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新吉原火災と消防機器

この絵は、明治30年3月15日、浅草区新吉原、角

田JI番地の引手茶屋から発生した大火 （焼損面積

12, 400m＇、焼失家屋 156戸、死者 2人、傷者14人）

を素材に、福原星湖どL叶画家が描L、たものである 。

この絵のなかには、明治30年ごろに使用されて

いた消防機器等が描かれており、以ア、これら機

器の導入経過等について紹介する 。

0 消防用救助梯子

絵の中央の建物は、当時としては高層建物であ

り、消防用救助梯子と救助袋が描かれている。

消防用救助梯子は、明治の中頃、イギリスから

輸入したもので、その諸元は、明治32年3月、東

陽堂どいう出版社が発行した『風俗画報臨時増刊』

「明治聖世消防図会」によるど、次のようなもの

てeあった。

「消防用救助梯子は鋼鉄製で、其長さ六十決ト

（約18m）にして、之に同じ長さなるヅック製の

細き袋を附着してあり、此袋は、楼上にて逃後れ

たる者、武は大切な書類器具類を投じ、静かにま也

上に達せしむ為めに用うるものといふ」ど記され

ている 。 これは、現在の梯子阜の前身どなるもの

である 。

0 消火栓

絵の右側中ほどに、水管幸各車と蒸気ポンプが、

また下方には消火栓が描かれている 。

消火栓は、東京市の水道敷設工事に並行して、

明治30年代の初めに誕生した。当時の消火栓がど

のようなものであ ったかを、前記の風俗画報から

引用すると、

「消防の利器たる水道消火栓も、日ならずして

完成すれば、消防の方法も、自ずから変還を見る

に至らしむ。出火の報あるや、各消防分署（現在

の消防署）より駆送馬車を繰出し （島区送馬車どは、

水管を搭載せる馬車にして、消防手＝現在の消防

士＝及び指揮官として消防士＝現在の消防司令長

または消防司令＝一人これに来る ）、各水管置場

よりは、手牽特車を牽き出し（是れは最寄に位す

る非番消防手）、各消防派出所よりは、蒸気布長

及車各車馬車を繰出して、現場に向ふ。現場に於ーミ）
ポンプ

は、蒸気咽筒に従事すべき消防機関手も、此迄腕

用布議を使用せし消防手も、皆此の消火栓を使用

するものなり 。先ず鍵を以て、消火栓室の蓋を開

き、消火栓の覆冠をタトずし、是れに水管をF付着し

て、焼黒占に拡む（此消火栓は、噴ロニ個あるを以

て、同時にニ箇所に向って、水管を拡むことを得）。

水管焼黒占に達する頃、消火栓の根なる塞弁 『ボッ

クススノfナ』を以て聞く時は、水は直ちに水管を

通じ、筒先より噴出す。此の水力は、止ヒ迄の蒸気

f絹の水力と大概同一なり」とある。

消火栓が誕生したことにより、それまでの大火

は姿を消してい った。

0 蒸気ポンプ

東京の消防では、明治17年に初めて蒸気ポンプ

をイギリスから輸入し、明治32年には国産イヒに成 l

l/Jした。 」

蒸気ポンプの国産化は、消火栓の設置と相ま っ

て、それまでの腕用ポンプどは比較にならないほ

どの消火能力を発揮した。

蒸気ポンプにまつわるエピソードとして、蒸気

ポンプは馬が5い、ていたので、当時の消防署には

馬，l、屋があり、現在でもその跡をとどめた庁舎が

残っており、獣医を置いていた。

また、蒸気ポンプは蒸気を努力として放水を行

うため、消防署の近くで火災が起こ った場合は、

蒸気が発生するまで20分近くかかるため、火災現

場の周辺を何回どなく回った後、放水を開始した

どL、う言舌／；＇.. §支ってL、る 。

（東京消防斤図書資料室 白井和雄）



新吉原の大火（東京消防庁蔵）
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安全を社会ルールに

他国に例を見ない速さで高齢化ガ進んでいる。健康な入、高齢者、

障害を持つ人など、すべての人ガ生き生きと暮らせる社会をめざし

て、園、地方公共団体、福祉に関係する機関、団体など、それぞれ

の分野から害議・横討され、そして実施されつつある。

東京都でも、「高齢者や障害を持つ人なとすべての人ガ安l山して住

める総合的な福祉のまちづ、くり」についての報告書ガ提出され、こ

れに基づいて「まちづくり整備指針」ガ具体案として示されだ。こ

P報告書および整備指針によるまちづくりをしていくには、幾多の

困難と障害、そして相当の年月を要すると考えられるが、すべての

人ガ生活していく定めの必要不可欠のものであるから、すべての人

