しっかりや

っていこうということで。この深層崩壊というのは、『NHKスペシャル』なんかでも、いろ

いろやったので、皆さんご存じかもしれません。表層崩壊っていうのは、表土層が崩れる

ようなイメージなんですが、深層崩壊っていうのは、その中にある基盤。要するに、石み

たいなものですが、それが崩れる。それごと崩れるっていうんでしょうかね。そういった

イメージです。非常に深い所から崩れるということで、深層崩壊という言葉になっていま

す。 

 過去にも起こっているんですよ、いろいろ。今に始まったわけじゃないです。鹿児島の

針原の災害とか、宮崎県の鰐塚山なんか。この辺も千何百ミリ降ってた雨ですからね。こ

れが 2011年の台風 12 号。紀伊半島の災害ですね。非常に大きな土砂が出てきます。これ

は深層崩壊、土砂災害ということで、そのものが崩れてやられたり、それから土石流にな

って流下したり、それから先ほど言っています、天然ダムになったりします。天然ダム、

非常に怖いと言っていたのは、こういうプロセスがあるんです。こういうふうに、まず河
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道が閉塞して、水が越流し出す。堤体を浸食して、これが拡大して、どこかでバランス崩

れて、流下すると。それを防ぐためには、水位を上げない、水を抜くということしかなく

て、なかなか、それが難しいんです。 

中国では、もっと強烈で、これを見てもらったら分かります。これ、下流なんですね。

これが上流の状況なんです。こういう状況が、天然ダムが決壊して、一気に土石流が出て、

亡くなってしまうと。中国、すごいのは、日本だったら、こういうことが起こったら、も

う大変なことになるんですが、中国では、人為的にダムを、わざと決壊させたと言ってい

ます。そういう形で、日本とは全然対策が違うなと思って、びっくりしました。あと、こ

ういう排水ポンプなんかで、水をどんどん抜いたり。安全に仮の排水路を作って、水を流

してやるようなことを、一般的な工事としてやっています。 

 これ、インドネシアのアンボン島という所で、天然ダムが決壊する映像なんですが、ち

ょっと見ていただいたら。こういうふうに、対策を一生懸命やったんですけど、間に合わ

なかったんですね。越流が始まっちゃうんです。そうすると、こういう状況になるんです。

こういうふうに、どんどん浸食が進んで、あるとき一気に崩れ去ります。こういう形です

ね。これが崩れたところですね。下流に、こういう形の泥流みたいなものが一気に流れ下

って、何もなくなると。日本で実は、いつ、これが起こるかというのを、技術援助をして、

情報は出したんですね。その結果、ここにいた人は、ほとんどの人が逃げて、助かりまし

た。2 人か 3 人行方不明です。これ、海まで行っちゃっている映像ですけどね。これは流

れた後の映像であります。そんなことで、日本では決壊させないので、よく分からないと

ころがあるんですが、こういうふうに海外でも起こったりして、崩れたりしているという

ことであります。中国の例もあるんですが、中国とかインドネシアで、こういうことが起

こったと。日本は、構造線沿いに、こういった非常に深層崩壊が起こりそうな所がたくさ

んあって、特に中央構造線ですね。この辺り。この辺りに、深層崩壊の箇所が、かなり集

中しているということですので、この辺りの地域におられる・・・ここだけじゃないんで

すが、深層崩壊の可能性が非常に高いということで、こういった危険性を周知するための

マップなんかも作って、今、配布しているところであります。 これが、そういった推定

頻度マップという。22 年 8月に公表しました。ピンクの所が非常に危険度の高い所であり

ます。こういうのは一つの目安ですけどね。相対的評価ですから、そんなに恐れることは

ないんです。危ないのは、やっぱり中央構造線沿いが危ないというのはお分かりいただけ

るかと思います。これが、もっと、さらに深層崩壊跡地の密度マップとかですね。 それ

から、もう少し細かいやつを。これで見ると、大体地域が分かりますので、これも一つの・・・

やり方としては、いろんなやり方があるんでしょうけど、一つのやり方です。評価マップ

というものを作って、これもお配りしていますので、もしくはホームページから見られる

ようになっていますので、自分の所の地域が、どんな地域、どんな危険性があるのかとい

うのを知っていただければと思います。これは、ちょっと省略させていただきますが、深

層崩壊対策で、ハードの対策、どんなのがあるかというのを書いているだけです。やはり、
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施設を入れるとなったら、こういう深層崩壊で、ものすごい土砂の量が出てきますから、

数でもたせるか、大きいものを作ってもたすか、いろんな手を考えていかないといけない

んですが、ハードだけじゃ、やっぱり対策しきれない面も多分にありますので。これは、

先ほど、ちょっと言いましたけど、地震の観測計を、あちこち分布させて、特に深層崩壊

が起こりそうなエリア。深層崩壊っていうのは、すごい大きい土砂が動きますから、波が

出ますね。土砂の移動現象による波が出ます。これを拾って、どこで起こったかというの

を推定すると。こういうシステムを、今、全国に張り巡らせています。ですから、今、ど

こで起こったかというのが分かるように。今、途上ではありますが、いずれ、こういった

ことが整備されますと、深層崩壊が起こったときに、すぐ位置が分かるということになり

ます。この辺も、先ほどお話しした話とだぶりますので、飛ばしていきます。 

 これは実際、台風 12 号のときに緊急調査をやったときの、いろんな事例であります。非

常に分かりにくいんですけど、このブイっていう。これは、何か賞をもらって。土研って

いう所で、土木研究所で開発して、賞をもらったんですけど、ここに入れておくと、水位

を刻々とメールで知らせてくれるので、私の携帯メールにも水位が入ってくるという、非

常に分かりやすい。刻々と危なさが分かってくるので、気が気じゃないんですけど、非常

に役立つことは間違いないですね。これはヘリコプターで、ブイを落下させるだけでいい

んです。こういう形で、ポンと。インドネシアでも、これがかなり活躍しました。日本に

いても、インドネシアのアンボン島という島の天然ダムの水位が分かるというような、そ

んなことになっておりましたね。国交省、ちょっと PRになるんですが、すぐに災害が起こ

ったら、こんなふうに映像が見られるように。これ、ただ、設置しに行くのが人間なので、

命賭けで、危ない所に行くという。男気を出さないと、こんなことは、なかなかできない

んですけど。非常に危ない所に行って、カメラを設置して帰ってくるという、そんなこと

もやっています。 

 これが先ほど言いましたけど、緊急情報というやつでシミュレーションをやったときの

絵です。どこが危ないっていうのを図面に示して、市町村長さんに渡した絵ですね。これ

がダムなんですけど、これが崩れたら、このメッシュを掛けている部分が危ないですよっ

ていう。どこまで到達するかっていうのが分かるようになります。ここにある人家。この

中、今、人家はないですが、人家があれば、そこをどいてもらったほうがいいと、こうい

うことになるわけですね。これが実際の現場です。現場に行くと、あまりのすごさにびっ

くりしますけど。深層崩壊が起こった所ですね。非常に危険な工事なので、これ、ロボッ

トです。施工機械。ここで操縦しているんですけど、無線操縦です。危ないから、人が入

れない所に、機械を入れて、操縦しています。こういった無人化施工っていうんですけど。

これ、福島の原発の所で大活躍するような技術になっちゃったんですがともとは火山地域

で、砂防で危ないから、無人化の機械を開発したやつなんです。それから、分解型の建設

機械みたいなものもあります。これはヘリ運ぶんですね。分解して。要するに、道がない

所、山の中ですから、ヘリで運んで、パーツを落として、こういった機械を組み立てて、
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工事に入るということになります。人も機械もヘリで運んだりするということになります。

これは一つの現場ですね。こういう大規模なことも、いろいろやっておりますので、ちょ

っと話題提供で持ってきました。 

 あとは地震の話。先ほど言いましたけど、こういった地震による都市災害みたいな話も

いろいろあります。東日本のときは、こういうふうに、いろんなことが起こりました。特

にあんまり知られてないんですけど、3.11 の翌日ですね。これまた地震が発生するんです

けど、ここで、こういう大きな山崩れが起こったりしましたですね。これは平成 16年の中

越地震の河道閉塞になります。この辺も、ちょっとまた。これは平成 20年の岩手・宮城の

天然ダム。湯ノ倉温泉という所が埋まっちゃったんですけどね。これも、すごい大きな土

砂ですね。この辺は、工事の工程ですから省略します。あと、国交省としても、今、南海

トラフの巨大地震。これについて、どうするかっていうようなことを、いろいろシミュレ

ーションして、備えようということをやっています。これも、ちょっと飛ばします。非常

に、こういった将来を見ると、いろんなことをやらないといけないということで、今、工

程表を作って、いろんな対策をしているところです。これも、ちょっと飛ばします。 

これなんか、被災者支援をどうやるかっていうようなね。実際、起こったら、津波高が

5 メートル以上が想定される地域とか、震度 6 強以上が想定される地域とか分かっていま

すので、どういうふうに物資を運ぶかとか、どこから警戒するかとか、こういったオペレ

ーションを、実際、いろんなシミュレーションをやっているということです。 

首都直下についても、これ、今、いろいろ検討しているんです。緊急対策推進基本計画

みたいな。これ、閣議決定されていますが、こういったものをベースに。これは内閣府が、

もちろん中心になってやっているんですが、国交省としても独自に、どこから、どう道路

を啓開して入っていくかとかですね。そういったことも、しっかりと、今、シミュレーシ

ョンをして、一応、いろんな案を作っているということです。 

 あと、維持管理の問題。これは老朽化の話ですので、どんどん施設は古くなりますから、

これをどういうふうに維持管理していくかと。一遍に悪くなりますので、そうならないよ

うに、徐々に徐々に、うまく、長くもつように、ライフサイクルコース等を考えながら、

しっかりと維持管理をやっていこうということです。飛ばします。これが、要するに、不

具合が生じてからやるよりは、計画的にやったほうがいいという、長寿命化計画ですね。

こういったことを、まめに、きっちりやっていこうということであります。 

 あと、海外。土砂災害っていうのは、今、スリランカで、ものすごい大きな地滑りが。

地すべり言うより、土石流ですね。発生していますが、100 人以上の方が亡くなったって

いうようなことも出ています。海外の土砂災害って本当、桁はずれなんです。例えば、4000

人とかですね。インド、ネパール、4000 人が亡くなったとか、アフガニスタンで 600名と

かですね。インドネシアで、これが先ほどのアンボンで、5200人以上の住民が避難してい

たと。ブラジルも 900 名の方が亡くなる。そういうことで、非常に数が、桁が違うんです。

今、スリランカとブラジルですね。ブラジルで、今、プロジェクトをやって、日本の技術
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者を派遣しています。土地利用をしっかりやってもらおうということであります。 

いろんな国際技術協力。砂防関係、いろいろやらせていただいていまして、ここに書い

てあるような国々と共同研究をやったり、人を派遣したり、会議をやったりさせていただ

いています。日本が世界の土砂災害の技術をリードしているということなんですが、これ

は要するに、日本にいかに土砂災害が多いかということの裏返しなんですね。その辺の国

際会議なんかもやっているということであります。 

 今年、国連防災会議が、3 月、仙台で開催されます。このときにも、兵庫行動枠組みに

続く新たな防災対策枠組みを定めることになっていますが、こういったところで、土砂災

害の関係も会議をやることになっていますし。11月には奈良で、インタープリベントって

いう、国際防災学会みたいなことも開催されるということで、今年、国際関係が非常に目

白押しということになっています。いろんな所で、いろんな国と、いろんなことをやって

いるということですね。 

 これ、先ほど言っていましたが、アンボンの、日本が提供したブイです。河道閉塞を起

こしたときの。これはブラジルで、今、豪雨があって。ちょうど、ルセフ大統領って、こ

の間、当選、再選されましたけど、非常に防災に力を入れている大統領で、日本の土砂災

害防止法のスキームを、ブラジルに移転してくれということで、今、専門家を 3名出して

対応しているところであります。これも、ブラジルの災害の現場ですね。私も、ちょっと

行ってきたんですが。これが、そのプロジェクトです。日本の土砂法を、ブラジルに根付

かせるということです。あとはスリランカ、インタープリベント、海外の話ばかりになり

ます。 

 最後に、ちょっと PR です。SABO という言葉ですね。津波は、もう国際語なんですが、

SABOという言葉も、かなり国際的には通用するということで。トルーマン大統領の最高技

術委員会の会長っていう、ローダーミルクさんっていう人が、国際水文学会いう所で、SABO

を世界の公用語にするよう提唱されて。そういったこともあって、今、SABOっていうこと

で、土砂災害を防ぐ技術ということで、かなり世の中、世界的にも認知されるということ

になっております。これは PRでございます。私からは以上でございます。どうもご清聴、

皆さん、ありがとうございました。 

 

Ａ－ メンテナンスというのは非常に重要だと思うんですが、構築物そのものの、どうや

って老朽化を防ぐかということもあるんですが、それは、ちゃんと効用は発揮しているん

だけれども、既に、これまで発生した分の土石流なり崩れで、いろんな堆積物で、かなり

埋まっているという状況があると思うんですけど、それはどういう形で、それを排出した

り、誰がどういうふうにするのかっていうのを、ちょっと教えていただければと思います。 

 

＜大野氏＞ 除石というんですけど、石がたまった所を取るっていうので、除く石ですね。

除石なんですけど。これは、それぞれ施設の管理者がやることに、一応なるんです。今、
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管理型の砂防堰堤というのを作っていまして、これは除石を最初から組み込んであって、

たまると取りますっていう。だから、工事で道路を作って、堰堤の構造も除石しやすいよ

うなものにしてあるんですね。こういったものを作ってやっているものについては、除石

を前提として工事をやっています。もう一つは、実はためることによって、効力を発揮し

ているような堰堤もあるんです。これは川の勾配を良くするとか、要するに、谷の斜面を

押さえて、崩れないようにしているとか。こういうやつは取っちゃ、逆にいかんのです。

こういうタイプの砂防堰堤もあるんです。ですから、堰堤のタイプに応じて対応するんで

すが、除石するのは、それぞれの施設の管理者。例えば、国がやっているものであれば、

国が取るとかですね。県でやっているやつは、県で取るとか。今年、御嶽山の噴火の後、

長野県は自分のところが作った砂防堰堤が、結構いっぱいになったので、次に出てくる泥

流に備えて、除石を大至急やるということで、取られたりしています。そういったことは、

一応、事業の中で、それをやるということになります。 

 

＜質疑応答＞ 

Ａ： 砂防堰堤のお話しの中で、非常に効果があるということでお話を聞いていたんです

が、この広島の土砂災害、8 月にあったりしまして、今後の砂防堰堤の整備が、これまで

よりも急ピッチに進んでいくとか、そういった動きっていうのは、これから出てくるんで

しょうか？ 

 

＜大野氏＞ 災害の後の施設の整備っていうのは、通常の予算と別の予算っていうのがあ

りましてですね。これは仕組みの問題なんですが、災害対応の経費みたいなものが、別に

国の予算の中に計上されてあって、その予算を使うんですね。ですから、災害が起こった

所は、進捗がグッと進むという言い方はできると思うんです。例えば、今回、広島では、

その災害のお金で、30 カ所ちょっとぐらい、その 30 何基は災害のお金で、一気に進むこ

とになります。そういう形なんですけど、ただ、通常の予算は、それによって、そう大き

く変動しないので、それ以外の所は通常のペースでやっているという、例年の予算要求の

流れの中でやっていくということになりますので。災害が起こった所については、しっか

り手当てしていくと、こういうことになるかと思いますけど。そうですね。そ 

 

Ｂ： 衛星を活用した防災の常時監視のようなことについて、今後の青写真ですとか、そ

ういったことをお聞かせいただければと思います。 

 

＜大野氏＞ これ、和歌山県もかなり、紀伊半島の災害のときに大変だったと思うんです

が、一応、そういった深層崩壊が想定されるようなエリアについて、構造線を中心に必要

な、震度計みたいなものを置いて、どこで何が起こるかっていうのが分かるように備えた

ということです。今現在。これを活用して何をやるかというと、やっぱり危機管理なんで
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すよね。先ほど言いましたけど、土砂災害防止に基づく緊急調査に入る。要するに、災害

が起こったときっていうのは、大体天気が悪いですから、すぐに入れない。どこで何が起

こっているか分かるまでに、やっぱり 1 日、2 日かかっちゃうんですよね。ヘリで飛んで

いっても、ヘリっていうのは雨の中飛べない、雲の中飛べないですから、天気が回復する

のを待って飛ぶんです。そうすると、初めて何が起こったかって分かりますよね。ところ

が、そうなると、1日、2日過ぎているし、その間に、ひょっとしたら天然ダムが決壊する

ことだってあるかもしれないという。そういうのを防ぐために、まず、どこで何かが起こ

っているというのを、その震度計から推測して、その部分を衛星データを取って、何が起

こっているか見ると。衛星データは雲があっても取れますので、そういったものを活用し

て、そこに入っていくと。どんなことが起こっているかが分かって、入っていくと。これ

で、だいぶ対応が早くなるだろうと考えています。だから、やっぱり国土監視というよう

な観点で、24 時間、何か・・・ひょっとしたら地震が起こって、山が崩れることだってあ

りますから、そういった国土を監視するためのシステムみたいなもんですね。これは、わ

れわれだけが、そういった情報を持っているだけじゃなくて、いろんな関係機関に、そう

いった情報を出して、何か起こっているというのは分かるようにしていきたいと思ってい

ますし。これは、やっぱり国としての危機管理として必要。一種の、国土監視と呼んでい

ますけど、国土保全の必要な技術の一つというふうに位置付けています。いろんな展開の

仕方があると思っていますが、まずは、そういう危機管理の活用というのが一番かなと思

っています。 

 和歌山県では、今、那智勝浦に研究所を作って、和歌山大学が、こういう衛星関係のこ

とを研究されていて、宇宙教育センターか何か作られていて、和歌山大学なんかともコラ

ボして、こういった衛星情報を使うような技術を、今、那智勝浦に作った研究所で、一緒

になってやろうということを、協定を取り交わしてやっているところです。 

 

Ｃ: 各県別のイエローゾーンとレッドゾーンのデータを見せていただいて、ちょっと不思

議に思ったのは、イエローゾーンばかりで、赤を、レッドゾーンを指定していない。例え

ば、神奈川県なんかは非常に少なくて。神奈川と東京はそんなに違わないと思うんですが、

地形的には。東京都のほうは結構レッドゾーンも指定しているとかですね。兵庫県なんか

もレッドゾーンがほとんどなさそうに見えるんですが、そういうのは各県の判断になるん

ですか？ 市町村の判断になるのか、それとも何か理由があるのかっていうのを教えてい

ただければと思います。 

 

＜大野氏＞ もともと、われわれの最初の方針は、イエローとレッドを同時に指定してく

ださいということでお願いしていたんです。あれは、もともと自治事務ですから、都道府

県知事の権限でやるべき事務なんですね。ですから、県によって方針がいろいろあって。

例えば、イエローっていうのは、先ほどお話ししましたけど、警戒避難体制の整備なんで
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す。土地利用規制はしないんですね。ですから、警戒避難体制を、とにかく全箇所、早く

やりたいと思われている県は、イエロー先行型と呼んでいるんですが、イエローを先に掛

けて、後からレッドを掛けようとされている。それが兵庫県であったり、神奈川県であっ

たり。何県か、他。山口県もそうなんですが、何県かあるんです。同時に一生懸命やろう

としていたのが、例えば、広島県なんかもそうなんです。レッドっていうのは反対者も多

いものですから、時間がかかっちゃったんですね。それを丁寧にやっていて、時間がかか

ったりしているんです。ですから、イエローのやつは、進捗が早いです。レッドを同時に

掛けているやつは、なかなか進まないという、そんなふうになってしまった。ただ、それ

は都道府県の判断。行政的優先度、何を優先したかということの現れかと思います。 

 

Ｄ: 広島市から派遣されております。資料の中で、ちょっと質問があるんですけど、小学

校の防災教育で、出前講座とかいうのを実例で挙げていただいたのですが、例えば、国土

交通省で、そういった防災教育に対する、市・町とか、いわゆる自治体に対しての支援策

というか、取り組みというか、そういったものも、あれば教えていただければなと思うん

ですが。 

 

＜大野氏＞ 今、先ほどちょっと言いましたけど、各、例えば、国の事務所、出先とかで

すね。こういった所は割りと、小学校、市・町の教育委員会なんかと相談させていただい

て、計画的に小学校で授業をやらせてもらっているんです。ですから、そういうのは割と

力を入れてやっていますので。例えば、広島だったら、太田川の河川事務所とか広島国道

とか、ああいった所がやります。特に砂防関係でいけば、太田川のほうで事業をやってい

ますから、そういった所と相談してもらえば、これはいくらでも出前講座みたいな形でや

らせていただくことになると思いますので、気楽に声をかけていただければいいかなと思

います。 

（了） 
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＜第 8回 防災連続セミナー＞ 

「災害心理とリスクコミュニケーション」   

 日時： 平成 26年 12月 3日 水曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 5階 講義室 5F 

 講師： 放送大学教養学部教授 奈良由美子 氏 

 参加人数：44 名 

 

 

＜奈良氏＞  

はじめまして。放送大学の奈良と申します。きょうは『災害心理とリスクコミュニケーシ

ョン』ということで、皆さまの前で講義をさせていただきたいと思います。本当に防災の

第一線で尽力なさっている皆さんの前で、こうしてお話しさせていただくことは、大変光

栄に存じます。今日は、どうぞよろしくお願い致します。 

 最初に私のバックグラウンドなのですが、今、紹介いただいたようにリスクマネジメン

ト、中でも生活者のリスク。生活のリスクマネジメントや、リスクコミュニケーションを

専門にやっています。とりわけ今回のセミナーのテーマで、防災に引き寄せて考えますと。

私は 3回の震災を経験しました、大きな。阪神淡路大震災。それから四川大地震。これは、

たまたま中国、成都へ出張中だったときに被災したものです。これは東日本大震災ですね。

それぞれにおいて、その震災によって生活がどう壊れ、そして人々はどう避難し、どう生

活を立て直そうとしたのか。そういったことをインタビュー調査やアンケート調査などか

ら、またアクションリサーチなどもしながら、研究を進めています。こういったバックグ

ラウンドがありますので、従って、きょうは生活者、住民がですね、皆さまからすれば。

住民がどうやって災害をとらえ、そして災害時にどう対処しようとしているのかというこ

とを、お話しできればというふうに思っております。 

 ということで、きょうの内容なんですが、大きく五つございます。一つ目、リスクコミ

ュニケーションとは。二つ目、せっかくのリスク情報なのに、三つ目、リスクコミュニケ

ーションの手法、四つ目、非常時と平常時との連動、そして五つ目が、リスクコミュニケ
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ーションの基本は「信頼」ということです。 

 さて、皆さん。リスクコミュニケーションという言葉を聞かれたことはありますか？ ち

ょっと手を挙げてください。あるという方。あっていませんという方、手を挙げてくださ

い。じゃあ、リスクマネジメントはどうですか？ 圧倒的にリスクマネジメントのほうが、

多く手が挙がったかと思います。そこで最初に、リスクマネジメントと、じゃあ、リスク

コミュニケーション、どう違うの？という話をしていきたいと思います。それが 1、リス

クコミュニケーションとは。副題として、リスクマネジメントとリスクコミュニケーショ

ンの連関が、安全・安心に結び付くという内容です。 

 お手元のレジュメでも、前のスライドでも、見やすいほうを、どうぞご覧ください。ま

ず、皆さんにお伝えしたいことは、リスクと一口に言うけれども、そして、そのリスクを

区別するやり方っていろいろあるんですが、こんなふうに分けることができるんだという

ことです。それは、客観リスクか主観リスクかという分け方です。客観リスクはどういう

ものかというと、物理的なリスク、それ自体です。つまり、望ましくない結果をもたらす

可能性についての発生のしやすさ。これ、頻度と言いますね。それから、結果のひどさ。

強度と言いますが。その組み合わせ、それ自体のことを客観リスクと言います。一方、主

観リスクは違います。どう違うか。人による判断のことを言います。人によって心理的に

認知されたリスクのことを、主観リスクというふうに言います。人による主観的な判断の

ことですね。当然ながらと言いますか、ほとんどの場合、客観リスクと主観リスクの間に

は、ずれがあるわけなんですけども。さっき手を挙げていただいて、多く手が挙がった、

リスクマネジメントは、一体どちらに働きかける人間活動かというと、客観リスクに働き

かける人間活動です。客観リスクを低減するための人間活動。これがリスクマネジメント

です。これに対して、しばしば、ほとんどの場合ずれを生じさせる、客観リスクと主観リ

スク。この間のずれのことを、パーセプションギャップと言いますが、このずれ。パーセ

プションギャップの・・・ここですね。低減させるための人間活動のことを、リスクコミ

ュニケーションと言います。 

 二つパターンがあるんですよ。このパーセプションギャップには。一つは、すごく危な

いのに、例えば、もう津波が来るのに、人々は大丈夫と思って逃げない。これは客観リス

クのほうが大きいパターンですよね。でも逆に、もう放射性物質の濃さは十分低いとか。

従って、この食べ物は、食べても十分安全なんだけれども、いや、怖い、怖い、怖い。と

ても不安だって言って、食べないっていうことがありますが、これは客観リスクよりも、

主観リスクのほうが大きいというパターンですよね。どちらにしても、このずれというの

は、さまざまな社会的問題を引き起こします。放っておいたらいけないんですね。そこで、

このずれに対しても、人間は何らかの働きかけを行って、減らさなきゃいけない。これが

リスクコミュニケーションです。危険を認知してない人は、危険だ、逃げろっていうこと

を言わなきゃいけない。あるいは主観リスクの大き過ぎる人には、そんなに怖がる必要は

ない。これぐらい安全なんだっていうことを言わなきゃいけない。それがリスクコミュニ
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ケーションだということです。 

 お手元のプリントにも、また同じ図が出ているんですが、見やすいほうを、どうぞご覧

ください。リスクマネジメントとリスクコミュニケーション。この関係は、いわば車の両

輪として、安全・安心を実現することだというふうにお考えください。リスクマネジメン

トは、こんなふうに定義されています。リスクを低減するために行われる、計画的、主体

的な管理過程のことです。これに対して、リスクコミュニケーションは、あるリスクにつ

いて、直接、間接に関係する人々が・・・これは皆さまと住民のかたがた、皆さまと部下

のかたがた、上司の方かもしれませんね。組織内外に、この関係する人々というのはいる

んですが、その人たちとの間でリスクの存在や形態や深刻さ、また受け入れ可能性につい

て、情報、意見を交換する、相互作用プライスのことを言います。ポイントは、どちらも

PDCAサイクルによって行われるということです。リスクマネジメントは、PDCA サイクルで

行うということは、これは皆さん、よくご存じだと思います。リスクコミュニケーション

も、実は極めて科学的な活動でして、PDCAサイクルに沿って行われます。アセスメントと

対応を行うわけですね。 

 恐らく、とても重要なのが、ここです。アセスメント。情報の受け手の把握です。皆さ

んで言えば、住民っていうのは、どんな人たちなんだろう？ 高齢者かな？ 子どもを抱

えている人かな？ 怖がりかな？ そうでもないのかな？ 年収はどうかな？ 体力はど

うかな？ そういうことをしっかりと把握した上で、提供すべき情報を検討し、そしてリ

スクメッセージを作成して、メディアを選択して、リスクコミュニケーションを実行する。

そして、うまくいったかどうかを再評価するんですね。リスクコミュニケーションは、実

は極めて科学的な、PDCAサイクルに沿った営みであるということが言えます。これは少し、

先ほど申し上げたことの繰り返しなんですが、リスクマネジメント、リスクコミュニケー

ション。両方が車の両輪となって、安全・安心の実現に向かわせます。一番いけないのは、

赤信号ですね。危険だし、不安。これがいけません。それから、危険なのに安心。これも

当然、客観リスクが十分大きいわけですから、これもいけません。じゃあ、これはどうで

しょう？ 安全だけど不安。これもいけませんね。要らぬ社会的問題を起こしてしまいま

す。風評被害なんていうのは、その最たる例ですね。従って、リスクコミュニケーション、

リスクマネジメント、両方行って、安全で安心な社会を作っていきましょう。これが二つ

の関係ということになります。 

 このスライドは、リスクと危機の違いを簡単に書いてあるものです。これは予備的知識

として、皆さんもよくご存じのことだと思いますが、おさらいという意味でもお伝えして

おきたいと思います。よくリスク管理と危機管理という言い方をしますが、あるいはリス

クと危機という表現をしますが、どう違うか。結論から言うと、リスクのほうが危機を含

みます。どういうふうに危機のほうが小さいかというと、危機、クライシスは、もう直面

している危険状態を指します。また、その損害が甚大である場合に用いることが一般的で

す。リスクはたとえ小さなものでも、及び将来の危険発生も含意していますから、リスク
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は危機を含みます。従って、リスク管理はクライシスマネジメントを含みます。もっと言

えば、リスクコミュニケーションとクライシスコミュニケーションの関係も同様です。ク

ライシスコミュニケーションは、緊急時に差し迫った危険状態について行うコミュニケー

ション。リスクコミュニケーションは、それも含めて、平常時から行うコミュニケーショ

ンのことを言います。こういった違いも知っておいてください。 

 では、次。今、簡単にリスクマネジメントとリスクコミュニケーションの違いを押さえ

たところで、ここから具体的な話に入っていきたいと思います。リスクコミュニケーショ

ンの具体的な話ですね。見出しは、「2」、せっかくのリスク情報なのに、・・・とあります。

副題が、パーセプションギャップと認知バイアスと書いています。さて、この講座は、セ

ミナーは、防災についてのセミナーであるというふうに承っています。そこで、本当に釈

迦に説法的なことでお恥ずかしいんですが、ごく簡単に、とりわけ住民、生活者の立場か

ら見た場合に、被災というのは、どんなフェーズをたどっていくのかということを、まず

押さえておきたいというふうに思います。 

 地震という災害を想定した場合に、地震が発生する。そこから何が起こるか。これは例

えば、林春男先生。京大の防災研の林春男先生が、四つのフェーズに分けておられます。

一つはフェーズゼロ、失見当期。地震発生から 10時間のことを言います。それから、10

時間から 100 時間までをフェーズ 1。それから、100時間から 1000 時間をフェーズ 2。そ

して 1000時間以降、フェーズ 3、復旧・復興期というふうに整理をされています。実は時

間と災害を一緒に考えることは、とても重要です。そして事後的対応と言いますか、地震

が発生してからは、このフェーズゼロ、フェーズ 1、フェーズ 2、フェーズ 3に沿って、そ

のときすべきことをしていくわけです。 

 じゃあ、地震発生前。事前的対応としては何をすべきか、というと、これは簡単です。

地震が起こって、時間の経過とともに何が起こるかということを、あらかじめ知っておい

て、そして各フェーズを想定して、地震に備えるということですね。私がいろんな地震、

実際に起こった調査でも、またいろんな世論調査の結果を見ていますと、フェーズ 1とか

フェーズ 2を想定した防災をされている住民の方って、結構多いんですよ。例えば、水を

備蓄していますとか、明かりをちゃんと用意していますとか、帰宅困難対策をしています

とか。これももちろん大事なんですが、しかしながら、住民の方が、生活者が、いの一番

にしなきゃいけない事前的対応というのは、言うまでもありません。フェーズゼロを想定

した、ともかく死なないという対策ですね。ともかく死なない。そのためには何が重要か。

もちろん自宅耐震補強であるとか家具固定なども、とても有効なのですが。とても有効で

すよね。やはり何と言っても、情報をうまく取得して、状況を判断し、避難するというこ

とが、最優先に重要なところだと思います。従って、住民のかたがたがすべきことは、フ

ェーズゼロのときに、とっさに情報をうまく活用できるように、その準備をあらかじめし

ておくということであります。それができて、初めて生き延びる。フェーズ 1や 2を想定

した対策や、また 3。生活を早く復旧させる、回復させる。つまり、フェーズ 3を想定し
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た、例えば地震保険に入っておくとか、こういうことをするということになります。優先

順位は 1なのですよ。ともかく死なないことなのですよということを、繰り返し強調をし

ておきたいというふうに思います。 

 さて、それでは、ともかく死なないための、フェーズゼロを想定した備えとしての情報。

情報ですね。状況判断ができて、避難するための情報。これについて、生活者は、住民は、

どういうことを踏まえておかなくちゃいけないか。大きく四つあるかというふうに、私は

考えています。一つは、正しい対応のリスク情報を、適切なタイミングで得るということ

です。それから二つ目、理解スキーマと行為スクリプトを持っておくということです。三

つ目、リスク認知バイアスが働くことを知っておく。その上で、想定にとらわれないとい

うこと。そして四つ目が、情報発信をするということです。順に見ていきたいというふう

に思います。 

 まず一つ目、リスク情報です。リスク情報は、もうそのまんまです。書いてあるとおり

です。リスクに関する情報です。私たちを取り巻く環境。自然環境、社会環境から、実に

さまざまなリスク情報が降り注いでいます。このリスク情報の分け方もいろいろあります

けども、ここでは 1次、2次、3次情報というふうに分けてみたいと思います。その分け方

の基準は、発信者としての他者がいるか、及び、加工のレベルがどれぐらい進んでいるか

という、そういう分け方です。まず、1次情報。これは情報発信者としての、明確な他者

がいません。従って、個人が主に自らの五感をレセプターとして、そして五感によってリ

スク情報を受信するというものです。典型的なものは地面の揺れですよね。地面の揺れ。

揺れを感じるとか、変な音がするとか、波の様子が見た感じ、やはり変だとか、焦げ臭い

匂いがするとか、酸っぱい匂いがする。防災に限らず、これはとても重要で、例えば牛乳

を嗅いでみて、あ、もう酸っぱい匂いがするから、これ飲んじゃいけないな、なんていう

のが、実はリスクの 1次情報なんです。次です。2次情報。これは、情報発信者としての

明確な他者がいます。そして 1次情報を基に、主に専門家による分析と評価が加えられて、

直接的なリスクメッセージを作成して、発信されます。皆さんは、こういうことに携わっ

ていらっしゃると思います。専門家として。定型的なものが各種ハザードマップ、警報、

それから避難勧告、避難指示などがそうです。さっきの食品の例で言うと、賞味期限とか

消費期限表示がありますよね。ああいうのは専門家が判断した、いわゆる 2次情報にあた

ります。そして最後、3次情報。3次情報になると玉石混合になるのですが、これは情報発

信者がいます。そして、1次、2次情報を基に、独自の解釈と情報の付加が行われて、リス

クメッセージが作成、発信されます。典型的なものが、マスコミ報道。あと、今ではネッ

トの書き込みですね。それからリアルでもよろしいのですが、口コミなども、これにあた

ります。繰り返しますが、3次情報は相当に玉石混合ですから、これは受信を注意しなけ

ればなりません。 

 さて、皆さんは、恐らく 1次情報を吟味して、2次情報を作る。そして、住民の皆さん

に届けるということをされているかたがたばかりだというふうに思います。2 次情報も、
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とても重要。そして、1次情報もとても重要ですね。例えば、こんな方がおられました。

私は東日本大震災の後に、被災地に行って、いろんなかたがたに聞き取り調査をしている

わけなんですが、宮城県の雄勝地区で、海の仕事、ワカメの養殖をしている女性の方がい

らっしゃったのですね。60 歳ぐらいでしたでしょうか。その方がこんなふうにおっしゃっ

たのです。あの日、3月 11 ですね。11日。「あの日、いつものように、朝から海に仕事に

出たのです。でも何か、あの日は海の様子がいつもと違っていたんです」っておっしゃっ

たんですね。波が渦を巻いていた。しかも、いつもなら波打ち際に、波がピチャーン、ピ

チャーンというふうに寄せて返す、そういう音がするんだけども、当日はザザザザザッ、

ザザザザザッ。まるで笹柳に、やぶに風が打ち付けるような音がした。その人は「何か胸

騒ぎがした」とおっしゃるんですね。いつも自分が見慣れている海と違う、音と違う。こ

れが科学的にどうかといったら、私は専門家でありませんから分かりませんが、少なくと

も、その方は自分の経験から、これは何かが違うというふうに思ったそうです。1次情報

ですね。そして、その日は早々に仕事を切り上げて、その方のおうちは高台にあったので

すが、だから助かっているのですけども、家に帰ったっておっしゃるのですよ。この 1次

情報の重要性というのは、やっぱり相当にあるなということを感じました。とりわけ若い

方は、2次情報にいろいろ頼っているところがあるというふうに思います。防災もしかり

ですが、食品安全もそうですし、いろんな面で 2次情報に随分頼って生活を組み立ててい

るというところがあるように見受けられます。今一度、1次情報をしっかりと活用するよ

うな、プログラム、教育。家庭教育、社会教育、地域教育、学校教育もそうですが、重要

だなというふうに、つくづく思った次第です。さて、従いまして、皆さんで言うと、もち

ろん 1次情報、生活者でもあるわけですから、1次情報をしっかりととらえることも重要

ですし、専門家の立場でいらっしゃる場合には、それを基にリスクメッセージを作って、

住民の皆さんや国民の皆さんに伝えるわけですよね。ぜひ生活者にとって、受信と処理、

活用がしやすいものを作っていただきたいというふうに思います。 

 それでは、二つ目のポイントです。ともかく死なない。フェーズゼロを想定した備えの、

情報が重要だよっていう話を、今してるわけですが、二つ目のポイントをお話ししたいと

思います。それが、理解スキーマと行為スクリプトという話です。ここのポイントの結論

を言いますと、こうなります。リスク情報の処理には、多くの正しい理解スキーマと行為

スクリプトが必要になってきます。私たちの身の回りには、リスク情報がいっぱいある。

リスク情報がいっぱいあるのだけども、それをうまく活用できるかできないか、人によっ

て随分違うのですね。じゃあ、それを分けるのは一体何か。その一つが、その人がどれぐ

らい理解スキーマ、そして行為スクリプトを持っているかということなのです。 

 理解スキーマ。これは心理学の用語なのですが、こんなふうに定義されています。手掛

かりとなる事象の次に、何が来るか。手掛かりとなる事象には、通常、何が伴っているか

について予測し判断する、推論の束のことを言います。例えば、皆さん、今、前を向いて、

講義を聞いてくださっていますが、ちょっと窓の外を見やったときに、煙が見えたとしま
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しょうか。皆さん、どう思いますか？ 火事だって思う方が多いじゃないですか？ これ

は、実は理解スキーマのなせる技です。皆さん、わざわざ、その煙が立っている所まで行

かなくても、確認しなくても、もう煙を遠くで見ただけで、火事かな？と思えるのですよ。

この定義で言うと、手掛かりとなる事象というのが煙なのです。皆さんは知っているので

す。煙には、ファイアー、火が伴っていることを、もうご存じなのですよ。だから煙を見

ただけで、火事だというふうに思える。これが理解スキーマです。じゃあ、こんなのはど

うでしょうね。皆さんが家を出たときに、雲が灰色で、どんよりしていると。皆さんどう

思って、どうするでしょうね？ 恐らく雨が降るなというふうに思って、傘を持って出る

のではないでしょうか。これが、まず灰色の雲という手掛かり情報を見ただけで、雨が降

る、もしくは午後から雨になるかもしれないということが推論できる。まず理解スキーマ

を持ってらっしゃいます。 

 加えて、雨という状況には、傘を差すということがふさわしいということを知ってらっ

しゃるのです。これが行為スクリプトです。行為スクリプトというのは、ある状況では、

ある行為文という、定型的なセットのことを言います。防災で考えてみましょうか。防災

で考えてみると、いつもと違う波の動きを見る。地面が揺れる。皆さんは、あ、津波が来

るなというふうに推論できますよね。これは理解スキーマです。そして津波のときには、

ともかく高台に逃げるということがふさわしいということを、皆さん知ってらっしゃいま

す。これが行為スクリプトです。こういった理解スキーマと行為スクリプトが、年齢が高

くなれば高くなるほど、経験を積みますから、増えてきます。若い方も学習をすれば、教

えてもらえば、身に付けることができます。この二つを、しっかりと高めていきたいとい

うふうに思います。でないと、せっかくリスク情報が降り注いでいても、私たちはそれを

見て、何も感じなく、無視をしてしまいますね。リスク情報に正しく反応できる、活用で

きるように、この二つを持っておきたいというふうに思います。 

 ところがという話を、三つ目のポイントで話をしたいと思います。今、二つのポイント

の話をしました。リスク情報、降り注いでいますよ。1次、2次、3次情報が降り注いでい

ますよ。それをうまく活用するには、私たちがあらかじめ、理解スキーマや行為スクリプ

トを持っておけばいいのですよっていう話をしましたよね。でも、それだけじゃ駄目だ。

話はそんなにうまくいかない。簡単じゃないのだという話を、三つ目でしたいと思います。

それが、リスク認知バイアスというものが、私たち人間にはどうしたって働くのですよと

いう話です。ほぼ逃れられない。リスク認知バイアスですね。これを私たちは、あらかじ

め知っておきましょうということです。平常時から知っておく。その上で、いざ、そのと

きが来たときには、総出でとらわれないでおきましょうということです。今、前のスライ

ドで、水色の線で囲っていますが、これは生活者自身、住民自身も知っておかなければい

けません。加えて、皆さん、住民の方を守るお立場にある行政のかたがた、それから企業

のかたがたも、本当に生活者には、住民には、これが働くのだということを知っておいて

いただきたいというふうに思います。 
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 この話を、ここからしていきましょう。先ほど、冒頭で見ていただいたのと似たような

スライドが、また出てきました。客観リスクと主観リスクは違うのですよって話、冒頭に

しましたよね。その間には、まず、ずれが生じますよ。これ、パーセプションギャップっ

て言いますよってことを申し上げました。二つのパターンがあると。主観リスクのほうが

大きい場合もあれば、客観リスクのほうが大きい場合もありますよっていう話をしたわけ

ですが。それじゃあ、何でこんなパーセプションギャップが生じるのかということです。

私たち人間は、随分賢くなってきたはずなのに、しかし、どうして、この客観リスクと主

観リスク、どうしてもずれちゃうのだろうかっていうことです。その理由が一番下の箱の

中に書いてあります。パーセプションギャップは、なぜ生じるのでしょうか。一つには、

リスクというものが、そもそも非常に分かりにくいからです。不確実性が非常に高いもの。

それがリスク高いのですね。加えて、それを判断する人間の側に、いろんな制約があるか

らです。それは時間的制約だったり、あるいはお金、費用の面だったり、あるいは、そも

そも情報処理能力がそんなにないという制約だったり。そういった制約を抱える中で、私

たちは一生懸命リスク情報を処理しますから、どうしたって、その過程には、客観リスク

のとおりには、それを見ることができない。従って、パーセプションギャップが生じてい

くのです。この制約を抱える中で、私たちが情報処理を行うプロセスにおいては、リスク

の認知バイアスが生じます。これがパーセプションギャップをもたす犯人と言いますか、

正体ということになります。 

 そこで皆さんには、リスク認知バイアスとして有名なものを、いくつかご紹介しておき

たいというふうに思います。皆さん、正常性バイアスという言葉を聞かれたことはありま

すか？ 結構いらっしゃいます。あるいは正常化の偏見でもかまいません。バイアスとい

うのは、偏見とかひずみということを意味しますね。正常性バイアス、正常化の偏見とい

うのは、極めて有名な、代表的なリスク認知バイアスです。あと、楽観主義バイアス、ベ

テランバイアス、バージンバイアス、同調性バイアスというものもあります。順に見てい

きたいと思いますが、ちょっとおさらいをしておきましょう。これまでの話のおさらいで

す。 

 今、ポインターで指し示しているのが、私たち一人一人ですね。で、個人です。私たち

の周りには、自然環境、社会環境には、リスク情報が、1次、2次、3次のリスク情報が届

いている、降り注いでいる。しかし私たちは、これをまっすぐ受け止めようとはしない。

あるバイアスメカニズムによって、ゆがめて、像を結んでしまうということです。このゆ

がめて結んでしまった像が、リスク認知。すなわち主観リスクであるということになりま

す。このゆがめるバイアス。代表的なものが、まず正常性バイアスです。これは異常事態

であっても、いや、大丈夫、正常な状態だと自分に言い聞かせて、心理的な安定を得よう

とするバイアスのことを言います。例えば、今、廊下で非常ベルが鳴ったとしても、ほと

んど・・・でも、皆さんはそんなことないですよね。一般に多くの方は、非常ベルが鳴っ

ても、様子を見ます。すぐには騒がない。確かめには行かない。誤作動だろうとか、誰か
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が間違って押したのだろう。そんなふうに思って、大丈夫、大丈夫と思う。これは正常性

バイアスの典型的なものです。しかし、この静かな学校の館内で非常ベルが鳴るというの

は、明らかに異常なわけですよね。しかしながら、それを和らげようとする。これが正常

性バイアス。皆さんの業務で言えば、防災の問題では、これは本当に深刻ですよね。地震

が来た、津波が来る。これは理解スキーマによって、知っているはずなのだけれども。従

って、行為スクリプトとして、ともかく早く高台に逃げることが重要。これも知っている

はずなのだけれども、そうはしない。なぜか。正常性バイアスが働くからですね。邪魔を

するのです。 

 それから次です。楽観主義バイアスです。これは自分の都合のいいように、リスクをゆ

がめて見るバイアスのことを言います。例えば、皆さまの中にも喫煙をなさる方がいらっ

しゃるかと思いますが、1本だけなら、ガンにならない、1本だけなら大丈夫だろうと思っ

て、物事を楽天的に見て、1本、また 1本とたばこをお吸いになる。それは楽観主義バイ

アスが働いていることを表しています。 

 次です。三つ目、ベテランバイアス。これも、やっぱり防災の現場では深刻かと思いま

す。つまり、以前、津波があの防潮堤を超えては来なかった。だから、今度も大丈夫だと

思ってしまう。以前経験して大丈夫だったから、今度も大丈夫とゆがめて見てしまう。こ

れはベテランバイアスです。逆もあります。以前、大変な目に遭った。だから今度も大変

な目に遭うだろうというふうに、リスクを過大評価する場合もあります。ベテランバイア

スは過小評価と過大評価、両方につながっていきます。 

 それから四つ目です。バージンバイアス。これは逆に未経験なために、リスクを過大評

価したり、過小評価したりすることを言います。 

 そして最後、同調性バイアス。これも深刻ですね。これは、特に日本人は働きやすいと

いうふうに言われています。どういうことか。周りの人が怖がっているから、自分も怖が

る。周りの人が怖がっていないから、自分も怖がらない。みんなが、まだ避難していない

から、私も避難しないということです。みんながワーッと逃げ始めたら、私も逃げるとい

うことです。これが同調性バイアスです。 

 ここからは、皆さんもいろんな災害の現場をご覧になってきたと思うのですが、今、申

し上げたようなバイアスが、実際に働いた場面を、いくつかの写真を提示しながらお話し

をしたいというふうに思います。やはり東日本大震災の被災地なわけですけども、まず一

つ目は、宮古市の田老地区の大防潮堤のお話をしたいというふうに思います。ここは皆さ

んご存じのように、壊滅的な被害があったわけなのですが、田老地区が何で有名かという

と、高さ 10 メートル、長さ 2000 メートルを超える大防潮堤で有名ですよね。万里の長城

とも言われている所です。ここを実際は、この津波は防潮堤を乗り越え、また引き波で多

くの家が、多くの命が失われたという所ですね。私が、やはり、その被災現場で、震災の

後に、この地区のかたがたに聞き取りをしたところ、ベテランバイアスと正常性バイアス

が大きく働いていたということが分かりました。ある漁師さん。海を知り尽くした方です
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よね。70歳ぐらいの方でしたが、海をよく知っている方でさえ、こうおっしゃっていまし

た。「本当に油断していた」と。「大防潮堤が自分たちの町を守ってくれるというふうに思

い込んでいた。で、逃げるのが遅れてしまった」というふうにおっしゃっていました。そ

の方は家がたまたま高台にありましたから、そうは言っても、命は助かったのですけれど

も。しかし、「多くの友人が亡くなったのだ」ということをおっしゃっていましたね。大防

潮堤というものの、人工物の功罪ということは考えさせられるものでありました。 

 それから、こちらが南三陸町の志津川地区です。宮城県の南三陸町の志津川地区ですね。

こちらも多くのかたがたが亡くなった地区であるわけなのですけども。3月の、これは写

真なのですが、皆さん、これ、ご注目ください。私が被災現場で見つけた、非常に皮肉な

ものです。これは何かと言うと。ちょっと拡大してみましょうか。昭和 35年 5月、チリ地

震津波で 3.1 メートルの高さまで津波が来ましたよということを知らせる、いわば 2次情

報なのです、リスクの。その下には、明治 29年の三陸地震の津波では、2.9メートルまで

来ましたよっていうことも、ここに書いてありますよね。これが当たり前ですが、震災前

は海岸沿いに立っていたのですね。3.1メートルっていったら、相当高いですよね。やは

り聞き取りをしますと、朝に夕に、この表示塔を見て、何を思ったかというと、この 3.1

メートルが、リスクの最大値だと思ってしまったということです。ハザードマップも同じ

ですね。津波浸水域というものを見て、そこに入っていなければ大丈夫だと思ってしまう。

それと同じです。これも全く、立体的であるだけで同じです。3.1メートル。これがリス

クの最大値。ということで、当日、大きな揺れがあったのだけれども、しかしながら、例

えば、それよりも高い所のお宅なんかが、「ここまでは来ないだろうと思って、油断をして

いた」ということをおっしゃっていました。ですから人間が、私も含め、皆さんもそうで

すが、人間が良かれと思って、住民の命を守ろうと思ってしてきたことが、大防潮堤にし

ても、こういったハザードマップや津波の浸水域ですね。津波の高さを知らせる表示塔な

どにしましても、それが住民の皆さんのリスク認知バイアスを、少し高めてしまったとい

うことは、非常に皮肉だなというふうに思いましたね。私は思いましたね。 

 それから、これは認知バイアスとは少し違うかもしれませんが、こんなことも聞きまし

た。石巻で聞いたのですが、やっぱり、そこも。雄勝の方のお話だったのですけれども、

「当日、地震があったのは分かっていたけれども、海の様子が全く見えなかった」。何でか。

高い、高い防潮堤があったから。「自分たちのいる所からは、海の様子が見えなかった。油

断してしまった」っていうことをおっしゃっていましたね。その方が、私たち研究者に強

くおっしゃったのが、「どうしてこれだけ科学技術が進歩したのに、透明な防潮堤ってでき

ないのですか？」っていうことをおっしゃったのですよ。「もし透明な防潮堤ができていれ

ば、海の様子を見ることができた。逃げることができたと私は思う」というふうにおっし

ゃったわけですね。それは、その方のお考えなわけですけども。ですから、科学技術ある

いは行政、研究者の在り方というのは、しっかりとこれから、さらに住民の方に寄り添っ

て、向かい合ってやっていかなきゃいけないなっていうことを痛感したことでもあったと
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いうふうに思います。 

 こんなふうに、私たちは、せっかくのリスク情報なのですが、そして理解スキーマや行

為スクリプトもしっかりと内蔵して、リスク情報をうまく活用できるようになっていたは

ずなのだけれども、いざ、そのときになったらば、リスク認知バイアスが働いてしまう。

そして逃げ遅れる。命を落とすことにもなりかねないということがあるということが、こ

こでお分かりいただけたかと思います。そんな中で、皆さんご存じのように、リスク認知

バイアスを払しょくするようなことができたことがありました。それが、いわゆる釜石の

奇跡と言われているものですね。片田先生が 8年間か嘗て・・・片田先生及び、釜石市の

教育委員会や先生方が一生懸命なさったことは、言い換えれば、子どもたちにリスク認知

バイアスというものが働くのだよ。だから、事が起きたときには、それを払しょくしなき

ゃ駄目だよということを教えたというふうに、私はとらえています。片田先生たちが、子

どもたちに繰り返し教えたことが、避難三原則ですね。想定にとらわれてはいけない。最

善を尽くしなさい。もう、ここまで逃げれば安全と思ってはいけない。もっと高い所まで

津波は来るかもしれないから、もっと高い所に逃げなさい。そして率先避難者になりなさ

い。同調性バイアスがどうしても働く年頃です。特に、この年代はですね。でも恥ずかし

がらずに、何かあったら一番に騒いで、みんなを連れて逃げなさいということを、一生懸

命教えてこられたのですよね。認知バイアスの存在をしっかりと踏まえて、それを払しょ

くするような教育というものが実を結んだというふうに、私は考えています。知識という

ものは、もちろん重要なのです。平常時、津波がどういうふうに起こる、地震はどういう

形で起こる。その知識を教えることも、もちろん大事なのですが、知識だけでは、やはり

人は逃げられないことがある。それを片田先生たちは、姿勢の防災というふうに呼んでら

っしゃるわけですが、言い換えれば、リスク認知バイアスを払しょくする防災であったか

というふうに思います。釜石の奇跡という言葉。後で、釜石の悲劇というお話をしますの

で、少し覚えておいてください。 

 それから、このスライドは、いかに 1次情報が重要かということを示す調査結果です。

これは東日本大震災の後に、宮城県沿岸部の被災地における、被災地の方を対象としたア

ンケート調査の結果です。450名ぐらいのかたがたに、こんなことを聞いたのですね。あ

なたは何をきっかけに逃げましたか？避難しましたか？ そして、あなたが逃げた時間は

何分後でしたか？ということを聞いているのです。そうしますと、何をきっかけに逃げた

か。大きく三つに分けることができます。4のその他は、ここでは省略します。三つの話

をしたいと思います。何をきっかけで逃げたか。まず一つ目は自己判断型と言いまして、

例えばこういう理由です。以前、津波を体験したので、津波が来ると思った。地震の揺れ

具合から、津波が来ると思った。海や川の水が大きく引いたから、逃げた。つまりこれは

1次情報ですね。リスクの 1次情報を基に逃げたというグループです。二つ目、丸 2、情報

反応型。これは、例えば大津波の警報を聞いたから。市町村が避難を呼びかけたから。こ

れは典型的に、リスクの 2次情報によって逃げたかたがたです。そして三つ目、他者追随
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型。これは、家族が避難しようと言ったから。近所の人が、消防団の人が来て、説得され