の責任と、自己の責務としての自覚をもって、堅実に前進させてい

くべきであると思う。

そして、まちづくりを進めていくには、その背後に、思いやり、

いだわりなどの支えが不可欠であるが、これらのことが呂人の意識

の上で行われている限り、地域での福祉は成立しない。すべての人

ガ無意識のうちに、ま疋自然と手を差し伸べ、手助けをし、協力し、

そしていかにあるべきかを社会のルールまでに高め、そうすること

が当芝り前である状態にして、はじめて地域での福祉ガ成立するも

二＝ロ災防

のと思う。

もう一つ忘れてほしくないのが安全である。

東京都東村山市の特別養護老人ホーム「松寿園」火災では、法的

にはもちろん、消防設備のなかでは、屋内消火柱芯ど法を：と回る設

備が設置され、ソフト面において要求されていだ訓練口敏などにつ

いても適法な状況であつだにもかかわらず、通報、初期消火のちょ

っとし疋ミスから、尊い17名の犠牲者がでだということは、ソフト、

I ＼ード南面からの見直しはもちろん、安全とは伺かを再認識する11)!,1

要があるようである。

これらに対する具体策は早々にでるものと思われるが、安全は社

会の基盤であり、社会の変化に応じて動＜尺度であり、そして、生

命・島体の安全性の立場から大切であることは、充分知っていなガ

ら、利便などに重点ガ置かれるだめか、とかく忘れ勝ちである。す

べての人ガ社会における安全は当疋り前であるとして位置伺け、諸々

の施策のなかで最低限の社会ルールとして考えてほしいものである。

災害万発生する疋びに見直しをする愚は極力避けだいものである。

ハ口正一
東京消防庁予防部長
本 誌 編 集 委員

5 
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民話のなかの防災

宮田登
筑波大学教授

はやら

岩手県の名山の一つ早池峯山を訪れたとき、

境内に白髭神社が紀られていたのに気づいたが、

案の定この地に白髭伝説が語られていた。

神仏習合の時代に、早池峯山は妙泉寺の憎

たちに管理されていた。妙泉寺の快元和向が、

あるとき、餅を焼いていると、山姥が現れて

きて、餅を全部食べてしまい、ついでに和尚

の酒も飲んで姿を消した。快元はすっかり頭

にきて、何とか仕返しをしようと思い、川原

で餅によく似た石を拾い集め、酒器には油を

入れておいた。夜になると、また山姥がやっ

てきたので、和尚はうまくだまして、山姥の

大口のなかに石を投げ入れ、酒の代わりに油

を注いだ。山姥は苦しみながら山中に逃げ込

んだが、それから 3日3晩、暴風雨が続き、

山中に山津波と洪水が起こ って、妙泉寺を押

し流してしまった。大洪水の直前、波頭の上

6 

に、不思議な白髭の翁が立って、歌をうたい

ながら、激流とともに流れ去っていったとい

う。そこで人々は、この洪水を、白髭水とよ

－~~ようになったという。

この伝説は、山中の妖怪である山姥の崇＇）－＇

で、大洪水が生じたと説明しているが、この山

姥の古い姿が山の神であり、大自然を司る神

格であったことを示している。ところが白髭

の老人が、洪水の直前に出現して災害を予知

するという話は、多分に作為的であるが、何

か霊力ある存在が、人間界に予知するための

手段であったことを示している。

白髭水と同様のモチーフに、やろか水があ

る。主として愛知県を流れる木曽川の大洪水

として語られている。

柳田国男 「日本の昔話」（『定本柳田国男集』

第時）によると、むかし愛知県犬山市の町

堀という村で、秋の半ばに毎日雨が降り続き、

木曽川の水かさが増していった。村人たちは

堤防が切れるかもしれないと心配して、監視

を続けていた。ある夜の真夜中ごろに、川向

う伊木山の下の測辺りから、しきりに「やろ

うかあ、やろうかあ」という声がする。村人

一同は、どうしたものかと黙っていると、い

つまでたってもその声が止まらないので、だ

んだん恐しくなってきた。そこで村人の一人

が、思わず「いこさばいこせえ」と答えてし

まった。すると大水がどっと押し寄せて、こ



の辺の田が全部水の下になったという。その

後、この洪水をやろか水とよばれるようにな

った。

実際には、木曽川の貞亨4年（1687）の大洪
1 
)j(におけるエピソードとして｛云承されてきた。

先の早池峯地方の伝説も、宝治元年(1247）の

大洪水のときの怪異と伝えられている。その

ほかにも、寛永 6年（1629）、明治 6年（1873)