たからというかたがたです。これは、いわば 3次情報によって逃げていますね。このグル

ープと逃げ始めた時間の関係を見ますと、明らかに 1次情報で逃げた人のほうが、逃げ始

める時間が早くなっています。3次情報で逃げ始めた人になればなるほど、避難までの時

間がかかっています。一方で、他者追随型で逃げる人が、一番割合が多くなっています。

いかに 1次情報でもって、釜石の子どもたちがしたように、それを見て、自分たちで判断

して、いち早く逃げるか。この重要性ですね。 

 ただし、この調査結果は、もう一つ、とても重要なことを教えてくれていて。それは何

かと言うと、そうは言っても、他者追随型が多い。つまり、この人たちは逃げようと言っ

てくれた人がいなければ、逃げなかったかもしれないということです。この人たちですね。

割合が多いのですが、幸い、逃げようと言ってくれた人がいたからこそ、逃げられただけ

で、そういう人がいなければ逃げなかったかもしれない。従って、平時から、いかに、自

分はここに住んでいるのだということを、ご近所に知らせることが重要だということです。

そういうことも、この図から読み取れるかというふうに思います。以上ですね。リスク情

報、1次、2次、3次があるということ。理解スキーマ、行為スクリプトがあるということ。

しかし、それを邪魔するリスク認知バイアスがあるから、それをぜひ払しょくするような

ことをしていきましょうという話を致しました。 

 次のスライド、リスク事象の特性に基づく認知バイアスとか、その次の一覧表とか。さ

らにその右横、地震・原発事故それぞれの不安の軽微と関連要因とか、不安の程度。これ

は少し飛ばしたいと思います。時間が余れば戻りますが、少し飛ばして、次に進めていき

たいというふうに思います。 

 そこでプリントは、皆さんのプリント、お手元で言うと、24ページと書いてあるところ

を、どうぞご覧ください。見出しは、3、リスクコミュニケーションの手法というふうにな

っております。ここからは、リスクコミュニケーションのやり方についてお話しをしてい

きます。副題は技術の有効性とあります。かっこして、しかしテクニックだけでは、・・・

というふうにあります。この話を進めていきたいというふうに思います。まず、リスクコ

ミュニケーション。皆さん、きょう手を挙げていただいたらば、半分ぐらいは手が挙がり

ましたが、それほど、まだ多く認知されていない概念かもしれません。リスクコミュニケ

ーションは、アメリカで生まれた概念及び営みであります。アメリカっていうのは、もと

もと市民活動が盛んでしたから、その後、さらにリスクについての市民の能動的な活動と

いうことで、リスクコミュニケーションが生まれます。1970 年代から生まれます。いくつ

か段階があるのですが、今は相互作用プロセスの時代、本質的な信頼をという時代を迎え

ているわけなのですけども、最初は単にリスクデータを開示するという時代であったり、

それから受け手ニーズを踏まえて、分かりやすい情報を出したりという時代があったわけ

なのですが。日本では 1990 年代後半から、いわゆる環境ホルモン問題が出ましたね。その

頃から使われ始めた概念であり、手法です。さまざまな領域で必要とされていますし、実
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践されていて、皆さまが携わっておられる防災の分野でも、とても重要だし。それから、

環境問題や科学技術。あと、医療でもそうです。食品安全や工業製品、防犯、教育でも、

よく使われるようになりました。 

 今、前のスライドで少し、字が赤く変わったのですが、テクニックというふうに書いて

ありますが、こんな話をしたいと思います。リスクコミュニケーションでは、せっせせっ

せと人にどうやって、そのリスクを認知してもらうか。逆に怖がらないでいてもらうか。

そういったテクニックが研究された時期があります。今も研究をしております。その技法

ですね。技術について、ここからはお話しをしたいと思います。いくつか技術があります。

代表的なものを、ここからご紹介したいと思います。一つが、フレーミング効果。二つ目

が、一面的コミュニケーションと両面的コミュニケーション。それから、シングルボイス

の原則。それから、マスメディアのとらえ方です。順に行きましょう。 

 まず、フレーミング効果の話をしたいと思います。これは、フレーミング、枠組みとい

うことですけども、同じことを言っても、あるいは聞いても、その質問の仕方、あるいは

問題の提示の仕方によって、相手の意思決定や受け止め方は変わるのだということを言い

ます。これがフレーミング効果です。非常に有名な研究があります。トベルスキーとカー

ネマンの研究です。こういうことを、まず聞きます。ある特殊な病気がはやりそうです。

これが流行すると、600人の死者が予想されます。あなたは、どちらを取りますか？ 最

初に、対策 1、対策 2というカードを見せます。対策 1は 200人が助かる。対策 2は、3

分の 1の確率で 600人全員助かるが、3分の 2の確率で 1人も助からないかもしれない。

皆さんは、どちらを選びますか？ この対策 1と対策 2の選択肢でやった場合には、圧倒

的に対策 1が支持されるのです。では、このカードを次のように言い換えれば、つまりフ

レーミングを変えれば、どう変わるか。質問は同じです。選択肢が違います。今度は、対

策 A、400人が死亡。対策 B、1人も死なない確率は 3分の 1だけど、600人死ぬ確率が 3

分の 2あります。これだと、どっちを取りますか？ 皆さん。カーネマンたちの研究結果

によると、圧倒的に対策 Bが支持されたのですね。しかしながら、よくよく比べてみます

と、実は対策 1は対策 Aで、対策 2は対策 Bなのです。しかし、こうやって表現を変える

ことによって、人々の反応が違ってきたのですね。生存率で言うか、死亡率で言うか。確

率で言うか、期待値。何人っていうことですね。期待値で言うか。そういった表現の違い

が、私たちのリスクの評価に影響を与えるということ。これがフレーミング効果です。往々

にして、ポジティブフレーミング。つまり、助かりますとか健康になりますとかっていう

ほうが、ネガティブフレーム。つまり、死にますとか病気になりますよりも、いいという

ふうに言われています。人はポジティブフレームで言われたほうを選びやすいというふう

に言われています。もうかるって言ったほうが、人はそれを選ぶということです。とか、

若返るとかですね。そういうふうに言われたほうが、人はその選択肢を選びやすいという

ことです。 

 実はポジティブフレームとネガティブフレームなどを利用した、このフレーミング効果
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を利用した、住民の方々への説得っていうのが、効果があるというふうに思います。例え

ば、自主防災などをされている方が、結構ご苦労されています。自分たちが一生懸命やっ

ても、他の住民がなかなか、例えば家具の固定をしてくれないとかですね。そういうとき

に、これはネガティブフレームです。家具の固定をしないと死んでしまうよ、けがをする

よ。これはネガティブフレームです。この言い方よりも、次のほうが有効であるというふ

うに言われています。家具を固定すると、家具が倒れなくて、おじいさんはすぐに逃げら

れるよ。けがをしないで済むよ。さあ、家具を固定しましょうという言い方です。このほ

うが人は動きやすいというふうに言われています。であるとか、こういうのもそうです。

例えば、ある地域の自主防災がうまく・・・時系列的に、皆さんがご覧になっているとし

ましょうか。はっきり言って、あんまり芳しくない状況がある。でも、そういうときに、

うまくいってないですね。しっかりやってくださいというのは、ネガティブフレーム。そ

うではなくて、5年前と比べると随分と良くなりましたね。さらにやってください。これ

がポジティブフレームです。こんなふうに言うことによって、相手はその選択肢を、つま

り、もっとしっかりやるという選択肢を取りやすくなるのですね。これがフレーミング効

果です。ですから、こういうのもそうですね。よく地震が起きた後、津波が来ますよね。

従って、住民の皆さんには逃げてもらわなきゃいけない。でも、特にお年寄りの場合、も

う、わしはここで死ぬのだと言う方、いらっしゃいます。もう逃げなくていい。ここで、

私は、わしは死んでもいと言って、せっかく来て、逃げようよ、逃げようよって言ってい

る消防団の方。何としても、その説得がうまくいかなくて、逃げ遅れていることもありま

すよね。こういうときには、それが必ず効くということはありませんが、しかし、少しポ

ジティブフレームで説得するのはいかがでしょうか？ つまり、逃げ遅れると死んじゃう

よ、ではなく、一緒に逃げてくれると、私は嬉しい。おじいさんも助かって、私もとても

嬉しい。おじいさんの息子さん。今、東京に住んでいる息子さんも、きっと喜ぶという言

い方です。そうすると、逃げてくれやすくなるかもしれません。あと、避難所に行って、

つらい思いをするということも、随分高齢者のかたがたには、逃げるということの足かせ

になっているようです。ですから、避難所には必ず温かい毛布があるよとかね。分かりま

せん。あるかどうか分かりませんよ。でも、そういった、その人が逃げやすいようなこと

を言ってあげるのがいいかというふうに思います。これがフレーミング効果です。 

 それから次です。一面的コミュニケーションと両面的コミュニケーション。これは、一

面的コミュニケーションは、誘導しようとする立場に関する賛成論だけを伝えるというや

り方です。これに対して両面的コミュニケーションというのは、誘導しようとする立場に

関する、賛成論と反対論の両方をちゃんと伝えるというやり方です。これもリスクコミュ

ニケーションのアセスメントですね。情報の受け手、ちゃんとアセスメントしなければい

けません。自分が情報を伝える相手が、どんな人かによって、使い分ける必要があります。

両面的コミュニケーションほうが有効な場合があります。それは、どういう場合か。受け

手が誘導しようとする立場に反対の場合とか、受け手の教育程度が高い場合とか。あるい
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は説得する話題についての情報や知識を、既に多く持ってらっしゃる場合とか。こういう

場合には、両面的コミュニケーションのほうが有効ですということです。これも気を付け

るべきことだというふうに思います。 

 それから、シングルボイスの原則というのがあります。これは皆さん、よくご存じかと

思いますが、人は一つの組織から矛盾した情報が入ってくる場合、その組織を、機関を、

相手を信頼しなくなります。信頼したくなって、リスク管理そのものを信頼しなくなりま

す。ですから、矛盾のない情報の伝え方が重要です。これ、シングルボイスの原則という

ふうに言います。よく企業の方が、行政の広報の方でも、よく言われることだと思うので

すが、住民窓口は一つに絞るということ。よく言うことがあると思います。お客さま窓口

は、一つに絞るべきだと。それは、そのとおりでもあり、実は微妙に違うのですか。どう

いうことかというと、シングルボイスの原則というのは、決して、1人の人が、スポーク

スマンを 1人にすべきだということではありません。複数いてもかまいません。行政に、

あるいは企業に複数のスポークスマンがいてもかまわないのですが、その中で矛盾があっ

てはいけないということです。従って、ここで分かることは、その組織の中でリスクコミ

ュニケーションをしっかり行っておいて、情報を共有しておかなければいけないというこ

とです。これがシングルボイスの原則ですね。 

 それから、防災の話。マスコミの話は少し飛ばしたいと思います。プリントの、次、行

きます。リスクコミュニケーションの注意です。プリントは 27ページにあたりますね。こ

こでは特に、防災に引き寄せた場合のリスクコミュニケーションの注意をお伝えしたいと

思います。まず一つ目が、恐怖喚起コミュニケーションを行うときには気を付けてくださ

いということです。リスクコミュニケーションの技法の中に、恐怖喚起コミュニケーショ

ンという技術があります。これは読んで字のごとくです。相手の恐怖を喚起して、例えば

逃げてもらうとか、たばこを吸わないでもらうようにするとか、生活習慣病の予防をして

もらうとか。それが恐怖喚起コミュニケーションです。例えば、よくありますよね。たば

こを 30年吸った人の肺と、吸っていない人の肺の写真を出して、こんなのになりますよ、

たばこ吸ったら。たばこ、やめましょうね。これが恐怖喚起コミュニケーションです。防

災で言えば、南海トラフ大地震があった場合には、死者数が 32万人予想されていますよ。

だから備えてくださいね。これ、恐怖喚起コミュニケーションです。この恐怖喚起コミュ

ニケーションは、絶対必要だというふうに思います。とりわけ、その人の主観リスクが小

さい場合には。客観リスクのほうが大きいわけですから、主観リスクをそれに近づけるた

めには、やっぱり、ある程度、恐怖を喚起する必要があると思います。 

 従って、このコミュニケーションは有効なやり方なのですが、気を付けなければいけな

いところがあります。それが何かと言うと、必ずセットで行っていただきたいことがある

ということです。それが、自己効力感を持てるような情報を、合わせて伝えてあげてくだ

さいということです。自己効力感は、英語では、Self-efficacyと言いますが、自分には

何かができる、自分がすることで外界を変えられる、問題を解決できるという自信のこと
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を言います。自分は、例えば、たばこについては、自分が何かをやれば、たばこのリスク

を小さくできるという自信、実感。これを自己効力感と言いますし。防災で言えば、自分

が何かをすることで、津波で死ぬ、地震で死ぬリスクを小さくできると実感できること。

これが自己効力感です。これを、その人が持てるような情報を、ぜひセットで出してあげ

てほしいのですよ。例えば禁煙で言えば、単に、怖いでしょ、こんなのになりますよって

恐怖を喚起するところで止まっては駄目で、必ず自己効力感を持てるように。例えば、禁

煙外来というものがありますよ。禁煙外来に行けば、月々これぐらいの費用で、これぐら

いの期間で禁煙できますよ。あなたのお住まいの近くには、この病院だと禁煙外来があり

ますね。過去にこれにトライして、禁煙できた人がこれだけいますよ。そういうことを伝

えていくということです。インフルエンザで言えば、単に新型インフルエンザ怖いよ、怖

いよ、ではなくて、手を洗うだけでも全然違うのですよ。マスクをすると、随分リスクが

小さくできるのですよ。じゃあ、きょう帰り、早速マスクをして帰ってください。こうい

ったことを言ってあげるということです。防災も全く同じです。単に 32万人死にますよっ

て言うだけでは、怖がってしまって、逆効果であることがあります。立ちすくんでしまう。

住民の方には、ぜひ、こういうことをすれば、少しでもリスクが小さくできますよという

ことを、丁寧に言ってあげる必要があると思います。 

 実際、私がある、これは東京都内ですが、公開講座で防災に関してお話しをしたことが

あったのですが、終わってから、あるご婦人が私の元に相談に来られました。第一声が「先

生、助けてください」っていうことが、第一声だったのですね。聞いてみると、「東日本大

震災の後、地震が怖くて、怖くて、電車に乗って外出ができなくなりました」っておっし

ゃったのですね。もう数カ月たっていたのですけどもね。「電車に乗っていて何かあったら、

家族と会えない、家に帰れないと思うと、怖くてたまらないのです。すごく生活が制約さ

れてしまって、恐怖でいっぱいなのです」っていうことをおっしゃったのですね。この方

は十分に恐怖喚起がされているのですよね。そういう方には、これ以上怖がらせる必要は

ありません。むしろ、自己効力感を持ってもらえるような情報をお伝えすることが重要で

す。私がそのときにしたことは、こういうことです。「それは大変ですね」。まず共感をす

る。そして、「一体どんな防災を、今、何かされていますか？」って聞くと、ものすごくや

ってらっしゃるのですね。水も備蓄している。ちゃんと家具も固定している。耐震補強も

済ませた。家族の連絡網も作っている。いつも懐中電灯や携帯ラジオを持ち歩いている。

本当に防災の自助のお手本のようなことも、ひとしきりなさっているわけですよね。「それ

は素晴らしい」というふうに、私は言いました。もうそれ以上のことはできないぐらい、

あなたはやってらっしゃいます」と。「それで随分とリスクは小さくできています。どうぞ

引き続き、それをなさってですね。まず、電車で一駅乗ってみませんか？ 何もなければ、

また一駅乗ってみませんか？」っていうことを申し上げました。そうやって、その人がや

っていることが十分にリスクを小さくできているのだということの実感を持たせて、そし

て一駅また一駅というふうに、できることを、さらに増やしていくようなお話をしたので
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すね。これが自己効力感を持てるような情報なわけです。皆さんは、多くの国民や多くの

住民のかたがたと向かい合ってらっしゃる。ですから、実行力感を持てるような情報をき

め細やかに出すことは大変かもしれません。しかしながら、例えば、その町の地域防災、

自主防災、消防団のかたがたの協力をいただいて、こういった活動を地道に行うことはで

きるというふうに思います。でないと、もう私は死ぬ、諦めるというふうな人が増えてく

ることもあり得るかというふうに、私は懸念をしています。 

 それから、リスク情報アタッチメントと書いてありますが、これはどういうことかとい

うと、それは言っても、やっぱり、いわゆるリスク弱者がいらっしゃいます。子どもや高

齢者や、障害があるかたがたですよね。こういうかたがたには、アタッチメント。つまり

愛着を持たせてあげてほしいのです。大丈夫、皆さんのことは私が守ります。地域のおじ

さん、おばさんが見守っているよ。消防団の私たちが守りますよ。そういうことを、言葉

に出して言ってあげるということが重要かというふうに思います。恐怖は喚起しなきゃい

けないけれども、喚起し過ぎてもいけないということです。これがとても大事な注意点か

というふうに思います。 

 それから一つ飛ばして、先に三つ目の話をしたいと思います。リスクコミュニケーショ

ンの注意。とりわけ防災時における。三つ目、情報の受け手のとらえ方です。皆さんは、

住民の皆さんのことを、国民の皆さんのことを、どんなふうにとらえてらっしゃるでしょ

うか？ 理性モデルでとらえてらっしゃるでしょうか。それとも、非理性モデルでとらえ

てらっしゃるでしょうか。違うのです。非理性モデルというのは、こういうものです。例

えば、今、机の上にビー玉がいっぱい載っているというふうに想定してください。私が 1

個、パーンと弾きますね。すると、その刺激によって、そのビー玉が他のビー玉にパンパ

ンパーンと当たって、バラバラバッと、この机の上から落ちていってしまう、ビー玉が。

これが非理性モデルによる、とらえ方です。つまり、人間をあたかも物体のように見る。

物体のようにですね。ある刺激によって、たやすく秩序が乱れて、そして、ひいてはパニ

ックを起こすという考え方です。 

 しかしながら、災害社会学や災害心理学の研究の知見によって明らかなことは、パニッ

クというのは災害現場によっては、まず起きないのです。なぜか。人々は実際には理性モ

デルによって行動するからです。理性モデル。これは、人々はある状況において、最大限

情報を集めて、それをなるべく本人なりに合理的に処理して判断して、やはり本人なりに

合理的な行動を取ろうというものです。これが理性モデルです。決してビー玉のように、

ある刺激でウワーッと、大変だ、大変だ、逃げろ、逃げろとはならないということです。

パニックは起きない。むしろ人々は、事が起こると正常性バイアスが働きますから、様子

を見るのですよ。ですから、理性モデルで住民の皆さんや国民の皆さんをとらえることが

重要です。パニックを起こすからということで、相手を見ないということですね。やっぱ

り、そうですね。キーワードは情報です。緊急時には、人々の情報ニーズはむしろ高いの

です。よく勘違いされていることがあって、緊急時にはメッセージを短くすべきだという
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こと。これは勘違いです。誤解です。誤りです。はい、逃げろと言っても、人々はそうは

逃げません。逃げろだけでは、人々は逃げない。何が必要か。こうこうこういう状況だか

ら、逃げなさい、逃げてくださいっていうことです。状況の説明や、理由が必要なのです。

隠ぺいなどもってのほかとありますが、人々はたやすくパニックを起こすから、パニック

を起こさないように、今は情報を出さないっていうのは、本当にもってのほかなのですけ

ども。情報を出すにしても、理由、状況説明が必要なのですね。 

 例えば、こんな実験が心理学ではあります。コピー機でコピーを撮っている人たちに、

割り込ませてもらうという実験なのです。本当に被験者のかたがた、普通にコピーを撮っ

てらっしゃる、行列をなしてらっしゃるかたがたがいて、そこに仕掛け人が横入りするわ

けですね。割り込むのです。コピーを撮らせてくださいと頼みます。そうすると、何パー

セントの人がコピーを撮らせてくれるか。これは 60パーセントなのです。撮らせてくれる

ものですね。では、次の場合はどうでしょうか。ワーッと行って、やっぱり横入りをして、

すいません、コピーを撮らせてください。急いでいるのです。急いでいるから、コピーを

先に撮らせてくださいという理由を言ったわけですね。すると、今度は何パーセントの人

がコピーを撮らせてくれるかというと、94パーセントに上がります。次に、こういうこと

をやったのです。また、やっぱり行列がある中に、ワーッと割り込んでいって、すいませ

ん、コピーを撮らせてください。コピーを撮りたいのですって言ったのです。コピーを撮

りたいから、コピーを撮らせてください。この理由にも何もなってないようなものですけ

ども、でも、コピーを撮りたいからっていう、理由らしきことを言ったのですね。すると、

93パーセントの人が撮らせてくれたのです。だから、いかに何かを、人の行動をせしめる

ときには、理由らしきものを言うことが重要かということです。ましてや防災においても

必要なのですね。地震があった。津波が今、沖合 50キロメートルの所に、高さ 10メート

ルの津波が来ている。だから逃げなさい。あるいは、落ち着いてください。間に合います

から。こういったものも理由なのですよね。これが、とても重要です。 

 こんな事例もあります。ガルーダ・インドネシア航空の旅客機が福岡空港で、1996年に、

滑走路を飛び出して、炎上するという事故があったのです。若いかたがたはご存じないと

いうふうに思いますが。このときは 275人乗っていたのですが、亡くなったのは、たった

3名だったのです。しかも、そのかたがたは即死なのですね。火事が起こる前、炎上する

前に、275人のかたがたは脱出できているのですね。これ、すごいことですね。何でこん

なことができたか。その理由を探るべく、研究をした研究者がいましてですね。大阪大学

の釘原先生という方なのですけども。その乗っていたかたがたにインタビュー調査を、後

から行ったのですね。そうしますと、速やかに逃げたときのきっかけとなったのが、こう

いう言葉だったのですって。飛行機の後ろのほうから、こんな声がしたのですって。「落ち

着け、間に合うから」、「落ち着け、逃げられるから」ということを言った人がいたそうで

す。この落ち着け。その後に理由があるのですね。間に合うから、逃げられるから。それ

によって、落ち着いて逃げることができた。ちなみに、このときに人々がパニックなどを
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起こさずに、平常時の社会規範に基づいて、つまり弱い人。高齢者や子どもを先に逃がし

ながら、粛々と降りていったというふうに言います。ですから、いかに人がパニックなど

起こさないか。起こさせないためにも、情報を、状況説明と理由を添えて出すということ

が、いかに大事かということです。ですから、皆さん。防災の現場で、避難してください、

逃げてくださいというだけよりは、状況説明、あと理由。これが伴っていると、なおよろ

しいかなというふうに思います。 

 それから、一つ戻りましょう。相手にとって分かりやすく、行動しやすい情報をという

ことですが、リスクコミュニケーションにおいて、皆さまが住民や国民の皆さんに、いろ

いろとリスクメッセージを出されるというふうに思うのですが、お願いしたいのは、一つ

は、分かりやすい情報を。できれば、可視的な情報っていうのはいいと思いますね。それ

から次です。緊急時には、特に表現に工夫が必要です。皆さん、この二つの表現、どっち

が逃げたいと思いますか？ 一つ目。避難指示が発令されました、避難してください。二

つ目。緊急避難命令、今すぐ避難せよ。どっちのほうが逃げますか？ 明らかに二つ目か

というふうに思います。これは実際にあった、東日本大震災の直後の防災行政無線のアナ

ウンスです。どこであったかご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、茨城県の大洗町

ですね。大洗町は、水戸市の東隣にある、人口が 2万人弱、1万 8000 人の漁業が盛んな所

ですけれども、東日本大震災で、やはり津波が、4メートルの津波が来たのですね。それ

で約 400棟が浸水をしたわけですけれども、しかし亡くなった方は 1人。しかも地震で転

倒して、亡くなられた。津波では亡くなっていないのですね。この避難指示によって 3400

人のかたがたが避難をしたわけなのですけども、このときに防災行政無線で発せられたの

が、このリスクメッセージだったのです。緊急避難命令、今すぐ避難せよ。 

 大洗町は地震が発生してから 30分後に、津波第 1波が来たわけなのですけれども、町長

の判断で、よく使う上のほう。避難指示が発令されました、避難してくださいという言い

方はやめろと。これはただ事ではないから、もっと緊迫性を持って、皆さんに逃げてほし

いから、生ぬるい表現は駄目だ。緊急避難命令という言葉を使えというふうに、指示をし

たのですね。皆さま行政にお勤めですから、よくご存じかと思いますが、災対法では避難

命令なんていう言葉はありませんよね。避難勧告か避難指示ですよね。でも、あえて避難

命令という言葉を使った、この、やっぱり町長さんの判断ですよね。命令という言葉を使

うからには、何もなかった場合に相当、多分、町長さんは責任を問われたと思うのですよ。

それでもかまわないと、あえて命令という言葉を使って、しかも、してくださいという柔

らかい言い方ではなくて、避難せよという言葉にしなさいというふうにおっしゃったので

すね。それを聞いた住民の皆さんは、これはただ事ではないと思ったそうです。避難して

くださいだけだと、避難してもいいし、しなくてもいい。選択の余地があるのだけれども、

避難せよ。命令って言われたら、もう避難するしかないというふうに思ったそうです。3400

人のかたがたが避難をしたと。 

 この大洗町の防災行政無線のもっと素晴らしいなと思ったことは、やっぱり状況説明し
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ているのですね。大洗沖合 50キロメートル地点に、高さ 10メートルの津波が来ていると。

なので、避難せよというふうに、状況を説明したそうです。やっぱり、その状況を言われ

ることで、理由が分かって、人々は逃げようという気になるのですね。であるとか、すご

く分かりやすい。行動しやすかったのですよ。どういうことかというと、生活空間に則し

た表現をされたそうです。バス通りよりも、山側に逃げてください。このバス通りという

のは、大洗い町に住んでいる人であれば、みんな分かるわけですね。あの通りだって。そ

の通りを使って、それよりも高くに逃げてください。どこまで逃げればいいか。単に高台

に逃げてくださいではなくて、バス通りよりも山側に逃げてくださいというふうに言った

のです。こういう理由を言って、どうすべきかも詳しく言って、しかも命令口調とうこと

で、人々はとても逃げやすい、行動しやすい情報を受け取って、逃げたということです。

こういったことで、相手にとって分かりやすく、行動しやすい情報も重要であるというふ

うに言えます。 

 それでは、次に行きたいというふうに思います。スライドは 4ページ・・・ごめんなさ

い、28ページですね。見出しで言うと、四つ目の項目になります。平常時と非常時との連

動です。ここで強調したいことは、普段できないことは、非常時にもできないということ

です。強調したいことは、私よりも防災の第一線に携わっておられる皆さまのほうが、よ

くご存じかと思うのですが、私からも繰り返しお伝えしたいこととしては、人は普段やっ

ていないことはできないということです。とりわけリスクコミュニケーション、リスクマ

ネジメントとか、人は普段やっていないことは、絶対にできないということです。なぜか。

人は非常時に慣習行動をするからです。普段最もやり慣れている行動を、人は非常時にも

やってしまうからなのですね。皆さん、よく、こんな言い方しませんか？ あの人は本番

に強い。でも、これはうそです。その人が本番で見事に何かができるのは、やっぱり人知

れず訓練されているからなのですよ。努力をされて、予行をされているからなのですよね。

例えば、羽生結弦選手。素晴らしいジャンプを跳びますね。彼があんな緊張状態で、あん

なことを多くの聴衆の前でやれるのは、彼が決して本番に強いからではありません。やっ

ぱり彼があのジャンプを、もう何千回と普段からしているから、とっさのときに、あれが

できるということなのです。 

 リスクマネジメント、リスクコミュニケーションというのも全く同じです。図がありま

す。リスクコミュニケーション、リスクマネジメントですね。平常時、それから緊急事態

直後、緊急事態収束後というふうに、フェーズは変わりますが、いつでも、リスクマネジ

メント、リスクコミュニケーション、車の両輪として、安全・安心に近づいていく人間活

動です。これは何も特別なことではなくて、あくまでも平常時のマネジメント。平常時の、

その組織のコミュニケーションが如実に出てくるよということなのです。平常時の業務活

動における意識や行動。普段が、本当に反映されます。どんな組織風土か。どんな組織構

造か。各自の地位や役割はどうか。また各自の性格さえも、いざというときには出てきま

す。普段使っていないツールが、いざというときには、まず使えません。防災検定の情報
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システムは使いづらいです。平常時から使っている情報システムは、うまくスイッチで非