などの説もあった。

「やろか」というのは、堤防決壊の前兆で

あるが、人知を超える存在から、特別のメッ

セージがあったわけで、とくに「やろか」に

対して「よこせ」と返答した時点が分かれめ

になった。こうした超自然との交流が人間の

方に期待されていたのである。大災害が襲っ

てくるとき、もし人間の方でより慎重である

3らば、危険を回避できるかもしれない。「や

ろか」という呼び掛けに、うっかり軽はずみ

に答えると、自然の秩序が破壊してしまい、

大災害になると考えられた。

沖縄地方に今も残るシガリナミ（津波）の記

憶のなかに「物言う魚」の伝説がある。

むかし宮古群島の一つ伊良部島に下地とい

う村があった。そこの村人であった漁師が、

ヨナタマという魚を釣った。ヨナタマは人面

魚体で物を言う魚、であった。漁師はヨナタマ

をあぶって干しておいた。その夜、隣家の幼

童が急に泣き出し、伊良部村へ行きたいとい

・87予防時報151
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う。母親がなだめすかしても泣き止まない。

母親は致し方なく子を抱いて外へ出たが、子

は母にしがみついている。すると沖の方から

「ヨナタマ、ヨナタマ、何とて遅く帰るぞ」

という呼び声が聞こえてくる。隣家の庭に乾

されたままのヨナタマが、 「われ今あら炭の

上に載せられ失り乾かさるること半夜に及べ

り、早く犀をやりて迎へさせよ」と答えた。

これを聞いた母子は、急いで下地村から伊良

部村へ帰った。翌朝下地村へ再び行ってみる

と、村中残らず津波で洗い尽くされており、

村は消えてしまっていた。つまりヨナタマの

問答を聞いた母子だけが命を救われたという

のである。この話は寛延元年（1748）にできた

『宮古島奮史』に収録されているのである。

このヨナタマは、海の霊というべき存在で、

海の神の使者である物言う魚を、こともあろ

うに焼いて食べようとした人間に対して、神

罰がくだったことが示されている。その背景

には、海村に襲いかかってくる大津波は、必

ずその直前に超自然的領域からのメッセージ

があるに違いない、だからその前兆に注意し

なければならないことを教訓として伝えてい

るのである。

民話には、科学的事実の当否は別として、

自然と人間の秩序ある調和が描かれており、

防災についての素朴なヒントがつかめるかも

しれないのである。

7 
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ノ＇＼－－Jレ・バックと津波

門口充徳

成媛大学文学部助教綬

1927（昭和 2）年 9月13日、九州西部は台風

による高潮に襲われ、熊本県を中心に約500人

の犠牲者をだした。この高潮は長崎県の南高

来郡 ・北高来郡の沿岸一帯にも大きな被害を

もたらしたが、折から雲仙に滞在中のパール ・

バックもこれに遭遇することになった。

彼女は、南京大学教授で農業学者のジョン・

ロシング ・パックと結婚していたが、国民革

命軍総司令官であった蒋介石が北伐のために

南京を攻略するに及び、命からがら難を逃れ

て長崎にやってきたのであった。それは代表

作となった r大地』が出版される 4年前のこ