常時に切り替わることによって使いやすい。そういうシステムが有効かと思います。それ

から普段逃げない道、場所へは、いざというときにも人は逃げません。皆さんご存じのよ

うに、災害時には大きい道路を逃げたほうが安全ですよね。細い道は、それだけいろんな

ものが崩れていますし、火事の危険性もありますから、大きい道を逃げることが安全なの

ですが、しかし人は、やっぱり使い慣れた道を逃げるのですよ。使い慣れた道は、どうい

う道かというと、大概近道なのです。細かったりするのですよ。でも人は、いざというと

き、普段通り慣れているから、こっちのほうがいいと思って、ついついそっちへ逃げてし

まうのですね。だから普段から、いざというときには大通りから逃げるのだということを、

何度も何度も訓練をしておくことが必要なのです。これが防災訓練ですよね。 

 ここで、対象的な事例をいくつかご紹介したいと思うのですが、普段していなかったか

ら、いざというときにも、やっぱりできなかったということの、一つの典型的な事例をご

紹介したいと思います。それが東日本大震災における、釜石市の鵜住い地区防災センター

の悲劇と言われるものです。釜石の悲劇ですね。これも皆さんご存じかと思いますが、少

しおさらいの意味で、ご紹介しておきたいと思います。釜石市には鵜住い地区という所が

あって、そこに防災センターというのがあります。これは震災の約 1年前にできたばかり

のものでした。2階建ての建物です。鵜住い地区防災センターに、この災害のときに地区

のかたがたが241人逃げてきて、そして207人が亡くなったということが起きたのですね。

241 人逃げてきて、でも 207 人も亡くなった。生存者が 34名だったという、そういうこと

が起きたのですね。実はこの鵜住い地区防災センターというのが、いわゆる拠点避難所で

はあったのです。つまり、災対法の改正後で言うところの指定避難所ではあったのですが、

一時避難場所ではなかったのですね。そこは災対法改正後の指定緊急避難所ではなかった

のです。指定されていなかったのですね。だから、その地震・津波が収束したら、そこに

移って、中期的な避難生活を送ってもかまわないよという場所ではあったのですが、まず

逃げる場所には指定されていなかったのですね。ところが、241人ものかたがたが、ここ

に逃げてきた。なぜか。ここで防災訓練が行われていたからなのです。実際に、2010 年の

8月、それから 2011 年の 3月 3日ですが、2回に渡って、釜石市による防災訓練が行われ、

ここに逃げるという訓練が行われていたのですね。それを住民のかたがたは覚えています

から、何かあったら、ここに逃げればいいというふうに思っていますから、ここに逃げて

しまった。多くの方が亡くなってしまったということがありました。本当は、この地区の

一時避難場所は、鵜住い神社のような高い所にあったのですよね。でも、そこへ逃げずに、

普段やっていたとおりに、この防災センターに逃げてしまったということが起きました。

こんなふうに訓練のための訓練をしてしまったために、いざというときにできなかったと

いうことがあったということです。無論、その釜石市のかたがたや、この仙台の職員のか

たがたは、一生懸命尽力なさったのですが、しかし、その尽力かなわず、多くの犠牲者が

出てしまったということです。 
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 これに対して、先ほどご紹介した、大洗町の避難命令。あれも実は、大洗町では平常時

から臨機応変に、状況説明しながらのアナウンスということを、防災行政無線でよくされ

ていたそうです。例えば、町で火事があったらば、ただいま、何々地区で火事が発生しま

した。今、南西の風、何メートルの風が吹いています。風下の方はお気を付けくださいと

いう具合に。そういったことを普段なさっていて、それが、とっさの、ああいう臨機応変

なリスクコミュニケーション、リスクマネジメントにつながったというふうに言われてい

ます。自衛隊の災害救援活動は、これはもう言うまでもなく、自衛隊のかたがたは、そも

そも不確実性に対応するのが日常の業務ですから。ですから、東日本大震災の現場でも、

何が起きても、どんなことがどんどん起きても、時々刻々と状況が変わっても、平常時や

っている訓練のとおりにできたというふうになります。これは今の話の繰り返しなのです

が、非常時と平常時との連動。リスクマネジメントとリスクコミュニケーションでは、普

段やっていないことはできません。ですので、逆に言えば、普段できていれば、いざとい

うときにもできる可能性が高まります。ぜひ、そのためには十分な学習、訓練を行って、

適切な対応が、慣習的な行動となっているようにしておく必要があるかというふうに思い

ます。 

 それから、その下に少し書いているのですが、リーダーの重要性ですよね。平常時のリ

ーダーは、やっぱり非常時にもリーダーです。普段、ほわーんとしている人が、いざとな

ったらシャキーンとするっていうのは、あまりないのです。やっぱり平常時からテキパキ

とリーダーシップを発揮している人が、非常時でもそうである。他者からも期待されてい

ますし、自らも、その役割を内面化しています。とっさに、その役割を遂行します。さっ

き、ちょっとご紹介した、ガルーダ・インドネシア航空の、落ち着け、逃げられるからと

いった声掛けをはじめ、いろんな、皆さんを逃げるように指示をしたかたがたがいらっし

ゃったわけなのですが、やはり調査をしてみますと、そういうかたがたは管理職であった

り、会社の社長であったり、弁護士であったり、医者であったりした人が多かったそうで

す。やっぱり平常時にそういったことをしている人が、非常時にも、とっさにそれが出る

ということかというふうに思います。逆に言えば、普段から人に対して何か否定的な見方

をする人は、非常時においても、何でできないのだ。他者を追い詰めて、状況をこじらせ

てしまうことにもなりかねない。また普段から曖昧さに耐えられる。これ、曖昧耐性と言

いますが・・・を、高めておくことが、いざというときのリスクマネジメントとリスクコ

ミュニケーションにつながるということになります。 

 以上、四つご紹介しました。最後、少し残ったのですが、最後にお伝えしたかったこと

は、リスクコミュニケーションの基本は信頼ということです。これは簡単に、まとめの代

わりにお伝えしておきたいと思います。皆さんは、私、本当にいつも感銘を受けるのです

が、国民の皆さんや住民の皆さんに向かい合って、安心・安全を守るために、日々、本当

に尽力をなさっています。その活動の中で、うまくいかないことも、ひょっとしたらある

かもしれませんね。住民のかたがたが分かってくれないとかあるかもしれません。早道っ
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ていうのは実はなくて、リスクコミュニケーション研究の、今のところの見解なのですが、

うまくリスクコミュニケーションをする、もちろん技術とかっていうのはありますけども

ね。テクニックっていうのはありますが。しかし、ものすごい早道っていうのはなくて、

結局は信頼を着実に構築していくしかないのだというような、今、知見になっています。

詳し話はスライドに書いてありますので、またお読みいただきたいというふうに思います。

一人一人の相手が何を考えているか。何を怖がっているか。何ができるのか。それを聞い

た上で、伝えるべきことを伝え、精いっぱい共感しながら、安全・安心に向かっていくと

いうことになろうかというふうに思います。 

 一番後のスライドには、きょうお話しをしたまとめが書いてありますので、また、どう

ぞご覧ください。ギリギリになってしまいましたが、これで講義を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

 

＜質疑応答＞ 

Ａ：皆さんにお配りされている 7ページの、安全と危険、それから不安と安心という、縦

横の表があるのですけど。主観リスクというものが、安心というものに流され過ぎるのも、

すごく問題だなということを、私は日頃考えておりまして。行政は、とかく安心・安全社

会の実現だとかということを、軽々しく言うことが多いです。ただ、それは偉い方が言う

のは仕方ない部分があるのですが、やはり自然災害について言えば、一人一人の備え。い

わゆる自助、共助と言いますけれど、そうした努力というものが求められて、初めて安全

というものになるものですから、この横軸の表の表現がすごく、自分で十分、ちょっと理

解できてない部分がありましてですね。要は、安心しきっていれば良いのか。水と安全は

ただであるというような、そういう安心っていうものでは、多分あってはならなくて、適

度な緊張感も、いろんな災害が多い日本の中で、やはり持ち続けることが重要なのかなと

思っていて。そういう意味では中庸というか、そういう意識の持ち方が、多分、われわれ

一人一人に求められるということを、より多くの方と共有する必要があるのかなというふ

うに考えていてですね。ちょっと自分自身で、この横軸の部分が消化しきれていないとい

うか、そこが、ちょっと課題かな、なんていうふうに考えております。すいません。ちょ

っと質問になってないのですけども。すいません。ありがとうございました。 

 

＜奈良氏＞ はい、ありがとうございます。おっしゃるように、安全でないのに安心して

は、絶対いけないのですよね。いけないです。ですから、おっしゃることは大変よく分か

ります。実際に、ちょっと自己効力感という話もしましたけれども、その人その人、住民

一人一人が自助によって、これもできる、これもできるというふうに防災を行うことによ

って、それは客観的リスクを小さくすることにもなりますし、かつ主観的リスクを小さく

することにもなっていくのですよね。安心に近づいていくのですよね。ですから、おっし

ゃるように、安全は大前提。それで安心も、決して公助からもらうものではなくて、自分
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がそれを取っていくのだと。そういった姿勢が住民には必要かというふうに、私も強く思

います。私が専門としている生活リスクマネジメントっていうのは、まさにその発想から

出てきている学問でして、その公助。誰かに安全・安心を作ってもらうだけではなくて、

自分たちでも作っていこう。そういう考え方で、住民自身が PDCAサイクルを回していくと

いう、そういう考え方で行っているものです。貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

Ｂ：2点あるのですけどリスクコミュニケーションの手法について教えていただき、本当

にありがとうございました。2点あるのは、1点はリスクコミュニケーションを考える場合

に、だいぶ相手のことを考えたり、あるいは生活空間なり、その場その場に応じたリスク

コミュニケーションが、恐らく大事というお話だったかと思うのですけども。多分、きょ

う聞いている、市町村の実際に携わっている方が悩むと思われるのは、結局、緊急時には、

要するに、そういう情報伝達の手段が限られています。特にプッシュ型のものっていうの

は、緊急速報メールか、あるいは防災行政無線になろうかと思いますけれども、そういっ

たものでは、たくさんの情報、あるいは相手に応じた情報っていうのは、これは出しづら

いことがありまして。やはり、緊急時に出すべき情報っていうのは、ある程度、簡潔にせ

ざるを得なくて、それは普段のリスクコミュニケーションで補っていくべきではないかと、

われわれは考えているのですけども、その点について、どう考えたらよろしいかというの

が、まず第 1点とですね。 

 あと、もう 1点目は、今、国のほうで、内閣府防災、あるいは消防庁、でも、とにかく

早め早めに避難勧告を、あるいは避難指示を出してほしいと。ちゅうちょなく、空振りを

恐れることなく出してほしいということを言い続けているのですけれども。やはり土砂災

害でありますとか、あるいは竜巻っていうのは、これは確率が非常に低いものですから、

空振りがどんどん増えるわけですね。そうしますと、最後おっしゃった信頼との関係で言

うと、情報の信頼性がどんどん下がってしまうということもあって、そこで非常に悩んで

いるところがあります。そこも、やはり普段のリスクコミュニケーションが非常に大事じ

ゃないかというふうに思っておりますけど、その点について。2点について、教えていた

だければと思います。 

 

＜奈良氏＞ はい、ありがとうございます。二つとも、大変そのとおりだというふうに思

いますね。一つ目の、言っても緊急時には、まず簡潔な言葉で伝えざるを得ないという状

況はあろうかと思います。やっぱり、そのときでも最低限、津波が来ているから逃げてく

ださいと。こういう状況だから逃げてくださいというような、簡単な理由を言うのは、し

ていただきたいというふうに思います。加えて、おっしゃるように平常時からのリスクコ

ミュニケーションですよね。平常時から、1次情報、2次情報。平時情報ですね。しっかり

と伝えておいて、その住民の方がこういうときには、どうするべきかという理解スキーマ

と行為スクリプトを高めるようなことを、平常時からしていただくことによって、たとえ、
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その短いリスクメッセージであっても、緊急時の人々は逃げやすくなるというふうに思い

ます。 

 二つ目の、空振りにより、その信頼がどんどん低下していくのじゃないかというのは悩

ましいところですよね。それは確かにあるかもしれません。あるかもしれませんが、しか

しながら、行政のかたがたは決して自分たちのために出すわけじゃないですよね。避難勧

告、避難指示を。あくまでも住民の方の命を守りたいから出しているわけで、それが住民

の方に伝われば、たとえ空振りであっても大丈夫というふうに、私は考えるのですね。そ

のためには、おっしゃったように、平常時からリスクコミュニケーションをしっかり行っ

て、皆さんの安全を一番になって考えていただく。われわれ職員はですね。ということを

伝えておく必要があるというふうに思います。住民の方にとっては、こんなことをおっし

ゃる方はいるのですよ、確かに。行政が責任逃れのために、いっぱい避難勧告、避難指示

を出すのじゃないかと。でも、そうじゃないんですよ。皆さん、そんなことは絶対になさ

らない。そうじゃなくて、皆さんのために、住民のために出しているっていうことを、平

時から信頼構築モデルなどに基づきながら作っておくことが重要かというふうに思います。

ありがとうございます。 

 

Ｃ：本日のお話は、どちらかというと、事例のところは、実際に災害があったときのお話

がメインだったかと思うのですけれど、一方で、保険っていうのも事前の備えとして販売

をされているわけなのですけども、結構、日頃感じているのが、実際に、特に事前に損害

が起こったときに、どういう被害が起こるとかいうのを認知してもらうのは難しいなと思

っていて。特に経済的被害であったりとか、あるいは目の前の保険料負担が先に来てしま

ったりして、なかなか地震保険とかでも普及が進まないということがあるなと思っており

まして。こういったところを、ちょっと漠然としているのですけれども、何か普及をする

ために見解とか、そういったものがありましたら、教えていただければと思います。 

 

＜奈良氏＞ 日本人は伝統的に、保険論で言われていることなのですが、掛け捨てが嫌い

な国民性です。ご存じかと思いますけれども。生命保険は割に入りますが、損害保険、そ

もそも入らない国民性なのですよね。そういう中で、本当にリスクマネジメントの基本な

のですが、保険というのは、リスク移転ですね。入ってもらうためには、やっぱり、あん

まり良くないのですが、それこそ同調性バイアスを少し利用すると言いますか。あんまり

利用っていう言葉は良くないのですが。これに入っていることによって、助かった人が実

際にいるのだということを、身近な例で、しかも。ご紹介するというのは有効かなという

ふうに思いますね。入って良かったという事例を、いくつもいくつもご紹介するというこ

とでしょうか。ただし、きょうも少し触れましたように、相手の方が保険について随分詳

しい方であれば、そういう入らせたいという情報だけを出しても、かえって逆効果なので、

実際に地震保険は保険料が高いということであるとか、全壊、半壊、一部損壊等額が、こ
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う違うのだとかっていうことも説明しながら、判断してもらうっていうことになろうかと

いうふうに思います。 

(了) 
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＜第９回 防災連続セミナー＞ 

「福島第一原発 燃料棒冷却作戦にみる想定外災害への対応」   

 日時： 平成 26年 12月 17日 水曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 1階 会議室１Ａ 

 講師： 全国危険物安全協会理事（元 東京消防庁警防部長・東京都緊急消防援助隊総隊 

          長） 佐藤康雄 氏 
 参加人数：34 名 
 

 
＜佐藤氏＞  

ただいまご紹介いただきました、佐藤でございます。私もこの防災連続セミナー、楽し

みにして今まで聴講させていただいたんですが、きょうはお話しをせいということですの

で。90 分という大変短い時間でございますけど、精いっぱい努めさせていただきます。今

回のために作って来ましたので、時間内に収まるかどうか時間だけが一番心配です。です

けれども、精いっぱいお話しますので何か一つでもお役に立てればと思います。時間がな

いのでこれからお話しすること。パソコン操作しながら操作卓で話をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 
 きょうお話させていただくのが、想定外ということですので、消防活動と想定外、消防

活動の本質、きょうは防災のセミナーということで防災に関心の深い方なので、せっかく

ですから消防活動の本質についてお話しできればと。そして二つ目が想定外への備え、そ

して三つ目が想定外災害対応の実践、そして四つ目が想定外への思考ということで私が考

えていることをお話しできればと思っています。 
 まず消防活動と想定外ということでありますけれども。福島第 1 原発、これは想定外の

災害で対応困難。このときに想定外という言葉、たくさん耳にされたと思います。じゃあ

想定外とは何かということですけれども。これは事前に予想した範囲を超えていることと

いうふうに辞書では載っているわけですけれども。じゃあ 3 号機、燃料棒冷却なぜ消防に
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できたのだろうかということを中心にお話しさせていただきます。 
 先ほどもちょっとお話しましたが、きょうは防災セミナーで大変防災に関心の深いとい

うことですので、消防活動の本質、せっかくですのでこの機会に振り返ってみたいと思い

ます。じゃあ消防活動一緒に体験し考えていただこうということで、ちょっと工夫してき

ました。まず私が指揮をした火災を例に皆さんに実際に統括指揮者、いわゆる指揮者にな

っていただこうということで。ほんの少しだけお時間いただければと思います。あと、こ

れは総指揮者ですので、全部隊を指揮しなければなりません。そしてどのような指揮者と

して指示をするのか、ぜひ考えてみてください。あとで質問させていただこうと思ってお

ります。 
これは私が第 1 消防方面本部長のときに港区西新橋 1 丁目でありました、実際の災害の

状況です。これは昔ですね、もう何年か前になりますけれど、秋葉原で耳かきエステとい

うのがありまして、そこのお嬢さまが殺されて、おばあさまと一緒に殺されてしまって、

空き家になっていた家に放火されてしまって、朝方 6 時ごろですので、まだ冬ですから非

常に暗いときに放火された火災。放火火災の特徴としまして、発見が遅いということで、

これは第 3 出場、第 1 から第 4 まで出場あるんですが、第 4 出場ですと警防部長が指揮を

する、第 3 出場ですと方面本部長が指揮をするということで、その火災で。これは新橋で

すので、ここにありますとおり、日比谷通りとかこういう外苑通りに囲まれました、この

ブロックの中のちょうどブロック内火災ということで、ブロック内火災っていうのは、道

路に面してなくて四方八方に延焼しますので、非常に指揮活動がやりにくい消防活動がや

りにくい火災であります。じゃあ早速ですね、これ見ていただきたいと思います。皆さん

指揮者ですから、指揮者という目でしっかりとご覧ください。 
 これ赤いのが第 1 出場の部隊です。まず芝が来ました。そしてその後、有楽町というこ

とで有楽町の部隊が来ました。そしてこれ、神田のほうから鍛冶町の部隊が来ています。

今これ新橋のほうから、赤坂の新町から来ていますね。そしてこれが麹町から 2 隊来てい

ます。今のが第 1 出場。赤いのが第 1 出場ですが、これはもう延焼中ということで第 2 出

場がかかりました。そして飯倉のほうから来まして、丸の内からも来ています。そして、

京橋から。この黄色いのは第 3 出場の部隊です。そして築地からも来ております。で、小

川町からも来ている。こういう状況で今この火点に対して消防車両で包囲しているという

体系ですね。これは深川のほうからも豊洲のはしごその他が来ていまして二本部のハイパ

ーも 7 台来ています。じゃあ皆さん、これで第 3 出場でこれだけ部隊が来ましたので、出

場しまして。皆さんはこの火点の北側、上が北側ですのでこの位置に到着しました。これ

から消防活動一緒に味わっていただきます。皆さん北側に着いて北側から見た状況。こう

いう状況です。指揮者ですからよくご覧ください。よろしいですか。これ北側から見た状

況です。ここから時計回りに火点を一巡します。消防の原則としてやはり指揮をする前に、

現場を知らなくてはいけないということですので、指揮宣言する前に火点を一巡して確認

します。反時計回りに確認します。次これ西側から確認した状況です。よろしいですか。
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よく見てください。いいですか。これが南側、先ほど着いた所の反対側からの図面です。

これは私はいつも携帯のカメラ自分で持っていますので、自分で写した写真であります。

これが東側から見た図であります。さあこれで東西南北、全部見ました。もう一度北側に

あります指揮本部に戻ります。さあ指揮本部に戻りました。 
皆さん現場の最高指揮官としてこれから指揮を執らなくてはいけませんが。じゃあ幾つ

か簡単な質問を致します。活動方針を指揮しなくてはいけません。今見た中で、延焼拡大

危険が 1 番大きかったのは、どちら側でしょうか。皆さん胸の中で考えてください。特に

個人で指名しませんけれど、胸の中でどちら側かなということ考えてください。次に安全

管理を指揮者として徹底しなくてはいけませんが、柱上トランスが燃えていたのはどちら

側だったでしょうか。じゃあ部隊統制をこれから命令する必要がありますけれども、消防

隊員はどちら側に何人いたでしょうか。皆さんそれぞれ胸の中で考えてください。よろし

いですか。多分ですね、今見ていただいてじっくりとご覧になっているけれども、意外と

簡単な質問のようですけれど答えられないんじゃないか。見れども見えずという状況。そ

れから今これ音がないですけれども、非常に喧騒の中で聞けども聞こえず。こういう状況

に現場ではなりやすいっていうことで。 
それでは状況把握が難しい理由はなんなんでしょう。一つ目は、これ右側にありますの

がピクトグラフ、よくご覧になると思いますけれど、これ実は私が担当して開発しました。

これ開発するときに今では ISO 基準になっているんですが、ここの頭と肩の間に隙間があ

りますが、ここが見えるかどうか。標準視力 1.0 の方。皆さんのようにですね正常な方を

研究所に集めて実験しました。そのときにどんどん Cs 濃度、煙濃度を濃くしていって、

それでそのときに 1 桁の足し算引き算計算をしてもらいました。ところがですね、皆さん

のように立派な大人の方が、煙の濃度をどんどん濃くしていくと、災害ではないのに 1 桁

の計算ができなくなるんですね。ということで、今ここに書いてありますけれど、こうい

う危機のときの知能レベルというのは、小学生低学年ぐらいまで低下するんだな、いうこ

とを、私は痛感しております。それともう一つ、これは私の先輩から言われたんですけれ

ども 私的格子、グリッド。今皆さん見ていただいたんですけれども、ここにありますよう

に目的意識がないと情報がきてもどんどん素通りしてしまうということを言われました。

ですから外はグリッドを使えよと、グリッドを作らないと情報がどんどん筒抜けちゃうぞ

ということを先輩から言われておりました。じゃあ、消防指揮官がそういったものを把握

できる理由はなんでしょうか。先ほど本来ですと小学生低学年ぐらいまで低下してしまう

ようなそういう状況でも、やはり精神力、業務力こういったものをしっかりと鍛えて。そ

して、またいろんなことを体験して知識、知恵にすることによって、グリッドを強化して

情報が引っ掛かるようにしている。普段消防官とうのはこういうことにしていますから、

きょうのテーマであります想定外活動、そういったところにこういう形で対処していくと

いうことであります。災害の本質を客観的に把握する力を常に鍛えると、こういうことを

心掛けております。じゃあ今、グルっと回っていただいたところ、本当は皆さんのように
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落ち着いてこんな静かな環境ではないんですよ。もう大きい 25 キロぐらいの、それこそ

防火衣とか着て。グルっと走りながら見ているわけであります。 
もう一度、今の状況を見ていただこうと思います。これが、北側からの状況です。これ

見ていただくと柱上トランス燃えていますよね。ここには油が入っていますから、ある程

度延焼しますと、昔の焼夷弾のように火のついた油が上から降ってきます。それからここ

には隊員がいます。これよく見ていただくと 7 人もいるんですよ。分かりますか。これを

一瞬で確認しなくちゃいけないわけで。じゃあ次西側に行きます。西側こういった形で手

前は燃えてないですけれども、これはまさにブロック内火災で、もう放火されて時間が経

っていますから、真ん中まさに最盛期で燃えています。じゃあ次、反対側南側に駆けてい

きました。これ南側から見た図ですけれども。南側まだ燃えてないですが火柱が上がって

います。この火柱が上がっているっていうのは重要な情報でして。上に屋根が抜けて、上

に火が上がっているということは。横への延焼拡大危険が逆に少ないということでありま

す。これが上に火が上がらないようですと、トタン屋根という形ですとどんどん横に広が

るので、火災の延焼速度が速い。これは上に抜けている。エネルギーがその分、上に行っ

ていますから、比較的、延焼速度は遅いかなということです。そして、これが東側から見

た図ですけれども。先ほどのエステの女の子の家すぐ直近ですので、このようにもう火が

吹いています。これで、いわゆる新人の消防士っていうのはここにホースを集めやすいん

ですよ。燃えている所に。でも皆さんもうこれ分かりますでしょ。これ消したって全然使

い物にならないんですよ。中に逃げ遅れがいればここにいますけど、ここに水をかけても

本当は財産的価値がないんですね。ただしここを抑えないと火力が強いですから、ここを

抑えつつここが主力ではないわけであります。これ今ですね、写真の音がしましたけど実

は触れるんですけど、私が自分で走りながらこれ写真撮っています。これを撮ることによ

って、例えば皆さん今ここに 30 人以上の方いますけれど、普通画家の方がこうやってフ

レームで切り取ります。これによってしっかりと漠然と見ていたものが、はっきりと自分

で把握できるという効果から、あと記録も残りますので。こういった形で写真を当日撮っ

ていました。やはり客観的認識の手段というものを工夫していたわけであります。 
今、見ていただいたのがこれが平面図ですけれど。この赤い部分はもう着いたとき、今

ご覧のようにすでに燃えていました。緑は耐火造です。そして水色は平屋建てであります。

消防では、耐火造と平屋っていうのは全然違うんです。なぜかっていいますと、耐火に火

が入ったときにはそこはそこで別の指揮を執らなくてはいけないので、部隊が分断される。

ですから原則として、平屋と耐火があったときには、耐火には移さない。耐火に移します

と部隊を二分して、指揮も二分しなくてはいけない。三つあれば三つに分けなくてはいけ

ない。もう密閉火災になりますんでね。そういうことでこの耐火造がある状況です。 
で、私はこの回ってきて北側の所に到着してどうしたかといいますと、先ほど部隊が第

3 出場でたくさんの部隊が来ました。その部隊の部隊長全員北側の所に集めました。そし

て今この図。まさにこれと同じ図面を指揮隊が書いていますから、その指揮隊のところに
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こういう赤い矢印を入れました。そしてここがいわゆる部隊長の求めている延焼阻止線だ

ぞということを全隊員に認識共有しました。そして走りながらでありますけれど、じゃあ

どこの建物を延焼防止する目標かいうことで。この S 商事 1 の 21 の 12。Y 印刷 1 の 21
の 4 ということを、名称と住所を書いて戻って来ました。そして各部隊にこういうふうに