とであり、精神薄弱の幼い娘を伴つての避難

生活であった。彼女の回想によれば、 雲仙に

程近い山あいの小さな家に起居し、非常に貧

しい生活を余儀なくされたらしい。しかし、

この時の経験や取材活動が、『大津波』という

美しい児童文学作品に結実していくのである。

8 

『大津波』の出版は1948年であり、雲仙へ

の避難から約20年、ノーベル賞受賞から10年

が経過していた。42歳で出版社社長のリチャ

ード ・J・ウォルシュと再婚した彼女は、す）

でに56歳になっており 、戦後の混血児や孤児

の問題にも積極的に取り組んでいた。そして、

との作品にも自然災害で孤児となった少年の

成長が描かれているのである。

しかし、その少年の精神を鍛えた災害は、

最初に述べた高潮災害で、はない。「火山が爆発

し」て、「家の下の地面が揺れ」た翌日、 「j毎

は油を流したように静かで、死んだようだっ

た」。午後になって「火山の燃えるような光は

暗い空を血のように赤く染めて」いたが、「あ

たりをうなりと叫びで一杯に」しながら、大

波が襲ってきたのである。 ↓ 
このように噴火と地震と津波が複合した災

害は、多少とも奇異に映るのであるが、パー

ル ・パックは江戸時代に起こった島原大変を

作品の題材に用いたと推定されるのである。

島原大変は、雲仙の普賢岳周辺の噴火に伴っ

た群発地震に始まったのであるが、翌年の1792

（寛政 4）年には現在の眉山が大崩壊を引き起

こし、島原海岸に流入した崩土が大津波を発

生させた災害である。この時、眉山は 150m 

低くなり、海岸線は最大 700～800m前進した

とされている。津波は対岸の熊本にも押し寄



せ、島原大変・肥後迷惑ともいわれ、死者は

15,000人にのぼった。

もちろん『大津波』は童話であるし、彼女

自身ある種の想像の産物と断っているから、

史実にも自然現象にも忠実である必要はない。

そして、作品の性格上、ストーリーも単純化

されている。例の少年は、なぜか日本人離れ

した名前で、 Jiyaといった。彼を兄と慕う友

達が主人公の Kinoである。ジヤの父親は、漁

師であって、山が迫った細い海岸線に並んだ

小さな漁村に暮していた。海を知る彼は、海

を非常に恐れていた。一方キノの父親は、そ

の山の斜面に張り付いた段々畑を耕す百姓の

一人であって、畑の一番上に住んでいた。二

人の少年の家はどちらも貧しかったのである

が、この小さな集落にあって、際立って豊か

で高い教養を備えたおじいさんがいた。

おじいさんは、津波を予想して避難警報の

鐘を打ち鳴らすのであるが、 ジヤの父親は舟

を守ろうとして、そして、母親はそんな夫の

もとを離れられず、家族一同が一番小さなジ

ヤだけに避難を命令したのだった。「わしたち

は離れ離れになるのだ」、「海が噴火に負けた

なら、お前がわしたちのあとを継いで生きて

いくんだぞ」というのが、ジヤへの父親の最

後の言葉になった。

こうしてJ瓜児となったジヤは、キノの父来且

’87予防時報151
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に引き取られるのであるが、 「命は死よりも強

い」というキノの父親の励ましの言葉に、次

第に精神的外傷を癒していく。その後、おじ

いさんの自己中心的な養子縁組の申し出を自

ら断ったジヤは、たくましい青年へと成長し、

百姓になろうとする。だが、他の生き残った

漁民が再び海岸に自分たちの家を建てようと

しているのを見て、やはり父親のあとを継い

で漁師になる決心をする。

畑の手伝いで得たお金で、 ジヤは跡地に家

を再建するのであるが、今までの漁民の家に

は海への恐れから海側に窓がなかったのに対

し、彼は海の様子を監視するために窓を付け

るのである。そして、この物語は天真』澗漫な

キノの妹の Setsuとの結婚で終わる。

長い要約になったが、この作品が災害の社

会学からみて興味深いことは、 二人の父親の

災害観が、運命論と精神主義の対比になって

いること、さらにジヤの成長過程は、運命論

から精神主義への社会化であることである。

このような災害観についての研究は、充分に

進んでいるとはいい難いが、どのような防災

対策が社会的に選択されるかといった点でも、

非常に重要な研究課題と思われるのである。

1＼ール・パックは、『大津波』の映画化のた

めに1960年に再来日を果たしている。それは

チリ地震津波の翌日の 5月24日であった。

9 
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震災回顧

久田俊彦

鹿島建設顧問

私は1914年の生まれであるから、1923年の

有名な関東大地震を経験した。

そのとき私は青山に住んでいたが、父に抱

かれて庭に飛び出そうと縁側まできたが、そ

のときの振動の激しさは今もって忘れること

ができない。

その後、振動台による実験を度々行ったが、

人間の立っていられる限界はおおまかにいっ

て250ガル程度であるから、関東大地震のと

きも父は立っていたので、その震度はおよそ

250ガル程度ではないかと考えている。

次に、 1948年の福井地震のとき、 早速調査

に出掛けたが、 RC造の大和ビルの大破壊に

10 

は驚いた。しかし、もっとも印象に残ってい）

るのは、森田町という町は全町ほとんど全壊

しているのに、唯一軒だけ残っている木造建

物であった。

これは奇跡的に思えたので、中に入って家

人に尋ねると、その家の設計者は当時の福井

高専の教授であった S先生とのことで、柱、

梁は太い材を用い、金物も充分使われていて、

入念に設計施工されているのには感激した。

ちなみに、福井地震の激しさは、日本が経

験した地震のうちで最大のもので、おそらく

600カソレ程度ではないかと考えている。

1964年の新潟地震のときは、ヘリコプタ－ ，

で谷川岳を越えて新潟の小学校に着陸したが、、4

県営アパートの横倒しには驚いた。流動化現

象の恐ろしさを改めて認識した次第である。

1968年の十勝沖地震では、従来比較的安全

と考えられていた RC造が多く被災した。こ

れを契機に、 RC造の、特に短柱が危険であ

ることが認識されて、以後、法規も改正され



た。我が国では大地震のたびに新しい事実が

見出されて、設計が進歩しているといえる。

話を外国に移すと、 1963年、ユーゴスラピ

アのスコピエ市が大破壊を受けた。欧州はレ

ンガ造が主体で、組積造の被害について大変

勉強になった。幸い地盤が良いので、そこに

復興建設を行うことに決めて帰国した次第で

ある。

1964年のアラスカ地震も見に行ったが、木

造建物はほとんど被災していないのに、 11階

建てのアパートには幾つかのせん断破壊が見

られた。これは地盤の関係で共振によるもの

であった。

また、 1971年のロス市外のサンフェルナン

ド地震も見に行ったが、この地震では RC造

の柱の破壊が注目された。以降、我が国でも

R C造の柱のフープ筋が密に入れられるよう

になったことは喜ばしい。

この地震は、改めて都市災害について警鐘

を鳴らしたもので、我が国でも参考にすべき
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ずいひつ

点が多いと考えている。

さて、再び我が国に眼を転じると、東京で

は東海地震が注目されており、厳重な予知態

勢が採られている。ただし、現在では震度 5

程度と想定されている。したがって、関東大

地震のときのようなことはないであろう。た

だし、もう一つ安政地震のような直下型地震

があることを忘れてはならない。

大地震のときに、現在東京に建っている超

高層ビルの上階は相当揺れるものと覚悟して

おかなければならない。したがって、私は、

普戒すべきは、パニックとエレベーターの故

障であると思っている。先に述べたサンフェ

ルナンド地震のときも、ロス市のエレベータ

ーは多数のトラブルを起こしている。これに

対して万全の対策を考えておくことが肝要で

ある。

寺田寅彦先生の名言「天災は忘れたころに

やってくる」は、我々の常に忘れないように