伝えました。ここの二つの建物で、手前で止めるぞということです。じゃあ具体的にはど

ういうふうに配置されたかというと、こういう形でホースが先ほどの部隊から配置されて

います。ここの 1 の部分というのが火点ですから、火点はたたかなくてはいけないんです

けど。ここだけたたいても意味がないので。ここにも要らないことはないですが、一線入

れて。あとはここの延焼阻止線のところで止めるということです。そしてこれだけの部隊

を 1 人で管轄するわけいかないんですよ。ですから大体普通はよくインシデント・コマン

ド・システムでも 1 人の隊長というのは 7 人ぐらいしか指揮できない、多くても 10 人く

らいしか指揮できないということですので、これだけの部隊を西側の局面指揮と東側の局

面指揮。それぞれ署長級の人を当てました。そして、こういう局面指揮をするときに大事

は、あなたの管轄する部隊はこれですよと、上のほうにいる部隊は西側の隊長に預けます。

そして東側のほうの隊長には、あなたにはここの部隊を預けますよと。そして私は全体を

統括しているんですが、先ほど言った目標、延焼阻止線をもし破られそうになったときに

は、すぐに連絡してください。すぐ手を打ちます。こういうような戦術を与えて活動しま

した。これが実際のテレビでそれが報道されたときのです。 
 
東京港区で今朝早く、飲食店など 10 棟。およそ 520平方メートル余りを焼く火事があり、

女性 1 人がけがをしました。午前 6時過ぎ、港区西新橋で 2階建ての建物から火が出てい

ると、通行人の男性から 119番通報がありました。火は出火元と思われる、木造 2階建て

の空き家から周囲の建物に燃え広がり、合わせて 10棟、520平方メートル余りを焼きおよ

そ 4時間後に消し止められました。この家事で、煙を吸った女性が目と喉の痛みを訴え手

当てを受けました。警視庁と東京消防庁は、出火原因を調べています。 
 
＜佐藤氏＞ ということで、これ昼間見るとなんてことないようですけれども、夜見ると

意外と情報が入ってこないんですね。これで 11 時ごろ、これ私が先ほどの耐火造、あそ

こは弁護士会館なんですけど。あそこに入れたらきっと社会的に大きい問題になったと思

いますけどこれ。そこの屋上から撮った写真です。こういった形で、消火することができ

ました。 
今の見ていただきまして、ほんの少し消防活動、触れていただいたわけですけれども。

消防活動の本質とはなんだろうということで、私は常々こういうふうに考えています。消

防というと、消火と救急そういうイメージがあると思うんですけれど。私 36 年間現職を

務めていまして、消防というのはエネルギーコントロール業務であろうというふうに感じ

ています。火災というのは熱エネルギーですし、プラントは化学エネルギー、そして台風
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なんかは当然自然エネルギーですが。高所からの転落というのは位置エネルギーだと思っ

ています。ということで、社会で制御できなくなったエネルギー。エネルギーっていうの

は本当あふれていますけれども、それ皆さん本当は制御しているわけです。ご家庭でもそ

うです。それが制御できなくなったエネルギーを、制御して社会に返すのが消防の本質な

んだろうというふうに認識しています。 
もう一つが想定外対応業務であると。同じ火災でもボヤそして今のように大きい火災。

こういったものでも、ボヤでも一つとして同じ災害はありませんので、われわれ消防の対

応するのは常に想定外の業務であります。経理とかですと、昨日やったものの続き、同じ

帳簿ということありますけれど。消防の場合にはそういうこと全くありません。ですから

災害の想定外を常として、備えて社会に貢献する業務であるというふうに認識しています。 
じゃあ原発の災害。ここで見てみますと原発、化学反応とエネルギーそれとですね水が

主要な制御物質であります。チェルノブイリの場合には、炭素が制御物質だったので、あ

れ火がついたときに炭素燃えてしまったんですが、日本の場合には水が制御物質でありま

す。そして、拡大防止っていうのは実は原子力事業者の責務ということで、災害対策特別

措置法の中にしっかりとこれ電力事業者がやる、駄目な場合は国がやるとなっていますの

で、こういう自治体消防がやるというスキームではないんです。そうすると今回の消防は

本来この原子力災害拡大の防止の枠外ですから、訓練も演習もしたことありませんし情報

ももらったことありません。ですけれど、この下にありますようにエネルギーコントロー

ル業務ということで専門家であり、なおかつ放水の専門家ですから、今回われわれのとこ

ろにいわゆる制御できない原子力エネルギー、これを注水システムを構築して制御してく

れというのが本質的なお願いだったというふうに理解しています。 
じゃあ今、消防活動と想定外ということで、消防、ほんの少しです一緒に考えていただ

いたわけですけども。想定外への備えということですけども。先達の汗と涙の結晶なんて

書かせていただいたんですが。私はたまたま先ほどご紹介いただいたように、原発のほう

に行くことになりました。しかし、この原発だけではなくて、先ほどの災害もそうなんで

すが、消防の特性として備えているからこそ行けるんですね。本来は人間がみんな逃げて

くるわけです。ですから、われわれも皆さんと同じ今の格好でしたら、われわれも逃げな

くてはいけないんですけれど。逃げていく所に入っていく、それはやはり備えがあるから

であります。ここでいろんな備えがあるんですけれども、化学機動中隊、特に福島原発で

は 2 時間以上に渡って、車両から降りて放射能の状況とか周りの建物の状況を調べてくれ

たその基となったオリジナルとなった化学機動中隊というのがあります。これはここにあ

りますように、実はちょうど 30 年くらい前に宮崎の沖電気モノシランガス事故というの

がありまして、都内でもフッ化水素漏えい事故が多発した時期がありました。フッ化水素、

ご存じのようにガラスでも溶かしてしまうようなそういうすごい猛毒ですけれど。ちょう

どこれはバブル期に入るころ。ですから IT がこれからどんどんできるというところで、

こういう化学事故が多発した時期がありました。それで 1989 年に化学災害等の検討委員
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調査委員会というのを作りまして。アメリカ等のマニュアル等も研究しました。そしたら

分かったことが、30 分以内にこういう化学災害は応急処置を完了しないと手遅れになると

いうことが分かりました。それでこの化学機動中隊。1993 年に 10 隊作ったわけですが、

このとき面白いことに、このとき作ったのは、今、皆さんに指揮者として指揮していただ

いたんですが。そのときの活動方針の決定に進言する部隊として作られたんです。ですか

ら、今のハイパーのようにどんどん自分が行って活動する部隊として作られたんじゃない

んです。それで、危険性はどこか、危険範囲はどこか、対応手段はどういうもの選べばい

いのか。こういったことを進言する部隊。ただし、そのあとだんだん危険区域内で活動で

きないので、自分たちが活動するという形で作られていったわけです。ところがこの化学

機動中隊を先輩が作ったその 2 年後に、皆さんご存じの地下鉄サリン事件が起きました。

これでは死者が 11 名で 5000 人以上の重軽傷者が出ました。そうかと思うとその直後、今

度は東海村の JCO の臨界事故がありました。そこでは 2 名が亡くなって、3 名の方が被ば

くしてうち 2 名の方が亡くなりました。今回一緒に行っていただいたヤマグチ先生が、ち

ょうどこの方たちの治療したんですが、生きながらミイラになっていく苦しさということ

でいろいろとお伺いしました。そしてこういうことがありましてから、この化学機動中隊

の持っている測定器というのはそれほど高度ではありませんので、研究室で使っているよ

うなああいう高度のものを入れて、もっとしっかりと調べられる部隊を作ろうということ

でできたのが、サンフォンで今回原発に行きましたサンフォンの救助部隊。これハイパー

ハズマットとわれわれ呼んでいるんですけど、それが行きました。それと同時にこういう

幾つかの災害を経験していると、やはりわれわれだけの知識ではできないということで、

当時 NBC 生物、化学それから原子力こういったものの災害の支援アドバイザー制度とい

うのを作りまして。あとでこれが充実されて、今では特殊災害支援アドバイザー制度とい

うのができてます。こういうのを先輩がもう 30 年前から作っていただいたおかげで、今

回私が連れていった部隊、この東日本大震災のときに福島第 1 原発に対応できたというこ

とがあります。 
もう一つですね、今のは化学機動中隊ですけど。緊急消防援助隊これはよく聞かれると

思いますけれども。これも実は非常に苦い失敗談から先輩がたが苦労して築いていただい

たんです。1995 年 1 月ですから、ちょうど阪神・淡路大地震、今からこれですとちょう

ど 20 年前。先ほどのは 30 年前ですけど。この阪神・淡路大地震のときに私も当時係長で

行って苦い思いしましたけれど。市町村消防ですから、われわれ東京で、私も地震があっ

たときに被害が大きいというのが分かったんですが、応援要請が首長さん、神戸とかの市

長さんとかそういった方がしないと出て行けなかったんです。それで出て行ったのが半日

も経ってから出て行ったっていうのを覚えているんです。それだけではないんです。当時

は、東と西ではホースが違ったんです。きょういろいろ全国から来られていると思います

けど。西側のホースははめ込み式で、東側のホースはねじ込み式だったんです。で、阪神

淡路大地震のときはあの辺は本当は地震なんか来ないということだったもんですから。防
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火水槽が戦時中に作った戦時防火水槽ですから全部底が抜けちゃったと。六甲から持って

きたおいしい水も、水道管が破れてしまって水がない。そうすると海から引いてくるしか

ないんですけど。今言ったように、ポンプ車をどんどん連ねてもホースがつながらないと。

なおかつ瓦礫があって、あんな遅れて行った車がそれを乗り越えられない。 
こういう苦い経験から、この半年後、緊急消防援助隊というのを実は運用で先輩がたが

作ったんです。運用で作ってそのあと約 1 年後には、やはりああいう瓦礫等があると普通

の車両では駄目だということで。重機があるような、今回のようなもの。それから大量に

送水のできる、今回使ったスーパーポンパー、こういったものを用意しなくちゃというこ

とで。1996 年、その翌年の約 2 年近く経ってからですけれども。ハイパーレスキューと

いうものも、これも法令で決まっているんではないんです。先輩がたが自分たちでだから

ということで作ったんです。このときものすごく反対を受けたといいます。なんでそんな

ものが必要なんだ。で、東京だけじゃなくて全国にも行くということで、そんなもんを東

京の予算で作るのか。大分苦労があったということ聞いております。ところが、こういっ

たものを装備したので、2001 年には芸予地震があって、2003 年には苫小牧の出光タンク

火災がありました。これはあのタンク一つ。そんな大きいタンクではないんですけど、あ

れ一つ消すのに、日本中の泡消火剤持っていってもまだ消えない。台湾から輸入したけど

まだ消えない。結局、燃え尽きるまで待ったんです。皆さん、今回原発行ったんですけど、

私が今研修立ちあげて、来月から全国の原発のいわゆる所長さんその下の部長さんクラス

を危機管理研修やるんですけれど。原発とこういうコンビナートの一番怖さの違いなんだ

か分かりますか。毒性とかあるんですけど。こういうコンビナートは、ガーとこうやって

それ一つ燃え尽きるまで待てばいいんです。ですけど原子力は待ってられないんです。手

を離したらどんどんひどくなると。ですからそこが原子力と同じエネルギーといってもコ

ンビナート等のエネルギーとは違うという特性があります。それで、このこういう災害が

あって、東海地震も起きるよということが 2004 年。この阪神・淡路大地震があって、先

輩がたが運用でやった 10 年ぐらい経ってから、緊急消防援助隊の制度が、組織の中に法

制されたんです。そしてそれから法制されても、さらに 10 年後。2013 年の 4 月に 4500
隊を整備しようと。整備といっても各自治体が手を挙げるかです。登録しますと。ところ

が 2013 年の 4 月に 4500 隊整備する、それが整備しきれない 2011 年の 3 月になんと東日

本大震災起きちゃったわけです。ですから、このときこの緊急消防援助隊何隊行ったかっ

ていうと、4300 隊だったんです。で、これが初めて消防庁長官の指示で、全国の消防が動

けるという体制ができて、そして今回この地震と津波と原発災害にも対応できたんです。

これが法制化されたことによって、今まで実は、この運用でやっていたときは、みんな自

治体が自分で、費用持ちで行くんです、人から何から。ところがこの法制できたおかげで、

東京都のこないだ持っていったんです。あれ 1 台 2 億円なんです。で、大体 30 台ですか

ら 60 億円の東京都民の車両持っていきました。それに 100 人以上のもので大体 1 人 3 億

円ぐらいといいますから、2 億から 3 億ですから。もう年配者だから 2 億円ぐらいとして
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も、250～260 億のプロジェクトだったわけです。で、こういったものも緊急消防援助隊

制度ができたおかげで、全国のそういったものは国が今度負担してくれるということにな

ったわけです。このように、こちらは 20 年かかって整備された。前の化学機動中隊、30
年かかって整備された。それが今度の原発の所で集約できたと。だから私なんか行って、

偉そうなこと言えないんです。先輩がたが、まさに汗と涙の結晶として、こういったもの

をそろえておいてくれたからこそ行けたんです。 
ちなみにもうちょっと敷衍しますと、先ほどのサンフォンのハイパーですね。あれ JCO

の臨界事故があってから水張り。先ほど言ったように水が放射能止めますので、水張りの

偵察車両作っているんです。ですから、それと鉛を張って、外にはいざというときあれ行

ったときには、あれ水を入れて水で囲まれた車両、こんなのを作るときも猛烈に反対があ

ったと聞いてますけど。それを先輩がたが作ってくれたので、2 時間近くかけて中で偵察

することができたのであります。 
こういう苦い経験に学んで先輩たちが準備していてくれた、これが今回消防が行ってで

きた理由であります。自衛隊も行った。警察も行った。できないですよね。あれは単に水

出しの専門家でないからということのほかに、水出しの専門家であるがゆえに、きちんと

20 年も 30 年も前から準備していたということであります。きょうのテーマは想定外どの

ように対応できるかというとことですけれど、まずそこは一番大きなポイントだと思いま

す。 
じゃあ想定外の備え、福島第 1 原発 3 号機に注水するにはどうしたかというと。これは

原発だけではないんですけれども、先ほどの火災でもそうなんですけれども。われわれが

持っている装備それから人員で、何が難しいんだろう、そして何が易しいんだろう。何が

できなくて何ができるんだろうということを、まず必ず比較考慮します。そして、相手の

物性。先ほどは火災ですけれど、今回は原発ですけれど。この原発の物性をわれわれが持

っているハード、ソフトそういったもので取り込めるんだろうかと。例えば、われわれが

行くときにむやみやたらに行ったんじゃないんです。行ったら 3 号機やってくれっていっ

て計画作って行ったら、向こう着いたら 2 号機やってくれての。駄目ですって断りました。

そんないい加減な気持ちで行ってないんです。きちっと計画しているんです。これはあと

でまた見ていただきますけど。ですから、こういう相手を取り込まなければ、われわれ行

ったらまさに決死で死んじゃいますから、そういうつもりはありません。で、この取り込

めるということがまさに戦略であります。どういうふうにやるか。そしてここにあります

ように、事前命令ということでこれを徹底しています。で、現場に行きますけれど、現場

なんてそんなに甘いものじゃありません。ですから想定した状況と現場が同じだったって

いうことは今まで 1 度もありません。ここに先ほど皆さんがやっていただいた指揮命令、

戦術というものが重要になってくるわけです。ですからこれは原発だけでなくて、災害全

てがそうですけれども、この戦略と戦術がうまくいって初めてミッションが達成できるわ

けであります。 
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じゃあここで一番の肝は何か。これはまさに皆さんがたに先ほど少し考えていただいた

指揮が要だと思うんです。このときの頭脳となる指揮隊制度というのも昭和 50 年に作っ

ていたんです。ですから先ほど 30 年前、20 年前の話ししましたけれど、その約 50 年ぐ

らい前からはもうこういう指揮隊制度ができていた。こういったものの結晶がまさに、原

発で誰も放水できないというところで放水できた要であります。 
じゃあ想定災害対応の実践ということで。燃料棒冷却作戦、これについてちょっと見て

いただきたいと思います。2011 年の 3 月 11 日 14 時 46 分地震が発生して、東京都も 1000
平米を超える延焼火災がありました。34 件の同時多発火災がありました。それに対応して

いるときに、翌日の今でも覚えていますけれども 15 時 20 分ごろ、国のほうから東京電力

がこのスーパーポンパー貸してくれと言っていると。車だけでいい、まだ原子炉安全だか

ら。だけどこんなもの貸したって、17 段変速で特殊車両ですから操作できないので、2 隊

28 名付けて出しました。東北道危ないので常磐道北上させました。そしたら今でも覚えて

いるのですが、約その 11 分後にテレビでこういうように福島第 1 原発、爆発したんです。

そしたら電力会社のほうから、もう安全確保できないから引き揚げてくれというのが、国

を経由で伝わってきました。引き揚げちゃって構わないんですか。いや、もともと先ほど

のように、原子力災害対策基本法では自分たちがやって駄目な場合には、自治体じゃなく

て自衛隊がいますからということで引き揚げました。ですけど、このときにわれわれは初

めて、この燃料棒冷却プールがカラカラで注水する必要があるということが分かりました。

それで、作戦室にいたみんなで「じゃあ俺たち放水の専門家だからいつか来るかもしれな

い。今から検討しよう」ということで、検討始めたのがこのときであります。皆さんきょ

うは防災のスペシャリストの皆さんばっかりだと思うんですけど。やはり防災の災害対応

力というのは想定力だと思います。きょうは想定外ということを課題にしていますけど、

東京も震度 7 の地震がくるといわれていますけれど。中越地震、阪神大震災、東北しか震

度 7 強の地震ないので、東京の人なんて震度 7 の地震体験してないんですもん。でもそれ

に備えなくちゃいけない。やはり想定力をこういう防災の専門家の皆さんがかき立ててあ

げないと対応できないということであります。 
そうこうしているうちに 3 月 14 日になりますと、原発 3 号機も爆発しちゃった。私た

ちが帰ってきた直後に自衛隊の岩熊 1 佐率いる特殊部隊行って着いた途端に爆発して、か

なりの方がけがしました。もしわれわれが漫然とあのまま行っていたらかなりの隊員が 1
日前に着いていますから、犠牲になっていたはずです。 

そしてこの 15 日なりますと 2 号機の燃料棒全露出という新聞記事ありましたけれど、

われわれも先ほどのように NBC 勉強していますから、ああこれはもうメルトダウンして

いるんじゃないか、思いましたけど。メルトダウンしているというのはこれから 2 カ月以

上経ってやっとメルトダウンしているという状況でした。ただしこのとき震災津波という

のは、どんどんまだまだ続くんですけども、あとは人員の交代と補充で定例化してるんで

す。それに対して原発の災害っていうのは毎日 100ミリシーベルトぐらいつながってくる。
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きょうリーダーの方たちだと思うんですけれど。リーダーの一番大事なのは、変化。変化

をしっかり見ないといけないんです。火災でもそうです。漫然とさっきのように見ている

んではなくて、何が変化する。変化にこそリーダーが指示するポイントがあります。そし

て 16 日になりますと、もうこれ自衛隊、ヘリも出してくれて警察も放水車出してくれま

した。燃料棒の冷却これが喫緊の課題となっていました。 
16 日になってやっとわれわれこの原発の敷地図面もらえたんです。先ほど言ったように

われわれスキーム入っていませんからないんですよ、これ。それをもらってじゃあどうい

うふうにすれば、この 50 メートル高い建屋の 30 メートルの所にある燃料棒貯蔵プールに

水を出せるかという具体的な戦術を検討しました。これ本当は三つ作ったんですけれども、

ハイパーレスキュー実は 4 隊当時ありまして、二方部のハイパーっていうのはどこで災害

があっても送りますから、もうこれすでに気仙沼のほうに送っていました。残り 3、6、8
あるんですけれど、これ連れていっちゃうと東京、空になっちゃうんですが、もう国難で

すから全部連れていくしかないということで、この部隊全部福島に投入することにしまし

た。これは意外と大変な決断なんです。もし東京で何か災害があったときは、東京の皆さ

んで作った部隊を向こうに連れていってしまうので大変な状況なんですけど、やはりこれ

は腹くくるしかないと。放射線の脅威、これも原発の事故から 4 年近く経っているんでご

存じだと思いますけど、簡単におさらいしますと、原発に関わる放射線源っていうのはア

ルファ、ガンマ、ベータ、中性子。この中性子というのは臨界が起きなければ出ないとい

うことで、これはないだろうと。ただしこれ中性子というように電解がないので、世の中

にある分子の陽子とかプラスマイナスに影響されないのでまっすぐ飛んでくるんです。で

すからもしこれ福島原発で中性子臨界が起きたときには東京まで飛んでくる。ですからわ

れわれ総監とかともし東京に中性子飛んできたときどこに逃がそう。それから、福島から

来た人をどういうふうに受け入れるといったことも考えていました。だけど今回、幸いに

つきこれはないと。でも、残りアルファ、ベータ、ガンマですけど、アルファ、ベータ黄

色く指示しましたがこれ粒子です。アルファ線は四つの粒子ですからヘリウムと同じです

けれども重いので 10 センチぐらいしか飛ばないんです。紙なんかがあるとポロッと落っ

こちゃう。じゃあベータ線は電子ですからもっと軽いんです。だけどこれは中性子と違っ

て電子ですから、分子とかがあるとそれに引っ張られたりして、電子引っ張られてくねく

ね飛ぶ。でも 2 メートルぐらいしか飛ばない。でもアルミニウムなんかがあるとこれもポ

ロッと落っこちゃう。じゃあ落っこちゃうから大丈夫かというと、こんなもん体の中に入

れたその中でずっと放射能出し続けますから大変なことになってしまう。絶対これは体の

中に入れちゃいけない。内部被ばくは避けなくちゃいけない。じゃあガンマ線はどうかと

いうとこれ電磁波ですから、電子レンジと同じです。これをベクレルといいますけど、あ

れ 1 ベクレルっていうのは 1 本の電磁線だと思ってください。ですから 1 万ベクレルって

いうと 1 万個がバーッとやりのように突き刺してきているというふうに考えてください。

このガンマ線はやはり外部被ばくですから、避けるには三つの方法しかないんです。どう
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いう方法か。一つは近寄らなければいいんです。二つは遮ればいいんです。ですけど今回

は隊員も近寄らなくちゃいけない遮るものもない。そうすると残りの武器というのは時間

しかないんです。時間で管理するしかない。先ほど言ったように針のようなものが飛んで

きますから、それが遺伝子突き破れば再生できなくなります。ですから時間を管理するし

かない。われわれに残された武器はこのように内部被ばくを徹底に避けて外部被ばくを管

理する。要は時間しか残された武器がないということであります。東京消防庁、全国の消

防もそうですが先ほどのように NBC ずっと備えていましたので、本当は 30 ミリシーベル

トになったらいくら消防職員だって人間ですから入れちゃいけないんですよ。でもそこに

助けてくれという人がいたときだけ、100 ミリシーベルト限度に出ましょうということだ

ったんです。ただし 1 度入れて 100 ミリシーベルトもう積算でなったときは、いくらハイ

パーレスキューの人でも、絶対にもうあとは事務につけてこういう救助作業には就けませ

んよ、というのが基準であります。ところが今回行くときには政府から 210 ミリシーベル

トまでこれ上げるということがあって、隊長たちとも現場で随分検討したんですけど、や

はり急きょ変えた基準は信用できないから、われわれは 100 ミリシーベルトを順守してい

こうということになりました。 
いよいよ 3 月 17 日。先ほどのように作戦ができましたので総監に話して、もうこれは

部下が死ぬような場面ですから警防部長自ら行くと。じゃあ総監のほうは地震と津波の対

応お願いしますということで、これ六本の機動部隊に行って、私がこの作戦を隊長たちに

話している段階であります。隊長たちはこのとき、ああ俺たちは行くのかなということを

感じたと思いますが、喧々諤々このときに議論しました。やはり作戦の検討と率先遂行で

す。先ほど三つの作戦を水を入れないから倉庫っていいますけれども、そのハイパーのと

ころでやっていました。とにかく時間との勝負でありますので、いかに効率的に人が少な

くそして時間が少なくできるかということで、こういうアームも普通は着いてからゆっく

り伸ばすんですけど、そんな暇はない。じゃあどういう角度でやればいいか、図面等をも

とに、もうアーム出しっぱなしでできないか。幸いなことに近くに荒川の河川敷がありま

す。海から原子炉までちょうど 500 メートルぐらいなんで、実際に伸ばしてみようと。こ

れ先ほど全部これ私が自分で撮ってるんですが、ここに時間が表示されます。隊長も時間

測っています。こういった形でアーム出しました。このアームが出しっぱなしで都内走っ

たら電線引っ掛けちゃうのですけど、河川敷ですからこういった形でやりました。それで

よーいドンということで、500 メートル伸ばしまして、これが実際に放水した屈折放水塔

車。そしてこれが 110 ミリというこんな太いホースですね、1 本 100 キロぐらいあるホー

スをパタパタと自動的に伸ばすスーパーポンパー。そして 1 号機が水中ポンプを伸ばして

いる間に 2 号機のほうで 150 ミリのホースを伸ばして。そしてその間に屈折放水塔車が準

備している。そこまでホース延長します。そして当日木枯らしの吹く本当に寒いときだっ

たんですけど、風向きによって風上、風下、風横。どっちだったら 50 メートル離れた高

いところの 30 メートルの場所にあるそこに的確に放水できるかっていうことを検証しま
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した。きょうは防災関係の皆さんが多いのであれですけど、ここにアウトリガーっていう

のがあるんですが、アウトリガー出す時間ももったいないので、車の縦方向だったら転倒

しないかもしれないということで、アウトリガーを出さないで放水することまでもここで

検証していました。普通そんなことしちゃいけないんですけどね、ひっくり返っちゃいま

すからね。このときはまだ出場命令出ていませんでしたから、全部隊もとの自治体に帰れ

と。    
そして今お話ししたとおり、もっと縮小して少ない人数、最低で行こうということをこ

れから検討しようと思っていた矢先に、ここにありますように 0 時 50 分に内閣総理大臣

から都知事に向けて出場要請がきました。しょうがないから今のままの部隊で、もう一度

六本の位置に集まる。車ホース載せ替えて集まる。実は先ほど見ていただいたの、この 8
隊なんですけど、それと同じものをもう 1 セット用意しました。非常に高い所でこれ 22
メートルしかないんですよ。で、向こうは 30 メートル、50 メートルですから、届かない

といけないということで。40 メートル級のはしご車持っていきましたので、本当は 3 セッ

ト持っていったんです。それと指揮隊も、私のこの部長以下三つの指揮隊。ですから、実

際には 3 セットの部隊が 30 隊 139 名という内訳であります。急きょ行くことになりまし

たので、私は先ほどのアドバイザーのヤマグチ先生に電話しまして、どういうことを守ん

なくちゃいけないか、自分で聞き取って自分でこれパソコンで打ちました。やはり鉛入り

の防護衣を完全に着てくれと、20 キロ圏以内はもう内部被ばくしちゃいけないので屋内活

動だよと。それから先生がおっしゃるには鉄板 1 枚でもいいから遮へい物何か置いて活動

しなさい。ですからみんな置いた車両の裏を通るようにそうして活動していました。そし

て、これヨウ素この甲状腺に放射能貯まるんですけれど。これは大体 50 年くらいかかる

らしいので、40 歳未満の人だけ飲んでもう 40 歳過ぎた人はいいよと言ったんですが、結

構みんな飲んでいました。このとき初めて分かったんですが、よくうがい薬飲むなんてば

かなこと言っていますけど、あのヨウ素ってものすごい副作用があって、1 回飲んだら 2
回飲んじゃいけないと。効果は 24 時間しか効かないということですから、先ほどの、時

間の制約の中で、もうミッション始めたらそのときに始めないと 2 回のやり直しはないと

いうこともここで分かりました。そして 100 ミリシーベルト、先ほど基準なんですが 2 キ

ロもある構内で、100 ミリで無線の線量計この線量計だったらオーバーしちゃいますから。

先生と相談して、じゃあ 80 ミリシーベルトに設定しようということでいきました。飲食、

喫煙、当然駄目。あとは密閉して返しなさいと。こういう重要条項を共有して、これでみ

んなに配りました。 
で、いよいよ 2 時ですけれども、正式な出場命令でわれわれ出たんですが、これ常磐道

走りました。私は実際に自分でこれジープから撮ったんですが、その前にあの消防車両何

度も出したら、あの消防車両が車タイヤがバーストしたっていう情報がいっぱいあったん

です。自分で行ってみて分かりました。もう段差ができているので、正断層だと飛ぶんで

すよ、スキーのジャンプじゃないですけど。逆断層だとガツンとぶつかるんですよ。だか
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らあれじゃあトラックタイヤでもバーストするわけだなと思いました。 
いよいよ向こうに着いたのが翌日の、約 4 時間かかりますので、8 時ごろ原発から 30

キロのいわき市の四倉分署という所に着きました。現地の消防にお世話になって、これ整

備していただいたのですが、実はここも津波でこのように洗われていたんです。当時はガ

ソリンがほとんどなくて、手漕ぎのポンプで入れていたので、全部隊がバラバラに着いた

のですが、9 時ちょっと前に全部隊が着いたので、もう一度、重要情報を共有しました。

皆さんきょうリーダーの方ばかりですけれど、こういう災害のときそれから危機のときと

いうのは、重要情報を共有するということが、ものすごく大事であります。なかなか一人

一人無線とかで指示できるか。そんなことはないので、なんのためにやるんだ、こういう

状況だっていうのを常にできるときに共有しておくということは、ものすごく大事であり

ます。われわれ警防部長の部隊は先に行きまして J ヴィレッジで東電と打ち合わせをしま

した。今東電いろいろなこと言われていますけれど、現地の東電それから消防、自衛隊、

緊密に連携取っていろんな情報しっかりとくれました。これが東電さんが作っていたその

ときの図ですけれども。これが 3 号機です。これ 3 号機が爆発したのでコンクリート片、

ここにコンクリート片がもうそれが放射性物質になってるんです。ですからここの中だけ

で 160 ミリから 300 ミリシーベルトですね。もうちょっと周りで 1000 ミリシーベルトっ

ていうようなのが場所、場所で濃度が違う。今言っているマイクロシーベルトと違うので

す。0.1 ミリシーベルトってどういうことかって言うと、0.1 ミリシーベルトというのは、

人間の細胞 60 兆ありますけど、そこにさっき言ったベクレル。やり、針を全部通した状

態が 0.1 ミリシーベルトであります。ですから 1 ミリシーベルトはそれが全部の細胞に

1000 本ずつ針を刺して、それの 150 倍 300 倍のエネルギーということです。すごく危な

いエネルギーです。これが 3 号機、初めて出てきて写真見せられて、だってこんなに壊れ

ているんだもん。本当にこれで 22 メートル級のでその先に放水できるんだろうかという

こともこんとき初めて分かりました。 
東京電力と政府と相談して、東京消防庁は夕方の 5 時からやってくれよということにな

りましたので、この J ヴィレッジでタイベック防護衣をつけて出場することになりました。

ここからは 20 キロあるんですね。私はここで消防入りますよと指揮宣言して、それで国

がやりますから待っていたんですけど。さっきの話だとあっという間に設定して帰ってき

ちゃ危ないんですよ。ところがなかなか待っていても帰って来ないんですよ。で、帰って

来たのはもう 19 時過ぎていました。それで先ほどの偵察車両の隊長に聞いてみますと「で

きたか」というと「できない」と。じゃあもう薬も飲んでいますから、もう駄目かな、絶

望的かな、それとみんなが浴びちゃって、もうとてもじゃないけど再度行かせられないか

なと思ったらそうじゃない。重要情報共有していたから、ここへ行った部隊は偵察隊だけ

が行ったんです。で、ここが海で、ここの所が 3 号機でここに本当は延ばす線があるんで

すけど。ここがもう瓦礫とかで駄目なので、このように全部見てくれて、どこならポンプ

を通してどこならホースを伸ばせるかっていうこと見てくれて、この船着き場ならポンプ
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を落とせる、そしてここなら放水できる。でもここ 800 メートルあるんです。その内のこ

の緑の部分っていうのはもうここも瓦礫が多くて、とても車で伸ばせないからここは手で

伸ばすしかない。で、ここ、きょう専門家の皆さんなんでここ外も調べていますけど、外、

回って調べてくるの、これ 2.6 キロぐらいあるんですが、あの 2 台持っていった車両つな

げばこれ 2.6 キロ外もつなげるんですが、もしこれをやっちゃうと、それでなくても瓦礫

が多い所に、こんな太い丸太みたいなものがのたうち回ったら、あとの車両が入れなくな

るから、われわれ危なくなるけどしょうがないここの道は安全だけどやめようということ

でここにしました。ここに書いてあるんですが、もしかするとわれわれの部隊だけでは駄

目なので、ここにハイパーハズマット応援要請、次の部隊呼ぼう。こんなことも実は検討

してじゃあ行こうということになりました。先ほど言いましたように、どんどん 1 日で 100
ミリシーベルトずつぐらい上がっていますから、ここで引き揚げたらもう次の部隊来たと

きに、人が近寄れなくなるだろうということで、やるしかないんですけれども。やるには

やっぱり徹底した合理的な安全策を取るしかないということで、3 時間ぐらいここで検討

しました。 
あとで実際の話はもう少し見ていただきますけども、これでミッションができたのが、

日が変わって 3 月 19 日の 0 時 30 分でした。そしてこの部隊が先ほどの四倉分署に全部戻

って来たのは、もう翌日の朝方 5 時ごろでした。この間、朝はおにぎり 1 個、昼はバナナ

1 本、そして夜はカップヌードル 1 人いくかいかないかこれぐらいしか食料がなかったん

で、東京消防庁のほうに連絡して食料早急に送ってくれということで、夜中中かかって送

ってもらって、これ 40 キロ離れた体育館で仮眠しまして、ここでやっと食事らしい食事

取りました。実はあそこの J ヴィレッジにはぜひお食べください、お飲みくださいってい

っぱいあるんですけど、絶対食べちゃいけない。あそこで食べたら内部被ばくしますから、

タバコ吸っている人もいたんです。信じられない、安全管理全然できてない。こんなとこ

ろでおまえたちいるな、全部車両で待機しろ。隊員にはかなり無理言いましたけど、そう

いった形で安全管理を徹底しました。聞いてみるとこういうときには本当にお金なんか持

っていっても買えないんですよ。本当はお金で買ってこうかと思ったんですけど、とても

140 人近くのものを買うとゴソッと買っちゃいますから、いくら消防でも買えなかった。

皆さんもこれから大きい災害、東京都でもあったときには、こういう兵站確保というのは、

やはりリーダーの大きな責任であります。みんな聞いてみると口には出さないけど隊長た

ちに聞いてみると「いや。被ばく心配していますよ」いうことなのでこれも総監のほうに

電話して、消防学校で 24 時間体制で精密検査っていう体制取ってくれということで、こ

こへまず全員行って、お医者さんと看護師さん 4 人が常駐している中で、精密検査を受け

てから帰らせました。私は全員を送らせて行ったので、遅れちゃいけない報告できないと

いけないということで、鳴らす必要なかったんですけどサイレン鳴らして赤色灯回して帰

ってきたら、私のほうが先に着いてこういった形で記者会見することになったということ

だったと。これは着いてから 30 分後に記者会見した状況であります。 
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今いわゆる準備の段階でどういう準備をしたかということお話したんですが、実際にや

ってくれたのは 139 人。私の一緒に行ってくれた 138 人の部下であります。もうこれ皆さ

ん今 NHK ではスーパープレゼンテーションということで、火曜日だかの 11 時ごろやって

いるんで見たことあるかもしれませんが、TED というのがあります。テクノロジーエンタ

ーテインメントデザイン。世の中でいいことをした人、こういった人を始めユーストリー

ムで生で全国に出して、それをまとめて YouTube で 200 年いつでも見られるアーカイブ

スにして、そういう、いい活動いい発想を世の中に広めて世の中よくしていきましょうと

いうボランティアであります。これにはもう 30 年ぐらい前なるのですけれども、ちょっ

とここにあるのですけれど、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、英国副首相こういっ

た方たちもボランティアで出ていただいて、それを翻訳する人も編集する人もみんなボラ

ンティアで。これが 2009 年に日本でライセンス取得して私もじゃあ TED で出るよという

ことだったんで、これからちょっと見ていただきますけど、これは先ほど言いましたけど

アーカイブスで残るということですので、私は部下に対する感謝の気持ちで今 1 時間くら

いお話したことを私は 20 分で話しますけれど、これは前座であります。最後に部下が出

てこれがメインであります。皆さんもリーダーですけれども、プレゼンテーションってい

うのはものすごく大事です。1 時間で話すよりも 20 分で話すほうが難しいので、今 1 時間

のものをリーダーとして、どうプレゼンで短くしたかという視点と、どこで部下に焦点を

当ててくかという視点で見ていただければと思います。 
 

（映像） 
もう最初テレビで原発災害だと聞いたときは、正直行くことはないだろうというふうに思

っていました。ただこの出場命令かかったときっていうのは、正直これはヤバイな、どう

しようかなっていう恐怖感と。もう誰もがやったことのないミッションだったので、絶対

やってやる俺らがやるんだっていう使命感と。本当それが入り交じっていたと、どうして

いいか分からないという。 
 
＜佐藤氏＞ もちろんご自身もそう思われたということは、それをご家族の方お子さんが

ご報告されたと思うんですけど、それはどんなご報告だったんですか。 
 
Ａ： もう本当に原発事故イコールチェルノブイリ、もっと大きく言えば広島、長崎の原

爆というようなイメージしかなく、これ私の家族含めてそういう思いがあったようです。

私のかみさんはさっき言ったとおり当時妊娠初期だったので、これで流産されたら困るな

っていう本当そういう思いで、どうメールしたらいいか。電話とてもできなかったので、

どうしようって思ったときに、軽く本当ちょっと飲みに行ってくるみたいな感覚で、ちょ

っと総理大臣命令出ちゃったから行ってくるよっていうようなメール送りました。そした

らですね、みんからやってこい、やってこいと、すごい命令だから行ってこいっていうこ
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とと。かみさんからもグレード上がるから、いっちょやってこいっていう偉そうなメール

がきました。ただ、それが本当力になったんですけど、出場当時は真っ暗闇で本当やる気

になっていたときなので、もう寝るっていうメールがきたときちょっと寂しかったんです

けど。 
 
 
＜佐藤氏＞ ということで今見ていただきましたけれど、これが今 YouTube にのっていま

すので。私もこれをご縁に TED のほうのボランティア活動してます。年に 1 回、大体 10
人ぐらい集めていろいろと活動しています。みんなボランティアなので、見ていただくと

カウントが一つ上がるんです。それが喜びでやっていますので、もし戻られてご覧になる

ときは、＜佐藤氏＞康雄スペースで TEDTV でも入れていただければ出ますので、見てく

ださい。ただし最後まで見ないとカウントしなので見始めたら最後まで見るようにお願い

します。 
 いろいろと今、実際の状況とかそれをさらえ先輩がどう備えてくれたかということを見

ていただいたんですけれども。最後に想定外災害への思考と大それたタイトルですけど。

私としては、今を真摯に学び愚直に未来に備えると。これが想定外への心掛けとして大事

ではないかと思います。よく想定災害というと過去に学ぶということありますけれど。今

こういう時代で過去に学ぶというのでは駄目なんだろう。今ではもう過去になったことも

当時は今だったんだと思うんです。ですから、先輩がたがああいう形でいろんなもの用意

していただいた。それはもう過去のことを勉強したというよりも、まさにそのとき起きた

問題に対応してこれからどうなるんだろうということを見据えて準備していただいた。そ

れが今に生きていると思います。ですから、想定外災害への思考として、今に学び未来に

備えるこういう気持ちが大事じゃないかと思っています。きょうも大分低気圧相当ひどく

て、北海道から北、西みんな大雪ですけれども。こういう暴力的な低気圧だけでなくて、

富士山も今にも爆発する。そして活動期に入って南海トラフがある。東京も直下型地震が

くるんじゃないか。こういうときにやはり先ほどのように想定外ということありますけれ

ども、想像力をしっかりと発揮して、今に学んで未来に備えるということがまず一つ大事

ではないかと。 
あともう一つ、想定外災害への思考ということで、災害の本質を見抜く目を曇らしては

いけないんだろうと。特にきょうお集まりの方は、防災セミナーの方で防災に従事されて

いる方多いと思いますけど。世の中というのは大きく分けて、社会科学的な事象とそれか

ら自然科学的な事象の二つに分けられると思います。社会科学的な事象というのは、経済

とか法律とか人が決めた決め事であります。それに対して自然科学的事象というのは、自

然災害だとか化学反応その他いろいろあります。ですけれど、この社会科学的事象と自然

科学的事象というものを混同してはいけないんだろうと思います。今私先ほど申しました

とおり、原発のリーダーに対して、危機管理の研修をやろうということで 1 年半セッショ
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ンしてやっと来年の 1 月にその研修をすることになったんですけれども。こういう目で原

発を見てみますと、例えば原発稼働すれば経済的にいいとか、そういう社会科学的事象は

ありますけれども、われわれのような防災安全を任務としている者は、それが法律でどう

決まってようとお金がどう掛かろうと本当は関係ないんですね。もうやはり自然科学的な

事象をしっかりと見据えないと収束できない。こういった面をやはり考える必要があるん

じゃないか。社会科学的事象と混同しない。こういう冷徹な目をある部分持ってなくちゃ

いけないと。もちろん消防活動自身も先ほど言いましたように、あれは 60 億ぐらいの装

備を使って 300 億ぐらいの人を配置していますから、プロジェクトとしては 360 億とか高

いものですけど。それが優先ではないわけです。あれが駄目になっても、こっちが本末的

に言えば、例えば私が死んでもあそこで食い止めないと日本は多分住めない国になってい

ただろうと思います。そういうことで最後になりますけれども、足元を見つめて社会を展

望してそして現状これでいいんだろうかと顧みる。この姿勢がまさに想定外災害へ対応す

る心掛けとしては必要じゃないかと思います。 
ちょうどこれ初めて皆さんために作ったバージョンなんですけれども、ちょうどあと 2

分ぐらい、質問時間残しなさいということだったんで、あと 2 分残して終わりということ

ですが。この約 90 分弱という短い時間ですけれど、皆さまに何か一つでもお役に立てる

ことがあれば、幸いだと思います。ご清聴ありがとうございました。 
 
＜質疑応答＞ 
Ａ：あらためて 3.11 のことを、あまり見たくない部分も福島県民としてはありまして、あ

らためてこういうふうな 1 時間で確認させていただいて、東京消防庁の方にいろいろお世

話になりました。注水、自衛隊の放水さんももちろんそうなんですけれども、福島県民、

被災した人もしてない人も含めて、やっぱビデオの中でお話がありましたが、頑張ってい

こうという気持ちに今なおさせていただいております、本当にありがとうございました。

本当に感想だけなんですが、申し訳ありません、ありがとうございました。 
 
 
Ｂ：消防の活動、市町村消防ということもあり、こういう情報はなかなか共有化されてな

い。特に振り返り、アメリカですと AAR、アフターアクトレビューっていうのがちゃんと

確立しているんですけど。どうもそれが確立してなくて、先ほどのサリンの問題、今回の

東日本のこと。そして最近ですと御嶽山ですね。もう少し私はこういう面に力を入れてき

たいと思うんですけれども、そういうことについてのちょっとお考えもしありましたら、

ご教授いただければと思います。 
 
＜佐藤氏＞ 貴重なご質問ありがとうございます。まさに振り返りが大事だと思います。

実は、私が現職の警防部長のときにそれと同じようなことを企画したことがあります。私
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が先ほどこういう災害が出て、幾多の災害があったときに、自分がまず始めに大隊長とい

う署で全部隊を率いる立場になったときに、1 番参考にしましたのは当時の赤本というの

がありまして。それは、先輩がたがやった火災時の失敗事例がいっぱい載っているんです

ね。それを読んで、常にイメージトレーニングしていたのが、大変役に立ったものですか

ら。警防部長のときに、もっとそれは古いので、新しい災害に対してそういうみんなの役

に立つもの作りたいと思ったんですが、駄目なんです。なぜかと言うと、情報開示制度が

ありまして、例えば今の時代、本当に難しい時代になったんですが、原因が消防ではなく

てもどこかお金の払えるところにしないと損害賠償できないということで。例えばそうい

う失敗事例をしっかりと出すと、そのメモ 1 枚でも情報開示しなくちゃいけないんです。

それをなくしちゃったっていうと、ものすごく大きな罰を受けるということになっていま

すので。そうするとなかなか本当の部分を、失敗こそその次につながるんですが、出せな

い社会になっているなというのを感じまして。実は本当はこの震災なんかなければ、警防

千夜一夜っていうのを私は考えまして。先輩がたにフィクションで書いてもらおうと。こ

れはあくまでもフィクションですよといいながら、失敗事例を書いてそれが面白い物語で、

千夜一夜で読めるということを実は作業進めていたんですが。これ退職する 20 日前にこ

れでもう間もなく本当はできるかなっていうくらいみんなにいろいろやっていたんですが、

この作業に追われてもう雲教霜消しちゃったんです。ですからまさに今おっしゃられたよ

うに失敗事例というのはすごく大事で、失敗事例こそ次に生きるんですが。今出せない状

況にある。そういう中で、先ほど私の本を読んでいただいたということでありがたいんで

すが、ああいうノンフィクションっていうのはすごく難しい所がありまして。これからそ

ういうためにもフィクションで次に伝えるという工夫も必要なんじゃないかなということ

は感じております。こんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 
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＜第１０回 防災連続セミナー＞ 

「関東大震災復興と後藤新平」   

 日時： 平成 26年 12月 24日 水曜日 2限 10：40～12：10 

 場所： 政策研究大学院大学 1階 会議室１Ａ 

 講師： 明治大学大学院教授（元東京都副知事） 青山 やすし氏 
 参加人数：49 名 
 

 
＜青山氏＞  

私はきょうこちらで後藤新平の話をさせていただくということで、大変ありがたく思っ

ています。都庁に私は 36 年間勤務しましたので、その間ちょうど私が都庁に入った昭和

42 年、1967 年です。ちょうどこの 2 年前に毎日新聞の夕刊に杉森久英が『大風呂敷』と

いう小説を連載をしていました。それを読んでいたんですけど。で、そういう大風呂敷の

人なんだろうなと思って都庁に入りましたら、やたらと後藤新平の業績にぶつかるわけで

すね。まず、この大学院大学の理念とやや似ていますけど、都庁に入ってから勉強させる

ということで、東京都の職員研修の制度充実しているんですけど、それは後藤新平が議員

講習所というのを東京市長になったときに作ったということがございました。それから、

東京都は伝統的に長期計画、3 カ年計画を繰り返して作ってローリングしていくという仕

事のやり方をしているんですが、それも後藤新平のいわゆる東京市政要綱という 8 億円プ

ラン、あれでできたとか。そもそも隅田川の橋はほとんど、関東大震災の震災復興で作っ

たものを今日私たちは使っているわけでありますね。東京では一番幅の広い道路は昭和通

りで 44 メートルあるわけですけれども、それも震災復興で作ったと。日比谷公会堂も、

これは東京市長、あるいは震災復興の時代ではないんですけども、後藤新平が安田善次郎

と語らって作ったと。そういった功績に次々とぶつかるもんですから、これは大風呂敷じ

ゃないんじゃないかということで、東京市政要綱を調べたところ、今日の私たちの自治体

の基本計画とか、長期計画のモデルにするべき、金額を示して作った長期計画であると知
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りまして、で、『小説後藤新平』という都庁の計画部長のときに私はいろいろ調べたことを

小説の形にして出版を致しました。で、大風呂敷ではないというのが、私の小説の主張な

んですけど。大風呂敷っていうのは、ある意味好意的な面もあるので、必ずしも否定する

こともないんですけど、ややいい加減という印象がありますので、それとは違う、非常に

堅実な行政マンであるということを小説に書いたもんですから、従ってそういう意味では

『小説後藤新平』を通じて、後藤新平に関する思い入れがありまして、今でもずっと後藤

新平の勉強会をやっていると。今は後藤新平にいろいろ助言をしたチャールズ・オスティ

ーン・ビアードについての勉強会を関係者を数年しているという、そういう立場です。そ

ういった立場から、でもきょうは防災シリーズの一環としての『震災復興と後藤新平』と

いう話をさせていただきたい。そう思います。 
 後藤新平というのはどういう人かというと、ざっとおさらいをしておきますと、世は明

治維新のときに 11 歳でした。これを評して後に伊藤博文は、「君は生まれるのが遅過ぎた」

とそう言ったわけですね。この時代の人っていうのは大体明治維新で活躍のチャンスを得

て、それで一気にのし上がっていくという人たちが多かったんです。伊藤博文も明治維新

のとき 16 歳です。当時の 16 歳ですから、既に一つの隊を率いて明治維新戦争を官軍の側

に戦ったという伊藤博文から見ると、後藤新平は明治 11 年、明治維新のときに 11 歳なの

で、そこまではできないので、ちょっと遅かったねというのが伊藤博文の批評であります。

同時に伊藤博文は「君は生まれるのが遅過ぎた。そして早すぎた」と、そう言いました。

早すぎた理由が、きょうのお話の主題になると思うんですけども、やや打ち出す政策や考

え方が先駆的過ぎたという、これはこれからお話し致しますけど。というので生まれるの

が早すぎたと。もうちょっと遅く生まれてれば、君の政策も支持されただろうにという意

味で。あまり伊藤博文っていうのが業績の割には気の利いた言葉残してないんですけど、

伊藤博文の後藤新平評はいい言葉かなと思います。後藤新平の特徴はこれが一つ。明治維

新のときに 11 歳だった。 
 もう一つの特徴は東北の水沢、現在の奥州市に生まれました。従って当時の東北はご承

知のように官軍に対して東北 36 藩同盟を作って抵抗致しました。特に会津なんかは相当

熾烈な戦いをして、その後木戸孝允はかなり長い間憎んだと言われるぐらいで、そういう

内戦で負けた側の、占領支配をされている地域の生まれであると。これがもう一つの特徴

であるかと思います。で、あのころ東北を占領した官軍は東北の行政をどう回復してどう

支配するかということに大変意欲を示して、とにかく明治 2 年までは函館戦争があって、

箱館で榎本武揚と大鳥圭介とか、多くの人がまだ官軍に抵抗して、旧幕府軍の人たちが戦

っていたっていう時代なので、東北を占領した、主として西南所藩の官軍の兵士たちは、

東北をどう行政的に発展させるかということに対して大変気を使いました。とにかく軍隊

として占領したけれども、直ちに行政を行わなければならないということで、東北諸藩に

対して官軍はそれぞれ各地で給仕を差し出すということを要求致します。この給仕はもち

ろん今日のいわゆる即時サービスをする給仕ではございません。いわゆる役所の下働きを
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するお使いだとか、あるいは書類の清書だとか、コピーだとか、今日で言うそういった下

働きをする事務の補助職員というふうに考えていいと思います。ちなみに戦後もしばらく

は給仕という職名があった自治体も結構あると思いますけど、そういう役所の下働きと平

職員を要求したというふうに考えればいいわけです。このときに後藤新平も旧水沢藩から

言われて給仕として官軍のところに手伝いに出るということを致します。このときの東北

諸藩の給仕の出し方見ますと、どの藩もこぞって将来性のある優秀な少年を差し出すとい

うことをやっています。今日のわれわれから考えると、意地悪してどうしようもないやつ

を出すということもあり得るんじゃないかと思うんですが、当時仲間を殺された東北の負

けた諸藩の人たちが考えたのは、もう官軍の世の中であると、新政府の世の中であると。

だから優れた少年を給仕として差し出して、官軍、占領軍に仕えたほうが彼らの将来のた

めになるというふうに考えたと思われます。それに対して、占領軍の側も非常によく答え

まして、差し出された給仕の中でも特に優秀だと思われる少年に対しては、自分が小遣い

を出して彼らに教育を受けさせるということを致します。後藤新平もそうやって医者にな

り、内務省に勤め、公衆衛生局長になり、挫折もするわけですけれど、そして世の中に出

ていくという過程をたどります。最初は安場保和という結構偉い人のところに給仕で入る

わけですけれども、そこは非常に忙しいので、後藤新平が勉強する暇がないということで、

もうちょっと暇なうちがいいということで、阿川光裕という下級の兵士のところに給仕と

して預けます。そこはじいやと後藤新平がいるだけという小さなうちなので、塾に通える

ということで、この子は必ず将来世の中に出る人間だから、ちゃんと教育を受けさせてほ

しいと、そう安場保和は阿川光裕に頼んで、阿川光裕に預けるということを致します。こ

の阿川光裕っていう人は官軍の中で、あるいは明治新政府の中で自分自身はいわゆる出世

をする人ではなかったんですが、後藤新平に対しては厳しく教育を受けさせるということ

をしまして、後藤新平は医者になる気はなかったんですが、自分の小遣いからその後もず

っと任地が変わっても小遣いから学資を出し続けて後藤新平は医者になるということに。

考えてみれば内乱で負けた側から出て、内務大臣だ外務大臣だ、逓信大臣だ、総裁だ、台

湾の民政長官などいろいろな官職を歴任するわけですが、同じ水沢から斎藤実というのが

やはり占領軍の給仕として出て教育を受けさせられて、結果的に首相になると。あるいは

同じ岩手県内から原敬も同様にして首相になるということで、岩手から数十年の間に 2 人

も首相が出て、1 人重要閣僚が出るというのが、その後あったかどうか私は詳らかに致し

ませんけれども、そういう意味では当時の日本というのは、今日よりもよほどそういう人

材登用というシステムがビルトインされていたと。優れた人間はみんなで教育を受けさせ

て、それはある意味その家がではなくて、あるいはその地域がではなくて、日本の社会全

体として、あるいはある意味グループで教育を受けさせて、それが世の中に出ていくとい

うような人材登用のシステムが当時の日本には、むしろ今日よりもビルトインされていた

のかと思うくらいであります。それはやはり、伸び盛りの日本が、特に危機感を持って。

危機感は何かというと、ヨーロッパ諸国、アメリカ諸国は隙あらば日本を植民地にしよう
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という時代でしたので、そういう中で日本の指導者がそれなりに危機感を持って次の時代

を担う人材は見いだして登用していくと。その場合に内乱で向こう側だったかこっち側だ

ったということにはこだわらないと。しかも自分たちの身銭をも持って彼らを教育してい

くというような、伸び盛り日本の気風が横溢していたということが、後藤新平の一生のス

タートからも分かるわけですね。 
 後藤新平は医者になりまして、それなりに腕が良かったので、混乱期でしたけれども内

務省に入って、公衆衛生局長になるわけです。ですけどもその時代にたまたま座敷牢に入

れられていた精神疾患の患者に対して、座敷牢に入れるのは違法であると、監禁罪である

というふうな、たまたま関わりを持ったもんですから、告発をするということをしまして、

それが刑法の誣告罪に問われると。犯罪が存在しないのに犯罪を告発したという扱いを受

けて、6 カ月間投獄されるという目に遭います。もちろん内務省の衛生局長の職も失いま

す。で、それはもちろん後藤新平は徹底的に抗弁して闘って、結果的には完全無罪という

ことになるんですけども、職は失ったままで、ぶらぶらしていたわけですけれども、それ

に目を付けたのが陸軍の児玉源太郎でして、この当時日本が日清戦争に勝ちます。勝った

のはいいんですけれど、大陸に戦争に出ていた兵士たちが一斉に日本に凱旋してまいりま

す。当時の日本も現在の日本も全く同じでして、今の日本人も非常に感染症に弱いと、免

疫力が弱いというのが特徴ですけれども。それは島国で、しかも国民性から言って極めて

清潔好きなので、しょうがないって言えばしょうないんですけど、当時もやはり感染症に

は非常に弱い状態でした。ですから日本はそれを知っているので、従って一斉に凱旋して

きた兵士が全国に凱旋して故郷に帰ると、大陸から持ってきた伝染病が一気に日本に蔓延

すると。大陸では蔓延しなくても、日本人には蔓延するというふうに当時、結果的には正

確に考えたわけですね。で、どうするかということで、瀬戸内海の島にさ 3 カ所ぐらい決

めまして、大陸から帰ってきた兵隊は全部そこにいったん入れると。1 週間から 10 日様子

を見て、異常がなければ故郷に帰らせると。そういう手段に出ます。これはかなりひどい

話でして、せっかく凱旋してきたのに故郷に帰らせてもらえないと。これはかなり医学知

識とリーダーシップが相当強い人がやらないとできないということで、児玉源太郎は後藤

新平に目を付けてこれを登用して、もちろん医者の世界の中で推薦した人間もいたわけで

すけれども、後藤新平にその検疫の指揮をやらせます。これを非常に見事に後藤新平はや

ってのけるということをして、復活を果たすということになります。 
 日清戦争で、日本は台湾を植民地として権益を得るということになります。次々と台湾

に総督府の台湾総督という支配者を陸軍から送りますが、これは日本史で習うようにうま

くいかない。亜熱帯の台湾で日本から派遣した人は次々疫病にかかって帰ってくると。そ

れで支配はうまくいかないということになって、当時ジャングルが支配的だった台湾。い

わゆる土人みたいな格好をした原住民が闊歩しているという台湾だったので、これはうま

くいかないということで、どうするかということをここにいちいち偉人の名を挙げません

けれども、数人の台湾総督が数カ月で音を上げて帰ってくるということをします。で、つ
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いに切り札である児玉源太郎を日本政府は台湾総督として派遣するということになります。