心娃トけておくべきことであろう。

11 
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21世紀の世界人口： 61億人

今世紀の前半の世界人口の年間増加率は 0.8%

であったが、 1950年から85年にかけてその比率は

1.9 %へと増大した。今世紀後半35年間の人口増

加 の85%はアジア、アフリカ、南米で占められて

いる。

これら発展途上国の子供たちが成人して子供を

持つことになるから、生む子供の数を抑えるにし

ても、しばらくは人口の爆発が続く。1985年の世

界人口は48億 であったが、2000年には61億になり、

2025年には82憶になると推定される。これらの人

口増加の90%は発展途上国で生じる。

この地球が、 どこまでこうした人口増加に耐え

られるであろうか。 2010年に人口抑制によって出

産率が死亡率に等しくなるとすると、世界人口は

2060年に77憶で安定する。だが、出産率と死亡率の

釣り合いがとれるのが2065年まで遅れると、 2100

年の世界人口は 142億になってしまう。特に発展

途上国で人口抑制策を採るか、採らないかで、来

世紀の世界人口 は10億の単位で変わってくる。

12 

これからの地球像
世界の破局を避けるには

赤木昭夫

1983年国連によって「環境と開発に関する世界

委員会」が組織され、ノルウェーのブルン卜ラン

卜首相を中心に、日本からは大来佐武郎元外相な

どが参加して、 『我々の共通の未来』という報もd

曹がまとめられ、1987年の国連総会に提出された。

主としてその警告するところにしたがって、いま

地球環境がどれほど危機的状況にあるかを確認し

ておこう 。

悲惨な第3世界の過密都市

この35年間に、発展途上国の都市人口は 4倍に

膨張した。その原因は、都市内での人口増加とい

うよりも、農業の崩壊や失業による人口の流入で

あった。バグダッド、ダッ力、アンマン、ボンベ

イ、ジャカル夕、メキシコシティ 、マニラ、サン

パウ口、ボゴ夕 、マナグアなどでは、この30年問叶

に人口は 3ないし 4倍に増加した。 ー

特にアフリカのサハラ砂漠の南側、つまりサヘ

ル地域では、異常乾燥による食糧不足と、砂漠の

拡大による牧畜と農業の崩壊のため、 1950年から

80年にかけて、ナイロビ、ダルエスサラム、ヌワ

クショット、ルサカ、ラゴス、キンシャシャなど

の都市で人口が7倍以上に膨れあがった。

現在の傾向が続くとすると、 2000年には第 3世

界の都市人口はさらに 7億5000万追加され、約19

憶に達すると見込まれる。

交通機関は混雑し、住宅の多くは仮小屋に等し

く、 水道があ っても漏水のため水圧が低く、汚水

が混入し、不衛生きわまりない。 そのため消化器



系統の伝染病が蔓延し、多くの都市スラムでは 5

歳になるまでに4人の子供のうち1人が死亡し、成

人の半分は寄生虫病か呼吸器病に侵されている。

そうした都市には住宅に近接して工場などがあ

り、インドのボパールの農薬工場事故や、メキシ

コシティのガス爆発事故のような工場災害も起こ

りやすい。 それぞれ死者だけでも2,000人とし000

人を出した。先進国の都市の一部でも同じ悲惨な

状況にある。

人口と食糧のバランスがとれるか

世界農業機関（FA0）などによる予測では、今

のままの組放な農業では、 2000年になると64か国

が食事品の自給ができなくなる（その人口は約11億 ）。

もっとも高度な農業技術を導入しても19か国は自

給不可能とされる（その人口は約 1億 ）。

理論的にいって、この地球でどれだけの人口を

養えるであろうか。耕地は現在の15億 ha以上に増

えない。穀物換算でヘクタール当たり現在の 2t 

を 5tにすることも不可能ではない。牧野と海洋

からの生産物を併せて、穀物換算80億 tが限度 と

みられる。

したがって、よほど農業技術を向上させ、かつ

は食習慣を変えるとしても （たとえば肉の代わり

に豆 を食べるようにしても ）、100億以上の人聞は

この地球では養えないと考えねばならない。

われる耕地とひろがる砂漠

1片の耕地も失うわけにはいかない。それにも

かかわらず、70年代の末、アメリカの農地の 1/3

は表土を失いつつあった。 、ノ連の処女開拓地はほ

とんど生産力を失っている。インドの耕地の25～

30%が表土流失に見舞われている。 FA Oの見通

しでは、対策を採らないと、アジア、アフリカ、南

米の耕地のうち 5億 haが生産力を失うとされる。

表土が流れると、水分の保有力が低下し、養分

が失われ、作物の恨の伸びる余地が少なくなり生

産力が落ちる。流れ出した土は川やダムを埋め貯

水能力を低下させ、洪水をまねく。

サハラ砂漠の南下はよく知られるようになった
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が、全世界で毎年 600万 haの割で砂漠も同然の状