ここで、児玉源太郎が軍事は自分がやるとしても、行政を誰がやるかということで後藤新

平にまた白羽の矢を立てて、検疫をきちんとやったんだから、今度は台湾に行けというこ

とで、台湾の民政長官に後藤新平を任命するということになります。このときの後藤新平

が都市づくりをきちんとやって、それで衛生をきちんとやって、その両方が両立するのは

何かっていうと、上下水道をきちんと敷設するということを後藤新平はやります。それか

ら殖産興業と書いてあります。実は明治大正の人間というのは、大体富国強兵路線なのか、

殖産興業路線なのかと。これ重なるんですけども、大体日本歴史の人物を明治大正につい

てはどっちに重点を置いた人物であるかというふうに単純に分けると分かりやすいという

面があるというのは私の仮説でございまして、そういう面から言うと、後藤新平は殖産興

業の人間であると。西郷隆盛は富国強兵のほうに傾いている人間であったと。それと対立

した大久保利通は殖産興業が中心というふうな見方をしていくと大体分かりやすいんです

けども。そういう意味では、後藤新平は殖産興業という路線の延長線上にありまして、軍

務とは常に対立をしてきたわけですけれども、そういう中で台湾の都市化を進めると。そ

れから衛生状態を良くするということをやります。同時に殖産興業という立場から、台湾

に当時非常に効果であったサトウキビの栽培を進めると。亜熱帯ですから、有利であると

いう考え方で。で、新渡戸稲造がアメリカで研究していたんですけども、それを無理やり

台湾に呼び寄せて、破格の給料で、それで非常に帝国議会とももめたという記録が残って

いますけれども。そういったことをやりまして、新渡戸稲造で、台湾で最も適したサトウ

キビの種を決めさせるということをかなり無理をしてやります。これはかなり早い時期に

それをやりまして、それをサトウキビのまま輸出しても利益が薄いので、台湾の中に製糖

工場を幾つか作るということをやって、それはその後、日本に対して莫大な利益をもたら

す結果になります。台湾の北部に基隆の港を造るということもやります。それに向けて道

路を作るということもやります。当時そういったことはいちいち日本の帝国議会の議を経

なければならなかった。で、金は出さないと言われたので、外債を発行するということを

やって、これからの日本の外債の発行っていうのは非常に軌道に乗っていくという財政的

な効果ももたらすわけですけれども。いずれにしろ結果的に台湾の砂糖産業というのは、

その後も台湾の経済力の基礎になったということになるわけですけれども。 
そういったことをやって、これを 8 年やります。これで、非常に後藤新平でいいじゃな

いかということになっていくわけですけれども、その間に日本は日露戦争をやって、満鉄

の支配権を得ます。で、満鉄を誰にやらせるんだということで、全くそれは短絡思考なん

ですけども、台湾でうまくいったんだから、後藤新平がいいんじゃないかと。今度は最初

から後藤新平だということになって、満鉄の初代総裁が後藤新平ということになります。

後藤新平はもちろん台湾で 8 年もやったわけですから、もう勘弁してくれというのが正直

なところどころか、そう言って児玉源太郎が説得しても応じないわけですけれども、説得

に来た児玉源太郎がうちへ帰っちゃったら、急死して死んじゃった。脳溢血かなんかだと
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思うんですけど、急死したということがありまして、なんとなく嫌とは言えない雰囲気に

なって、初代総裁を引き受けて満鉄に行くということをやります。満鉄の業績については

皆さんよくご承知の通りでございます。満鉄の総裁は 2 年しかやらないんですけども、逓

信大臣。当時鉄道は逓信大臣が担当しています。なんかをやりまして、それから外務大臣、

再び内務大臣とやってくんですけれども、と言ってその間に大臣をたまたまやってたとき

に、東京市で汚職事件が置きまして、幹部がほとんど逮捕されるということになって、そ

のころから東京市役所に入っていく者は多く見るが、出てくるものは 1 人も見ないと。そ

こは伏魔殿であると言われるわけですね。今日でも、戦後も東京都は伏魔殿であると言わ

れたことがございます。汚職事件で議長やなんか次々逮捕されるということもございます。

で、当時そのひどく崩壊状態になった東京市を再建するには、大物政治家である後藤新平

しかいないということになって、なぜか後藤新平はこのとき引き受けてしまうわけですね。

で、引き受けて東京市長 2 年しかやらないんですが、そのときに東京を近代都市にするた

めの東京市政要綱、俗称 8 億円プランというものを作って大風呂敷と言われるということ

になるわけです。なぜ大風呂敷で言われたかっていうと、当時東京市の予算が 1 億 5000
万円ぐらいだったんですけど、年間。そのときに 8 億円要するというプランを作ったとい

うので、大風呂敷と言われるんですが、中身を見ますと、全く堅実な計画でして、雨が降

ればぬかるむ。晴れればほこりが舞い立つという道路をきちんと舗装すると。激増したご

みをきちんと処理すると。学校を増設するとか、近代的な公園を作るとか、そういう極め

て今日で言えば堅実な計画なんですが、金額が大きい。金額が大きいって言っても、今日

私たちが作る長期計画もこれは 15 年プランでしたから、15 年ぐらいのプランが年間予算

5000 万円の数倍、5、6 倍ですけども、そんなものは別に大風呂敷ではないんですが、当

時としてはそういう文化がなかったので、単年度予算で物事は決めとくという常識だった

ので、大風呂敷と言われたということがありますが、このときその前に後藤新平は外務大

臣をやっていたんです。で、1917 年の第 1 次大戦が終わりまして、社会主義ソ連が成立

をします。そうすると、ロシア帝国、あるいはソ連と人脈がある、満鉄総裁をやっていた

後藤新平に外務大臣をやらせようと。で、社会主義ソ連との難しい交渉をやらせようと。

当時も今も、ソ連、ロシアというのは日本にとっては大変な脅威であるわけでして、当時

はさらに、現代よりももっと脅威だったとして、そういう意味で外務大臣を後藤新平にや

らせるということになったわけです。山本権兵衛内閣です。1923 年、大正 12 年の 9 月 1
日のその頃に組閣で外務大臣になるということで後藤新平は内定をしていたわけですけれ

ども、9 月 1 日の正午に関東大震災が発生します。そこでもう外務大臣じゃないだろうと。

内務大臣、復興院総裁だろうということで、後藤新平は内務大臣、復興院総裁に回ると。

9 月 1 日の組閣で内務大臣に後藤新平はなって、そしてきょうの主題である、震災復興を

やるということになります。 
なんでこの後藤新平の人生の流れを最初にお話しするかと言いますと、結局関東大震災

の震災復興計画というのは、後藤新平が台湾で医者だったんだけど、上下水道を引いたり、
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台湾の経済を亜熱帯の原始的な状態から、何とか殖産興業をするということでやっていた

こと。それから、満鉄総裁という難しいポストをやって、満州経営に取り掛かっていたこ

と。そういう流れが全て、あるいは東京市長として 8 億円プランを作っていたというのが

全て震災復興に凝縮しているというふうに考えると、これまた分かりやすいというところ

があるので、こういったお話しをさせていただくわけです。 
こういう後藤新平の最初の原則はこれでした。9 月 1 日。まだあっちで燃えているとい

う状態の中で、この近くのすぐそばです、赤坂御所で、組閣が成り立って就任式が行われ

ます。そういう中で後藤新平が決めたのは、これであります。メモが残っていますけど、

まず遷都はしないということですね。これは閣議で後に認められるわけですけれども、当

時の陸軍はもともと皇い江戸城、あるいは首都東京の意志決定機関、中枢管理機能という

のは東京湾から上陸しやすいところにあると。外国から攻めこまれやすいと。従って、震

災を契機に、もっと内陸部に首都を移転させるべきだというのがこのときの陸軍の強行な

主張であったわけです。で、それに対して後藤新平は内陸部にあっても湾岸部にあっても

危険性というのは同じだと。これは敵国に対してもそうだし、自然に対しても同じだと。

日本中安全だと言われれば安全だし、危険だと言われれば危険だと。どこも同じだと。そ

れよりも歴史的に首都に確立している東京から遷都する理由がないというようなことを言

って、この種のことについてあまり理由を並べ立てる人ではなくて、後藤新平は体よく物

議を醸すし、議会でも燃えているんですけど、いずれにしろこれは、すぐに閣議でも決定

をされて、遷都はしないと。これはまず基本方針が早く決まったというのが、震災復興の

特徴であります。 
二つ目、これは別に後藤新平の創作ではなくて、誰もがというか、客観的にそういう状

況であったわけですけど、日本は日露戦争で、軽工業の産業革命、日露戦争で重工業の産

業革命を終えたと私たちは学校で教えます。その通り、産業革命を終えた当時の日本にと

って、これから近代化の道を走るということが極めて重要であったので、東京を近代都市

にするということが二つ目であります。 
三つ目は金のことは心配するなという、防災講座のシリーズなので申し上げておきます

けど、とにかく私たちはお腹の中で、あるいは部屋の中で、内輪の中で、金の議論はしな

ければならない。だけど被災者の前で金のことは言ってはいけないというような、これは

防災の鉄則でございまして、これは金が掛かるからやらないということを言わないのは当

たり前のことで、片っぽで行方不明者がいて、遺族の遺体を探して歩いているという遺族

がいるところで、これは金が掛かるからやらないということは禁句だということは、ここ

にそういうことに関係した方がいると思いますけど、そういう人にとってはとっくに常識

ですけれども、そういったことは改めて私たちは、特に政治家なんかに教えていかなきゃ

いけない。時々これで失敗しますけど、政府が。最も言ってはならないことですね。傷つ

いた人たちがいるところで。防災という点では。もちろんお金の心配はするし、お金の計

算するんですけど、でもそれを遺族の前で口にしてはいけないと。被災者の前で言っては
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いけないという時期は非常に長いということはお互いに当事者をやったことがある人は誰

でも知っていることですけれども、後藤新平は 90 年前からそういうことを言っていたと

いうことですね。これが三つの原則であったんです。 
もう一つ、後藤新平の特徴というのは、構想が非常に大きかった。つまり、道路は幅広

にと。結果的に震災復興で作った昭和通り 44 メートルいうのは、現在でも東京では最も

幅広く通るという結果になりました。後で出てきますけど、戦災復興は東京は占領下の首

都だったので、マッカーサー指令軍に禁止されて、戦災復興計画は一切実行されませんで

した。焼け野原だったんですけど。それが今日の東京防災上の目印という最大の問題で、

当時は決して、いまだに第 2 次大戦の敗戦の遺産を私たち首都東京は持っているわけです

けども。関東大震災で幅 44 メートルの昭和通りを作ったと。これが東京では最大幅の道

路ということになります。その後戦後作った環七は 25 メートルで作りました。環八も 25
メートルです。外環の代わりをしている全国の公益高速道理の集中する環八は 25 メート

ル。環七は 25 メートルで作ってしまったというのは、東京の道路の狭さの象徴なんです

けども。行幸通りは 73 メートル幅ありますけど、これは 500 メートルにも満たない道路

とは言えないものなので、道路とは認められない。八重洲通りも 50 メートル幅あるんで

すけれども、これも実は震災復興ですけども、これもやはり 1 キロもないと。道路とは言

えないということで考えると、昭和通りは一応新橋から三ノ輪まで 11 キロありますので、

ですから道路と言えるだろうということで言うと、東京ではここに地方の方がいれば、な

んで 44 メートルも幅広なんだと、ばか言うなと思うかもしれません。でも東京ではこれ

が最も幅が広いと。全国の車が最も集中する東京で、最大幅がわずか 44 メートル幅だと

いうことを私は声を大にして言いたいんですけども。そういう道路ですね。ちなみに戦災

復興で、全国で空襲の後、100 メートル道路がはやった時代がありました。東京都も戦災

復興計画は 100 メートル道路だったんですが、これはマッカーサー司令部から明解に正式

な占領軍命令書として否定をされて作れなかったということがあります。そういったこと

を命令されたのは東京だけでした。そのときの東京都側の残っている記録では、東京都は

戦争で負けた国の首都であると。従ってこのような戦勝国が作るような道路は要らないと

いうふうに言われたという記録が残っています。地方としてはそんなこと言われないで、

空襲の後、幅広の道路を作っていたことはご承知の通りであります。それから広軌鉄道。

これは、後に新幹線の基になるということですね。共同溝。これも現在都心部ではかなり

普及をしてきています。これができたばっかりのときの昭和通りでして、このように当時

は、真ん中が緑道と、ろくに車が走っていなかった時代なので。で、今日この真ん中のグ

リーンベルトのこの部分を私たちはつぶして、戦後ですけれども、立体道路にしたという

ことをやったわけですけどね。これが幅 44 メートルということになります。ちなみに昭

和通りがこの三ノ輪の交差点まで行くと、これは日光街道側から昭和通りを撮った写真で

すけど、途端に道幅が狭くなるという結果になっていまして、いまだに私たちは関東大震

災の震災復興を超えることができないのが、昭和通りから日光街道への接続。 
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それから後藤新平は関東大震災の震災の、9 月 1 日の 1 週間後ぐらいの閣議のことです

けど、閣議の議題にこれは後藤新平だけが主張したわけではないんですが、世界から集ま

った義援金の分配が閣議の議題になりました、当時の。このときの閣議での決定というの

は、今後の、生活の進化のために金を使うという考え方。もちろん被災者にも分配するん

ですが、全額被災者に分配することはしないというのが閣議決定でした。できたのが、同

潤会アパートですね。同潤会という組織を作って、結果的にこれは表参道ヒルズですけれ

ども、不燃建築の 4 階建て、5 階建てに人々は住むようになるという、今日のマンション

生活というのを想定を致しまして、そういったものを公費で作るというために同潤会とい

う組織を作りました。これが戦後、第 2 次大戦後に日本住宅公団に改装されて、戦後の焼

け野原の全国に住宅を作るということになったわけですね。同潤会アパートの一つ、大塚

女子アパート。これはこのようにまさにワンルームマンションを、ベッドを持ち上げると

洋服が入るという工夫をする作りがあって、これを今日小金井の江戸東京たてもの園に残

していますけれども、大塚女子アパート自体は壊してしまいましたけども。このように 90
年前にこれから女子も単身で都会で働く時代が来るというようなことを考えたわけですね。

それから、ご承知のように隅田川のそれぞれの橋です。白鬚橋だとか、駒形橋だとか、そ

れらの橋を今日でも私たちは補修をしながら使っています。これを東京都は橋梁設計専門

課長ってことで、管理職試験に受からなくても課長にするという制度を作っていますけど、

その現在の一生を要するに橋梁で過ごすという橋梁屋さんの専門課長に言わせると、私は

もうこれ 90 年経ったと。隅田川。10 橋以上あるわけです。震災復興で架けた橋が。で、

白鬚橋、吾妻橋、駒形橋、厩橋、永代橋、これらの橋をいずれもいい橋だけれども、付け

替えなくて大丈夫なのと。明大のそばには御茶ノ水橋というのが、御茶ノ水の駅のところ

に JR 中央線と神田川の上に架かっています。これもあれも震災復興であります。付け替

えなくて大丈夫なのかという話を時々するんですけども、東京都の橋梁課長に言わせると、

付け替えたほうが弱くなると。なぜか。当時の設計基準は現在の 2 倍の強度を要求してい

たので、現在の基準で作ると弱い橋が架かることになると。だから付け替えないほうがい

いと、そう宣告されたわけですけども、それが現実ですね。従って現在でも私たちはこれ

を補修をしながら使っているという現状ですね。隅田公園。これも左側が当時の姿だった

んですが、そこに私たちは首都高の 5 号線を通しましたので、右側のような姿になったわ

けですけれども、これも震災復興公園であるわけですね。墨田区役所のビルの上から見る

と、隅田公園っていうのはこういう風景に見えます。それから、震災復興小公園。もちろ

ん錦糸公園だとか、浜町公園だとか、隅田公園だとかも震災復興公園ですが、それ以外に、

小学校には必ず、必ずじゃなかったんですけど、結果的には、小公園を併設するというこ

とをやりました。それから横浜もやられましたけど、関東大震災で。欧米に負けない近代

都市を造るという原則からして、埠頭を全て埠頭として再建するのではなくて、山下公園

になりましたけども、一つは公園にするということをやりました。このときに実はやはり

後藤新平は金のことは心配するな。いい公園を作れと、そう横浜市長に言っているわけで
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すけども、今日では大変な財産になったことは間違いないと思います。ちなみにこれが日

本で初めての海辺公園ということになります。さっきの隅田公園が日本で初めての川辺公

園ということになります。焼けた地域というのは、この赤く塗ってあるところなんですけ

ど、ここにごちゃごちゃと書いてありますけれども、要するに関東大震災で焼けた面積っ

ていうのは、3400 ヘクタールですけれども、それを上回る 3800 ヘクタールの区画整理を

やった。区画整理というのは、今も昔も減封を伴うので、つまり地主がそれぞれの持って

いる面積が減るので、でも減っても全体の町の価値が上がるのでいいでしょっていうのが

こちら側の言い分なんですけど、まず反対派を切ることなんですが、そういう中で焼けた

面積を上回る区画整理をやったということで、今日の、東京の都市構造の基礎というのは

この震災復興でできたと。実は、こんとき焼けたのは 3000 ぐらい焼けていたんですけど、

東京大空襲では、1 万 8000 ヘクタールぐらい焼けてるので、これで大空襲の後町づくり

をしていれば今日のように密集地で、ということにはならなかったんですけども、関東大

震災の震災復興計画は予算が 10 分の 1 に削られました。10 分の 9 で一番被害を受けたの

が、住宅地内に最低 6 メートルの道路を通すという部分が削られまして、主要道路しかで

きなかったということで、今日に至っているわけですね。ちなみにここにあるここいら辺

の碁盤の目道路という、墨田区、台東区に作った道路が震災復興でして、その結果、現在

道路面積率、23 区を並べますと、20 パーセント東京で道路面積率が超えている区は 5 区

ありまして、そのうちの 5 区が墨田区と台東区ということになります。で、あとの 3 区は

千代田、中央、港の 3 区で、これは都心なので、一生懸命作ってきたという道路ですね。

ということになります。 
もう一つ、後藤新平の震災復興計画が結果的に東京基礎構想を決定し、しかも、道路面

積率は低いのに、道路渋滞を何とか、ニューヨークやロンドンほどひどくないという状態

でこなしているのに至った理由がこれでして、関東大震災の震災復興計画で、1923 年、そ

の年に決めたのが、これでして、環一から環五までの 5 本の環状道路を作るというのが震

災復興計画でした。実現しませんでしたけど、これも。議会で否決をされました。でも、

このときの環状道路計画が今日に至るわけですけど。このときは震災復興では環五までを

決めました。ところが震災復興の後、人口が一気に郊外化しまして、東京はそれまでの 21
区から 35 区ということで、ここ現在の 23 区の範囲内に東京が拡大するわけです。いわゆ

る中野区や杉並区が区になるというのが震災復興。震災直後の姿ですけれども、これを大

東京と当時震災復興で言ったわけですけれども。いったん 1923 年には 5 本の環状道路決

めたんですが、一気に人口が郊外化するということをやったんで、23 区いっぱいに作ると

いうことで、昭和 2 年、1927 年。つまり 1923 年の 4 年後です。に、3 本の環状道路の追

加というのを決めます。これが環六、環七、環八の 3 本ということになります。今日これ

がなぜ東京の渋滞に何とかなるために役に立っているかというと、環七を作ったのは 1960
年の東京オリンピックのために作ったわけですけれども、そのときに全ての主要道路およ

び鉄道と連続立体交差をするというのをしました。これがかなり渋滞緩和に役立ったわけ
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でして、その後首都高の同時に都心環状線、それから現在作っていて、来年完成する首都

高の中央環状線というのが環六の下を走っています。トンネルで作りましたけど。これも

連続立体交差ということで、ロンドンやニューヨークには全くない連続立体交差という考

え方と、普通都市は格子状だったのが、放射道路と環状道路を組み合わせるという道路構

造を 1923 年に考えだしたと。これは既にこの時点で欧米の町づくりの、都市構造の発想

を超えていたということが分かるわけ。日本人独自の、このほうが効率的じゃないかとい

う発想がここにあるということだと思います。で、1945 年に東京は大空襲を受けました。

それで、今の環一から環八までについて道路幅を決めるということを昭和 21 年、1946 年、

これ東京都の正式の都市計画協定を通して致しました。環二というのはほぼ外環、一生懸

命作っていますけど、飯田橋のところから、飯田橋って市ヶ谷の先ですね。そこから 100
メートルで、成子坂のところ、青梅街道のところに来ると。この辺 100 メートル道路とい

うのを東京都も実は作ったんです。ただこれは地方都市と違って、マッカーサーから首都

なんだから駄目とそう言われたわけですね。マッカーサーの占領政策は日本の民主化であ

って、日本の戦争遂行力を削ぐことであって、日本を復興させることではないので、当然

の任務をマッカーサーは果たしただけで、私たちが恨む筋合いではないんですが、しかし、

相当ひどい目に遭ったということは確かであります。ちなみに、これちょっとずれちゃい

ましたけど、要するに太い破線のところですね。これが 40 メートルなので、環七と環八

は 40 メートルという計画だったんですね。それから山手通りは 80 メートルの計画。この

太い破線は 80 メートルです。で、表通り 80 メートルの計画だったんですけど、マッカー

サーから駄目って言われたもんですから、東京都は 22 メートル幅で作りました。それは

私たちの世代に首都高中央環状線を、下を通すために、幅 36 メートルに広げたというこ

とをやって、結果的には 80 メートルの道路はできなかったんですね。実を言うとこの計

画を作ったときは焼け野原だったので、一番作りやすい。だけど、作れなかったというこ

とですね。この連続立体交差で道路を都市内に作るという発想は日本人独自の発想だった

んですが、北京もやはり 2008 年のオリンピックに向けて環状道路を組み合わせるという

ことをやって、何とかオリンピックをしのげたということをやりました。今日でもこうや

って、皇居が中心になっている都市構造を東京は取っています。戦災復興でさっき私は全

然できなかったと言いましたが、実は駅前広場は幾つか作ったということをやりました。  
で、大風呂敷と言われたのはさっき申しましたけど、日比谷公会堂ですね。日比谷公会

堂を作ったころの後藤新平の言葉にこういう言葉があります。これは私たちが受戒しなけ

ればいけない言葉なのかなと思いますけども。そういった考え方からさっき言った新渡戸

稲造だけではなくて、正力松太郎なんかも後藤新平が育てた人材でして。後藤新平が内務

大臣、復興院総裁だった大正 12 年、1923 年の暮れに虎ノ門事件が起きます。当時の皇太

子、後の昭和天皇のお車が難波大助という警官によって天井を撃ち抜かれると、つまり至

近距離でピュッとピストルを撃たれるという事件がありまして、警備の責任者であった正

力松太郎も内務大臣であった後藤新平も辞職を致します。その正力松太郎が読売新聞を買



【資料３－３－２⑤】 

206 
 

収しようということで、後藤新平に借金を申し出ます。で、後藤新平は浪人したときでし

たけど、当時のお金で 10 万円を用立てます。正力松太郎にはこの金は返さなくていいと。

新聞経営は難しいから、駄目だと思ったらなるべく早く手を引けとそういいます。正力松

太郎は、正力松太郎側の記憶だと、後藤新平は政治家だから適当に金作ったんだろうと思

って、ありがたく頂戴したということだったんですが、実はそのお金はこの近くですけど、

麻布の後藤新平の自宅を抵当に入れて作った金で、結果的にそのお金は返してもらえなか

ったので、人手に渡ったわけですね。現在中国大使館になっておるところですけどね。で、

そのことを正力松太郎は新聞経営に夢中で劇的に成功するんですけど、読売新聞の経営に、

知らなくて、後藤新平が死んでから、そのことを知って泣く他なかったということが正力

松太郎側の記録に残っていますけど、そういうことをやっていたということですね。 
今日私たちは社会科学のヒット件数で、論文のヒット件数で、2000 年だか 2001 年ごろ

にソーシャル・インクルージョンというのが 1 万ヒットされたという記録が残っています

けど、そういったことが、後藤新平はここに書いてあるようなことをとっくに言っていた

という 1 人であります。それは、医学者だった、医師だったというところから出ていると

言われていますけれども、都市計画についても結構今日私たちが使えるじゃないかという

ようなことをいちいち言っています。この写真の右が児玉源太郎ですね。これが、さっき

言いました、日清戦争の後の検疫所の一部なんですけども、このときドイツの宰相ビスマ

ルクは過去に戦争に勝った国は世界にたくさんあるけれども、検疫をきちんとやったのは

日本が初めてだとそう褒めたという記録が残っていますけども、ここで検疫をきちんとや

ったわけですね。で、後藤新平は富国強兵ではなくて、殖産興業側の人物であるというこ

とをさっき申しましたけれども、それはこれは後藤新平の言葉をただ並べただけなんです

けれども、これらの中からかなりいろんなことが言えるんじゃないかと思います。それか

ら、後藤新平の震災復興で、日本を近代都市にするという大命題に向けて都市づくりをや

ったわけですが、非常に意見を言った人たちで役に立った親交の深い実業家を 5 人挙げる

とこの 5 人だということになります。この人たちが生きた時代というのを並べてみると、

要するに、これが生きた時代です。それぞれの人たちが。そうすると、後藤新平が活躍し

た時代には、この 5 人の実業家というのはいずれももうそれぞれ財界の重鎮として君臨し

ているということが分かります。 
もう一つ余談を言っておきますと、長生きなんですね、当時の財界人っていうのはね。

大倉喜八郎は 90 歳で死にます。安田善次郎は 82 歳で死んでいますけど、これは寄付を強

要、来た暴漢に寄付を断ったら殺されちゃったので、そういうこともなければもっと長生

きしただろう。渋沢栄一は 91 歳。益田孝は 90 歳。浅野総一郎 82 歳いうことで、当時の

財界人が非常に長生きした。明治維新のゴタゴタのときに結構それなりにうまく立ち回っ

て基礎を作ったみたいあところもありまして、非常に長生きだったということが分かると

思います。余談を言えば、長生きしたほうが、事を成すには長生きしたほうがいいという

ことも言えるのかなと思うくらい皆さん長生きだったんですね。 
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今日台北で私が買ってきた本にはこんなことが書いてあります。この種のことが大体今、