態になっており、この砂漠の拡大の影響で毎年

2, 100万haの耕地が収穫不能になっていさつつある。

消えていく森林

酸性雨のため、北欧や米北東部やカナダ東部の

湖が酸性になり、魚が住めない所も出ている。同

時に被害は森林にも及び、最近の調査ではヨーロ

ッパの森林の14%が影響を受けている。

どの発展途上国でも、薪や木村を得るため、農

地や牧野にする開撃のため、森林が急速に失われ

つつある。 なかでも重大な影響をもつのは熱帯降

雨林の消失である。

かつては15億 ha存在した熱帯降岡林が、いまで

は 9億 haになってしまった。 いまの勢いで木が倒

されていくと、 21世紀の初めには、アフリカのザ

イール地域、アマゾンの西半分、南米ギニアの一

部、ニューギニアの一部だけになる恐れが強い。

そうなれば気候にも顕著な影響が出てくる。

生物の種の加速的減少

作物の改良には、関連の聖子性植物が不可欠であ

る。生物の種の減少は環境の悪化を意味する。

確かに地球の歴史は、生物の進化と絶滅の連続

であった。 これまでおよそ 5億種が生まれ、今は

500万種が残っている。過 去 2億年間の平均絶滅

率は、 1.2年に 1極と推定される。 ところが今で

は、主として人間のため、その100ないし1,000傍

の率で生物が消えていきつつある。

特に保護すべきは湿地と原生林である。 たとえ

ばボリビアとの国境に近いブラジルのパンタナル

13 
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湿地帯は11万平方キロと広大で、南米の水鳥の最

大の生息地である。ユネスコが「国際的に重要な

環境」に指定しているが、開拓やダム建設のため

環境が激変し、生物の種の減少が恐れられている。

また、今の率でアマゾンの林が消えていくと、世

紀末には植物の種の15%が絶滅すると推定されて

いる。熱帯降雨林は地球面積の 6 %を覆うにすぎ

ないが、全世界の生物の種の少なくとも半分が存

在する。この点からも熱帯降雨林は保護しなけれ

ばならない。

魚が獲れなくなった海

世界の総漁獲高は、 1950年の 2,000万 tから69

年の 6,500万 tへと急速に増加した。 しかし、そ

の後は伸びが緩やかになり、 84年には 8,300万 t

にとどまった。FA Oの推定では 1億 tが限度で

ある。魚、は発展途上国の蛋自滅という期待は裏切

られつつある。

世界最大級の漁場一一一アンチョ ビのペルー沖、ニ

シンの北大西洋、イワ シのカリフォルニア沖が枯

渇してしまった。また百L獲のため、西アフリカj中

やタイ湾では魚種が変わってきている。

汚染が進む海

埋め立てや護岸工事のため、自然のままの海岸

が失われ、生物相の変化が広がりつつある。 また

海は、さまざまな形で汚染が進んでいる。

沿岸海域が、産業廃棄物、汚水、農薬、肥料な

どで汚染が進行しているだけでなく、外i羊も毎年

何十億 tという廃棄物で汚染されている。

タンカーから漏れる原油は年間 150万 tに達す

る。放射能が低いとして放出される放射性廃棄物

質によって海洋の汚染が進み、その総量は過去の

核実験の死の灰の海洋への降下量を上回った。特

にヨーロッパの北海では、高いレベルの放射能に

汚染された魚が認められるようになった。これま

で原子力施設からの放出濃度は 「現行の最良の技

術」が基準であったが、再検討が必要との見解が

出されるよ うになってきた。

海はごみ検て場にしてはならない。j毎は地球の

14 

生命のサイクルのなかで、最大のもっとも頼りに

すべきバランスの役を果たしてきたからである。

野放しの危険な化学物質

世界貿易のなかで、金額ベースでいって化学物

質は約10%を占めている。市場に流れている化学

物質の種類は 7万とも 8万ともいわれる。 それが

環境にあると考えねばならない。毎年 1,000ない

し2,000種の新しい物質が市場に登場するが、すべ

てについて事前に安全性試験が行われているわけ

ではない。

1984年のアメリカ研究諮問委員会のデータに

ると、 6万あまりの使われている物質のうちで）

毒性試験データのないものが80%に及んだ。国連

のデータによれば、 1986年までに 500種以上の物

質が危険として、使用の禁止か制限の措置が採ら

才Lfこ。

発展途上国のなかには、充分な監視制度を整備

でき ない国もあり、それをよいことに、本国では

使用禁止の物質が輸出される場合もあり、国際的

な規制の強化が求められている。

それ以上に早く対策を採る必要があるのは、先

進工業国の危険な産業廃棄物の他国への押し付け

である。 1984年全世界で 3億 t台の危険な廃棄物

が発生したが、その90%は先進国でのものであっ

た。たとえば82年から83年にかけて西ヨーロッ パ

から40万 t前後の廃棄物が域外の処分場ヘ送りけっ

されたとみられる。 、園

原発事故と死の灰

アメリカでの重大な原発事故の確率は、 l原子

炉の 1年間の運転を 1炉年という単位で数えると

して、 100万炉年に 1回とされてきた。しかし、 ア

メリカのスリーマイルアイランド、ソ連のチェルノ

ブイリと二つの大きな原発事故が起こった。それ

をもとに確率を計算すると、それぞれおよそ2,000

炉年と 4,000炉年に 1固になる。 どちらの数字が