台湾で売られている本に書いてありまして、本によっては、当時の台北の上下水道は植民

地の宗主国である日本の上下水道よりよほど立派なものであった、みたいな記述が台湾の

住民から評価をされている。これが台湾の島の北端に作った基隆の港の今日の姿ですけど、

今日も最大の港として栄えています。これも現在台湾で出版されている昔の台湾みたいな

写真集から取った写真ですけれども、このように結構浄水場きちんと作ったとか、それか

ら当時の下水道の形を今日出版されている本から取ると、こんなふうにいろんなものが。

いうことで、相当、100 年前にこのようなものを台湾で作っていたということなんですね。

結局これらを外債で発行したということだったと思います。それから、これが今日の台湾

総統府でして、植民地の長官が総督として使っていたその建物を今日でも彼らは総統府と

して使っているということであります。で、日本の新幹線。フランスの企業が運行してい

ますけど、少なくとも新幹線も日本式で作ったと。この新幹線で台湾の一番南に行くと、

高雄市という大きな市がありますけれども、ここに旧市役所を歴史博物館として高雄市は

使っています。この中には後藤新平の部屋というのがありまして、後藤新平の業績を展示

しているということを今日やっています。それから、この頃の歴代日本人高雄市長。植民

地ですから、高雄市長は日本人だったわけですが、の著書なんていうのを展示していると

いうことで、この植民地支配が現在の台湾人に憎まれていないということが分かります。

それから、さっき挙げた後藤新平の親交の 5 人っていうのは、5 人とも実は満鉄の創立委

員になっています。で、その満鉄の本社ビルっていうのは現在でも大連市に残っていまし

て、戦後ずっと大連市役所が使っています。ここには電話をすると入れてもらうことがで

きまして、ほうきが立っているのがいかにもあれですけど、当時のいい建物がそのまんま

残っておりまして、しかも後藤新平の使っていたというか、歴代の満鉄の総裁が使ってい

た総裁室がそのまんまの形で残されておりまして、この横には秘書室なんかもそのまんま

残されております。当時のままだとそう案内してくれる大連市役所の人はそう説明するん

ですけれども、日の丸も掲げたままということで、今日中国の公的な建物の中で、日の丸

を向こう側が掲げているというのは、特別の友好行事でないのに、非常に珍しい例だと思

いますけど、切られてないということでもあるのかなと思います。このように、一番左上

に後藤新平が見えますけれども、どこの会社でもああいうような歴代の総裁の、これ 17
人いるんですけれども、の写真もそのまんま壊されないで、廃棄されないで、飾られてい

て今日、私たちが見にいくと見せてくれるという状態になっています。現在でも満鉄でま

れにしかもうないんですけれども、満鉄の作ったマンホールですけれども、今日でも使わ

れていると。これ、当時の写真ですけれども、中国で残っていますけど、絵はがきなんか

が売られていますけれども、ヤマトホテルですね。つまり、町に広場を作って、幅広の道

路を作って、駅降りると、ホテルがあると、そういう町づくりをやったわけでありますね。

大連駅も当時の満鉄の駅舎をそのまま使っています。当時、日本でもはやり始めた、単純

なつくりな駅舎というのを明治時代とは違って、ごちゃごちゃっと作らないと。ごちゃご
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ちゃじゃないですね。豪華な装飾を作らないで、シンプルな駅デザインがはやった時代が

あるんですね。今残っているのは、例の御茶ノ水駅の、やっぱり似たような、これよりか

ずっと小ぶりですけれども、非常にシンプルな白い駅が残っていますけれども、それを御

茶ノ水の町づくりのときに、私は壊そうって言ったんですけど、もうあれしか残ってない

んで壊せないという意見が結構ありまして、じゃあいいよって言って壊さない案に私も付

いたんですけど、そのまま不便ですよ、言っとくけどって。今御茶ノ水駅がいじっていま

すけれど、もうほとんどこのつくりはなくなりましたけど、東京には。そのシンプルなデ

ザインがはやった時代の鉄道駅の駅舎なんですね。それから、これは古い写真。古いって

いってもつい 20～30 年前の話ですけども、ソウルの例の王宮の門と王宮との間に、日本は

植民地の総督府を造りました。その後、戦後大韓民国独立してから、国立博物館としてこ

れを使っていたわけですけれども、やはり植民地の象徴であると、壊そうと。特に門と王

宮を隔てているのはけしからんということで、壊したということは皆さんご承知の通りで

ございます。壊してどうしたかっていうと、ソウルから 50キロほどいったところの独立記

念館の裏庭に壊したものを埋めまして、わざと掘り込んで、この先頭がこの先頭なんです

けど、これをわざと低いところに置きまして、この掘り込んであるこの日本の植民地支配

の総督府を壊して、ここに作ったものなので、日本の植民地支配をきちんと学びながら踏

みしめるようにというふうにここには書いてありますけれども。こっちは嫌われていると

いうのがよく分かると。この嫌われ方に比べると、この好かれ方はやっぱり殖産興業でや

ったと。植民地支配がいいとか悪いという議論は一応抜きにして、好かれている、嫌われ

ているの違いは見といたほうがいいかなということであります。で、昭和天皇もこう言っ

ていると。本来天皇がこういうこと言っちゃいけないんですけれども、政治家の評価しち

ゃいけないんですけども、昭和天皇はこう言ったと。これは現在だと文春文庫に入ってい

ますけど。 

それから、後藤新平は震災復興の続きとして、ラジオ放送の開始というのをやって、演

説のうまい人じゃないんですけど、言葉が豊富な人じゃないんですけど、でも、最初の愛

宕山からのラジオ放送は後藤新平がやったわけですけれども。なんでラジオなのかという

と、これで一家だんらんだとかいうことを言っていまして、やや興味深いかなと思います。

それから、外交についてはこういったことを言っていまして、これは政府間だけではない

ということを言っています。 

さて、そこで、無視できないのはチャールズ・オスティーン・ビアードでして、この人は

アメリカの憲法学者であったわけですけれども、後藤新平が東京市長になりまして、それ

で誰か欧米で東京の町づくり、近代化について、いい助言をできる人はいないのかという

ことで探したところ、チャールズ・オスティーン・ビアードが憲法学者としてのコロンビ

ア大学を辞めまして、行くところがなくて、本当に行くところがなくて行ったんですけど、

ニューヨークの市政調査会の常務理事をやっていたので、たまたま短期間です、やってい

たので、ニューヨークの市政調査会の常務理事やっているなら町づくり分かるだろうと言
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って、来て助言してよという使者を立てたところ、快く来てくれまして、当時のことです。

2 週間も 3 週間も太平洋をたどる。船ですから、掛かります。それを来てくれて、半年も

東京市長の後藤新平に助言をしてくれたというので作ったのが、東京市政要綱だというこ

とになります。で、私は憲法学者であるチャールズ・オスティーン・ビアードがなんで、

最初にこの名前を知ったときは、非常に的確なことを言っているので、都市計画の学者か

と思ったこともあったんですが、それはすぐに誤解だっていうことが分かりまして、憲法

学者がなんで都市計画の助言をしたんだということを疑問に思いました。で、都庁の計画

部長のときでしたけども、夏の連休に 1週間休暇が取れて当たり前なんですけど、祝日な

んですけど、一番旅費の高いときだったんですけど、ニューヨークの市立図書館に行って、

調べました。チャールズ・オスティーン・ビアードの文献をあそこの古い端末でたたくと、

83件リストが出てきました。その中から主なものと思われるものを借りだして、非常にイ

ンクルッシブだと思うんですけれども、あそこは。パスポートも何もなしに、持ち出せる

わけじゃなくて、大きな閲覧室で読むんですけど、とにかく 10分ぐらいでカードを出すと

出てきます。私は 5冊ぐらい借りだして、その閲覧室で読みふけりました。至福のひとと

きでしたけど。で、分かったのは要するにここに書いてあることです。彼は憲法学者とし

て、アメリカはアジアを植民地にすべきではないと。彼らに対して友好的であるべきだと。

彼らの都市としての発展に手を貸すべきだと、そう考えたんですね。ですから、こうやっ

て半年も憲法学者としての仕事をなげうって、日本に来たということをやったわけですね。

当時、後で分かるわけですけれども、後で分かるって私が後で知ったんですけど、要する

に最も売れた教科書でして、チャールズ・オスティーン・ビアードのものが。アメリカ憲

法の教科書っていうのは。で、相当財もなしていたわけですけれども、それをなげうって

東京に助言に来たというのは、自分の信念に基づいて友好的であるべきだと。彼らの発展

に手を貸すべきだと、そう論文に書いてあってそれを自分は実践していたということが分

かります。ちなみにその旅費を誰が出しているかというと、ロックフェラー2 世が出して

います。これまた後で出てきますけど、日本に対する非常に理解者であった人ですね、が

出しているということが分かります。 

 そもそもチャールズ・オスティーン・ビアードがなんで半端なときに、憲法学者なのに

畑違いの市政調査官に変わったのかというと、コロンビア大学は今でも、ご承知のように、

アメリカの大学は大体民主党側に助言する人なのか、共和党に就職する人なのか、どっち

かだと言われていますけれども、コロンビア大学はどっちかっていうと共和党の人が多い

ことはご承知の通りでして、で、その当時の大学の方針に反発してビアードが、他の 3人

の学者が辞めたときに、その学者が 3人も辞めさせちゃうんだったら俺も辞めると言って、

大学の保守的な方針に反対して辞めたと。で、縁のないニューヨーク市政調査会に行って

いたということなんですね。ニューヨーク市政調査会に行っていて、全然幸せではなかっ

たというのは、後に私はきちんと調べて分かるわけですけど、そのときにマーメイってい

う今もその道のそんなことをやっていますけど、理事長がニューヨーク市政調査会にいま
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して、私は都庁の計画部長のときにニューヨーク市政調査会からマーメイっていう理事長

がいろいろ頼んでくる者に対していろいろ便宜を図って、あの人と会いたいって言うと、

はいよって言って采配をして紹介をして会っていただくっていうふうなことをやって、よ

く面倒をみていたので、その後藤新平を書いたあと、ビアードのことを調べようと思って、

市政調査会に行って、なんか記録が残っているんだろうと、手伝いは要らないから自分で

見て、自分で見て、自分でコピー取るから、資料見せてよと、ニューヨーク市政調査会に、

当時のことですから、メールはなくて、FAX を出しました。そしたらビアードからは、当

調査会には、チャールズ・オスティーン・ビアードのデータは一切残っていないと、そう

いう冷たい返事が来まして、私はなんだこいつはと、散々人に面倒をあれして、私はこれ

だけ東京にあんたが来るたびに世話していってやったのに、知人に会わせてやったりした

のに、なんだこいつはと思いました。で、思いましたけど、なんで当調査会には一切関係

がないって冷たいことを言ったのかというのは、これまた後に分かるんですけど。それは

なぜなのかということなんですけどね。これがニューヨーク市立図書館ですね。これはい

いんですけど。結局これなんですよね。アメリカでは、フランクリン・ルーズベルトは英

雄です。これはワシントン DCにある、モールってありますね。ジョージ・ワシントンのメ

モリアルの塔が建っていますね。リンカーン記念堂ってでっかいのがありますね。ジェフ

ァーソン記念堂っていう丸いのがありますね。この 3人は偉大なる大統領ですね、アメリ

カの。もう 1人偉大なる大統領がその後いて、建国時代、南北戦争の混乱時代ですね。そ

れに対して現代の大統領で偉大なのはフランクリン・ルーズベルトだけでして、これは記

念公園があるわけです。ワシントンのモールのところにあるわけです。これがそれなんで

すけど。ところがフランクリン・ルーズベルトに対してチャールズ・オスティーン・ビア

ードは批判をしたんですね。なんで批判したのかというと、フランクリン・ルーズベルト

は 4期大統領をやっています。これがきっかけでアメリカは 3選期禁止規定を作ったわけ

ですけれど、二度とフランクリン・ルーズベルトみたいな大統領を出さないようにと思っ

たんじゃなくて、結局偉大な大統領として祭っているんですけど、でも 3選は良くないね

ということで、この人は 4 選しているんですけど、4 選 4 期目の途中で死んじゃったわけ

ですけど、病気で。この人のことを 1941年日本が真珠湾攻撃を致します。それに対してフ

ランクリン・ルーズベルトは直ちに日本に対して対戦宣告を致します。これを憲法学者で

あるチャールズ・オスティーン・ビアードは憲法手続きを怠っていると。アメリカ憲法で

は、連邦議会の同意が要ると。それを得ないで宣戦布告したと、勝手なことをやった大統

領であると。これは憲法違反であるってことをこの分厚い本で散々書いているんですよね。

これで分かったわけですけど、だからニューヨーク市政調査会にとっては英雄であるフラ

ンクリン・ルーズベルト大統領を批判したような学者が当調査会とは一切関係ないんだと、

いたのでさえまずいんだと、寄付で成り立っているわけですからね、アメリカの財団って

いうのはいずれもね。困るってそんなこと言われたらと、うちは関係ないよと。フランク

リン・ルーズベルトを批判したチャールズ・オスティーン・ビアードとうちは関係ないん
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だと言ったというのが、後に分かるわけですけど。だからといって、私はマーメイ理事長

を許さないですけどね。 結局これです。アメリカはずっと日本を排除してきているわけ

ですよ。そういう中で、でもチャールズ・オスティーン・ビアードはそういう人でした。 

ロックフェラー3世。ここなんですけど、ロックフェラー2世が旅費出していますね。そ

れが分かったのは、後に私はニューヨークにあるジャパン・ソサエティー、日米交流協会

のイノベーターズ・プロジェクトってのもう 10年ぐらい参加しているんですけど、その過

程で分かったんですけど、ニューヨークのジャパン・ソサエティーは 1945年、アメリカが

日本に戦争に勝ったときに、ロックフェラー3 世が再建しているんですね。この当時アメ

リカの国民は自分の息子を日本へ殺されているわけです。その日本とこれから仲良くする

時代だと、文化交流やろうということで、ニューヨークのジャパン・ソサエティーを再建

のための金を出したのがロックフェラー3 世なんですね。そういう意味では、ロックフェ

ラー 

2 世がビアードの旅費を出したのと非常に脈々と方針を貫いているんだと思いますが、相

当これもつらい話だったと思います。これは、アメリカ国民はその当時、自分の息子を殺

されて、日本兵め、と思っているわけですから、そういう中でこれから日米文化交流の時

代だと言って金を出したわけですから。国連本部のすぐそばに、全部隣の敷地の容積率を

ジャパン・ソサエティーにあげて、毎年容積率料を払っているという形でロックフェラー

財団がジャパン・ソサエティーを助けているわけですけれども、そういったことをしてい

るわけですね。ついでに言うと、ライシャワーっていうのはどういう人かっていうと、例

のアメリカの潜水艦が日本の漁船を沈めたことが昔もあったわけですけど、そのときに本

当に 90度のお辞儀をして謝った大使ですよね。これでかなり日米関係っていうのは悪化を

避けられたということがありましたけど、結構日米交流に尽くした人がいるのを私たちは

忘れてはならないということだと思います。ついでに、これビアードドライブと書いてあ

ります。これ、ビアードの豪邸なんですよ、ニューヨーク郊外の。豪邸はもうないんです

けど、その土地を分譲して、なんと 40～50件の高級住宅が建っている。いかにビアードの

憲法の教科書が売れたかということが分かるのがこのビアードドライブ。ビアードドライ

ブっていうのは、私有地だけど、分譲地の中だから車が入ってもいいよというそういう意

味らしいんですけど、ここにわずかに痕跡が残っています。お孫さんが亡くなる前に私は

会いに行きましたけど、さらに言うと、これがやはりニューヨーク郊外にあるビアードの

お墓でして、私は義理堅いですから、いろいろ東京で助言してありがとうございましたっ

てちゃんと花を供えてきましたけど、高級な庭園にあって、青山霊園みたいにでかいとこ

ろですけど、事務所に行って、ビアードって言うとすぐ教えてくれて、非常にいい位置に

お墓がありました。 

 ということで、後藤新平の震災復興ってことで、きょう防災講座でお題をいただきまし

たけど、実は後藤新平を掘ってくと、震災復興だけではなくて、いろんなことが出てくる

というお話をさせていただきました。以上で私の一方的な話は終わりにさせていただいて、
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何か皆さんからあれば承りたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

＜質疑応答＞ 

Ａ：後藤新平さんの雄大な構想とか、そういったお話も聞けたわけですけれども、まさに

その投資から大風呂敷といった表現で言われるように、規模のでかい構想をされたのかな

というのがよく分かりました。そういう意味では、後藤新平さんは東京市長をやられてい

たわけですけれども、東京市長といえば、今の東京知事に当たるかと思うんです。東京知

事を思い出すと、石原知事に青山先生は副知事として、知事を支えてきたのかと思います

けれども、そういう意味では、この構想が大きいとかって意味では、似たところがあるの

かなとちょっと思ったりはするんですけれども、そういったところ、青山先生が見て、後

藤新平と似ているような点とかあるのかなという、逸話を含めてお話しいただければと思

うのと、もう 1点、防災を行うにあたってのリーダーとしてのアドバイスっていうものが

ありましたら、ちょっといただきたいと思います。 

 

＜青山氏＞ ありがとうございます。言いたいことを問題提起していただいてありがとう

ございます。2 問一緒にお答え致しますけれども、基本的に、防災の中で特にいざってい

うときの危機管理という意味で言うと、私は行政の立場から言うと、具体的に言うと、石

原知事にはなるべく口出しさせないという考え方だと思います。というのは、政治家にも

気の毒だと思うんですね。政治家は選挙とか人気というのが第一に頭に来ますので、判断

を間違える可能性が非常に強い。で、行政というのは不人気の仕事をしてくのが行政だみ

たいな、そういうふうに訓練をされていますので、まず基本的にこうあるべきだというの

が、客観的に行政のほうが正しい判断ができる。政治家にいざっていうときに人気取りみ

たいな判断をさせると、間違える可能性があるので、政治家には判断させないのが一番い

いと。なるべく表にも出さないと。で、お膳立てができたときだけ、いいことだけ言って

もらうというのでないと、気の毒だというのがあると思います。で、あと政治家はどうし

てもやっぱり一気に力を出せるようなカリスマ性だとか、オーラとかそういうものがある

んで、そういうものをうまく使えばいいわけ。われわれにはそれはないので、実務の側に

は。それをうまく使えばいいって。でも逆にそういうオーラとかカリスマ性だとか人気だ

とか世論を気にするだとかいうのが大体、危機管理の判断ではマイナスに働く可能性は非

常に強いので、極めて危険であるということをまずわれわれ認識すべきだと、そう思いま

す。で、そういう意味で言うと、リーダーシップという点から言うとそういうことになる

と思います。そういうことで言うと、一番目ので言うと、石原さんはなるべく使わないほ

うがいいというのが私たちの考え方でした。現に使わなくてよかったなと思います。それ

は石原さんを尊敬していないという意味ではなくて、石原さんが都庁実務にとって最も良

かったのは、彼が非常に人気者なので、選挙に強いので、票のことを考えないで政策の議

論ができたという意味では、石原さんは理想的な知事だったと私は思います。まず、さっ
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きの話で言いますと、首都高速道路の中央環状線っていう山手通りの東側高架で作っちゃ

ったんですけど、時代が早かったんで、申し訳ないことしましたけど、西側の池袋から品

川まではずっと地下トンネルで造りました。これが、来年完成します。年が明けますと。

これは、石原さんが 13 年半これに莫大な予算をつけ続けました。もちろん国費もいただき

ましたけど、東京都の予算もつけ続ける。都道ですから、付けました。で、もし石原さん

が選挙に弱かったら、この予算はつけられなかったと思います。もっとずっと少額ずつに

なってしまったと思います。必要だというのは分かっていただいたとしても。石原さんは

ばらまきづくしやらないで済んだので、従ってこれに予算をつけることができたというこ

とで、私は石原さんが死んだら、祭壇の功績に私は 13年半首都高の中央環状線の予算をつ

け続けたことと、全く報道されていませんから、そんなことは。多分テープカットには現

在の知事が行くわけですから、だけど私はあれは石原さんが造ったものだと言っても過言

ではないと思います。さらに言うと、三宅島が 2000 年に噴火を致しました。その頃新島で

震度 7の強い震度のがけ崩れで、かなり島の北部が孤立するというような状態になりまし

た。神津島でやはり大地震で 1人死んじゃうと。青ヶ島で村の機能がほとんど喪失するよ

うな大きな土砂崩れ。これは豪雨災害でしたけど、だとかいろいろありました。そういう

たびにいちいち石原さんの判断とわれわれの判断とは全く違いましたね。で、具体的に言

うのは、死んだら言おうと思っているんですけど、かなり意見が対立して、知事が反対し

てもやっちゃったことはわれわれはたくさんあります。実際にそれはあれはあいつらが勝

手にやったって、記者会見で悪口雑言浴びせられたことも私たちありましたけど、だから

といって私たちは石原さんと対立することは全くなくて、翌日はケロッとした顔で別の案

件を知事のところ持っていきましたけど、石原さんも昨日悪口言ったのは忘れて、忘れて

いんじゃなくて、言っちゃったらそれで終わりなんだろうと思うんですけど、対応してい

ただきましたけど、そういうかなり相当な対立が私たちありましたけど、判断については。

でもそれでもやっていけたのは、向こうも悪口言って、それで終わりという非常にそうい

う意味ではリーダーとしては理想的な人だったかなと。こっちもこだわらなかったし、向

こうもこだわらなかったと。違うのはお互いに違うと。多分知事決済なんだろうけど、な

ぜかどんどん知事が反対した案件が進んでいるということもあったわけですけど、それを

やらせてもらえたというのは良かったと思いますけど。そういう意味で言うと、危機管理

と防災の中でも復興とはかなり違ってくる面もあるかなと思います。危機管理はなるべく

政治家は表に出さないのはなぜかって言うと、何か事が起こったときの不幸の原因は自然

現象だったり、全くの事故、事件だったりするんですけども、それが表に出て対策をやっ

ている政治家とか行政に批判が集中するというのは、日本のメディアのやり方なので。他

に怒りの持って行き場がないんで、そこで一生懸命対応して、不眠不休で働いている政治

や行政に批判がくるというのが日本のメディアのやり方なんで。海外も共通かもしれませ

ん。大体他の現象でなったのに、対応が悪いと言って、政権が危機に陥る、人気が急落す

るというのは、ブッシュも経験したことがあるし、シラクも経験したことがある。フラン
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ス熱波のときには、フランスも危なかったということがあったと思いますけど、その種の

ことがあるんで、そういう意味で言うと、やはり行政実務という批判されてもなんとも思

わない人たちの集団が日本に存在するっていうのは非常に私はいいことじゃないかと思い

ますね。 

 

Ｂ：せっかくの機会ですので、1 点だけ教えていただきたいと思うんですが。今、実務の

重要性が出てきて、非常に共感するのですが、それと人材育成とお尋ね致しますけど、先

ほど、新渡戸稲造とか正力松太郎、それぞれ財政的な面でも支援をされているということ

ですが、確か新渡戸稲造の場合には、後藤新平が呼んだというよりは、児玉源太郎が集め

た人材の 1人だろうという気がするのですが、通常外から見たイメージとしては、非常に

後藤新平が個人として大変な力量を持った人で、その人のカリスマ性なり、知識、経験っ

ていうのが、非常に素晴らしいっていうことになっているのですが、それはそうだと思う

のですが、実務を支える人として、例えば児玉源太郎が後藤新平を奪ってきたときに、後

藤新平は通常例えば都市計画ではこういう実務の専門家、上下水道ではこういう専門家っ

ていうふうに自分が行くときに、一緒に連れていく、その実務をサポートする人、あるい

は自分の足りないところを補ってくれるような人がいるのかいないのか、いたとすればど

ういう人で、どの程度の役割を果たしていたのか、従ってもし果たしていたとすればもう

少しそうした人たちについても光を当てて評価されるべきじゃないかというようなことが、

一応頭の体操としては考えるのですが、そこら辺につきまして、教えていただければ大変

嬉しいと思います。以上です。 

 

＜青山氏＞ それはおっしゃる通りでして、ある意味後藤新平が生物学、医師であったと

いうのが、政治家、あるいは行政マンとしては非常に役に立ったのだと思います。おっし

ゃる通り、まず台湾から始まって、非常にそれぞれの分野の専門家を集めるということを

やったのだと思います。当時下関が台湾への渡航の主な港だった時代があるわけですけれ

ども、後藤新平が台湾の民政長官になっていったら、下関に続々と台湾の民政府から帰っ

てくる人たちがいたと。帰ってくる人たちは法学部出身の人で、台湾には法律家は要らな

いと。土木だとか、農業だとか、科学だとか、建築だとかの専門家が必要だというふうな

ことを言ってかなり入れ替えたという記録が残っていますけれども、そういったことをや

ったのだと思います。それから、満鉄の総裁になったときにも、後藤新平の言葉としては、

満州は午前 8時の人間でやろうと。午前 8時っていうのは、要するにこれから伸びていく

という人たちでやろうということだったと思います。ご承知のように、当時作った満鉄の

調査部だとか、満鉄の中央試験所の人材というのは、第 2次大戦後に日本のシンクタンク

だとか、あるいは科学技術情報センターのような情報機関もそうだったと思いますけれど

も、だとかその他各界でその後、第 2次大戦後に活躍したということがありましたけど。

そういう意味では、ここではいちいち取り上げませんでしたけど、非常に多くの人たちを
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育てたと、あるいは登用したということが言えると思います。ちなみに、そういう意味で

は後藤新平自身はその種の専門技術に長けていたと、器用に使ったという意味での多才な

人ではあんまりなくて、むしろほとんどそういったことは専門技術者、あるいは専門家の

考え方を取り入れていったというふうに考えていたと思います。おっしゃる通りだと思い

ます。 

 

Ｃ：今、本学におきましては、防災復興危機管理プログラムということで、将来のそれぞ

れのいろんな自治体や、企業や、あるいは国の防災、あるいは危機管理政策を担う、そう

いう人材を育成しようということで取り組んでいるわけでありますが、後藤新平が非常に

官軍に敗れた東北の小藩の出でありながら、幸いにして教育をいろんな形で受けられて、

また、いろんなところに抜擢をされて、そしてそれがわが国の礎を作る、そういう人材に

なっていったということを考えますと、今現在日本の中になかなかそういう人材を育てる

というのは、かえってその頃よりも教育水準は上がっても難しいような気もします。これ

からのわが国の、いろんな分野での、特に危機管理を支えていく人材として育てていくと

いう観点からはどういうことが大切なのか、ご助言いただければと思います。 

 

＜青山氏＞ 一つはこの大学院大学みたいに、実務をやっている人がリカレント教育する

と、こういうのはもっと私は普及するべきだと思います。実際、今までの日本には、大学

院なんかへ入ると就職できないみたいに、もっと研究や検査を積みたくても、学部を出た

らすぐ就職する、するほうがいいという時代だったわけです。特に高度成長時代とかずっ

とそうだったと思います。でも、実際に世界的な、特に高度情報化社会で、成熟社会で、

知的な産業が利益を上げていく時代には、やはりそういう勉強意欲のある人たちが、この

ような、この大学院でやっているような分野をはじめとして、再教育をするという機会が

もっと保証されるということは私は制度的にやるべきだと思います。ある意味今は、こう

いう大学があるって知っている政府とか自治体とか関係機関とかが、あるいは会社が職員

や社員を派遣するということが始まったぐらいでして、でも大部分の日本の一流企業と霞

ヶ関の官公庁っていうのは、アメリカやヨーロッパに留学させるということをやっている

わけです。その莫大な経費に比べると、国内で勉強するのには私はもっと日本の企業も政

府もお金を使ってもいいんじゃないかと思います。それはある意味、日本の現に第一線で

これから担っていく実務家が、さらにそういった教育を受けて成長していくというような

ことが日本の中でもっと行われるようになっていくといいと思います。それは大学院教育

っていうのは、世界である意味知的産業の世界が常識になってきたっていうことに対して

対応するのに、そのまんま大学から大学院に進む人たちだけのコースだけではないコース

を作ろうっていうことに、日本は 10年前に踏み出したので、従ってこれをさらに全面的に

していくというのはある意味ニーズもあるし、それからその投資効果が非常に大きいんじ

ゃないか、これは一つ強調したい点だと思います。 