正しいかについて決定的なことはいえない。しか

し、100万炉年とばかり思い込んでもいられないの

も確かであろう。いずれも人間のミスが最大の原



因であったことも注意しなければならない。

チェルノブイリ原子力発電所の事故では、寿命

が30年と長く、食物を通じて人体に危害を与える

危険性が大きいセ シウム 137を例にすると、広島

原爆の何百発分かが環境に放出された。風によっ

て死の灰は北ヨーロッパに流れ、雨で地上に洗い

落とされ、食物への濃縮が警戒されるところまで

いった。

また、かなりの規模の核戦争が起これば、火災

による煤のため太陽の光が遮られ、特にアメリカ

の中西部、東ヨーロッパ、ソ連の穀倉地帯で異常

な気温低下の生ずることが、いく通りものモデル

計算で確かめられている。

炭酸ガスとフッ素含有ガス

化石燃料の燃焼と森林の焼き払いのため生ずる

炭酸ガスが大気中に蓄積する。炭酸ガスは太陽か

らの光はよく通すが、暖められた地表から出る赤

外線は通さない。そのため、大気中の炭酸ガスが

多くなると気温が上昇する（温室効果）。

工業化以前の空中の炭酸ガス濃度は 280ppmで

あったが、 1980年には 340ppmになり、早ければ

2030年代に倍の 560ppmに達する可能性がある。

この問題に関して85年に国連の会議が聞かれた。

そこでの見通しでは、炭酸ガス濃度が倍になると

地球の平均気温は1.5～4.5度上昇する。赤道より

も極のほうが気温の上昇が大きく、赤道から極へ

熱を運ぶ率が低くなり、雨の降るパターンが大き

く変わり、たとえばアメリカの穀倉地帯が乾燥す

ると予測される。
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また、北極や高地の氷が融けて海の水位が25～

140cm上昇し、低地の都市や農地が水没してしま

うであろう。

冷却や加圧に使われるフッ素含有ガスが、大気

上層部のオゾン層を破漉する。その結果、強い紫

外線が地上に降り注ぎ、 皮膚癌の発生を高めるだ

けでなく、海の表面のプランクトンを殺し、魚の

餌が少なくなり、 海の生態系に変動が生じる。

地球の未来を明るくするには

こう見ていくとわかるように、すでに地球は全

身を侵された重症の病人の状態にある。それを直

すには、きめこまかな治療が必要である。

なかでも、第一に、空中の炭酸ガスの量を増や

さないように化石燃料の消費を減らさねばならな

い。増加する人口によりよい生活を保障するには

エネルギーは欠かせない。 いまのままではエネル

ギーの消費が爆発的に増大し、炭酸ガスの放出も

高まる一方である。このジレンマを解決するには、

省エネルギ一一一ーよ り少ないエネルギーでより多

くの仕事ができるようにエネルギーの利用効率を

飛躍的に向上させるのが最良の道である。

第二に、すぐれた技術の享受によって発展途上

国の生活水準を高めることが、人口爆発と環境汚

染を防ぐのに必要である。 そのためには、発展途

上国への経済援助が不可欠で、世界は軍備に金を

費やしている余裕はもはやない。軍縮によって浮

かした金を地球を守るために充てるべきである。

今のままでは地球の未来は明るくならない。

（あかぎ あきお／NHK解説委員）
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21世紀への文明論
日本の未来展望は明るいか？

清原和博、ブーニン、ベッ力一、マドンナ、大

前研一の登場は何を意昧するのか？ との5人が

象徴する時代の流れは、果たして我々日本人にど

んな未来を暗示しているのだろうか？ 佐和隆光

進歩の観念から日本主義ヘ

21世紀を展望するに当たっては、戦後40年をど

う総括するかということが、 一つの決め手になる。

昭和20年から昭和30年にかけての 「戦後復興期」

はさておき、昭和30年から昭和48年にかけての、

いわゆる「高度成長期」には、科学技術に対する

絶大なる信頼と進歩の観念、が、その当時の時代精

神を象っていたといえる。

昭和45年前後になると、公害問題、環境問題の

露見が一つのきっかけとなって、 「進歩の観念」に

対する批判が巻き起こ ってきた。 そして、高度成

長期の時代精神に対する一つの挑戦状が突きつけ

られたわけである。

その数年後の昭和48年にオイル ショック が起こ

ったのであるが、オイルショックの襲来によって、

およそ20年間にわたり持続した 「高度成長期」が

終駕し、「減速経済時代」へと移行した。減速経済

の下ではいうまでもなく、進歩の観念というもの

は干からびざるを得なかった。 同時に、科学技術

への絶大なる信頼も、公害と環境倣壊の露見によ

りtifrるが：ざるを得＝なかった。
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昭 和48年当時の 日本経済は、石油に対する依存

率、とりわけ中東石油に対する依存率が非常に高

く、オイルショックによって日本経済は瀕死の状

態に陥るのではないかといわれていた。事実、昭

和49年には戦後初めてのマイナス成長を経験した

のであるが、その後50年代に入って、大方の予想、

に反して、日本経済は奇跡的ともいうべき回復を

遂げてきたわけである。

オイル ショック をものともしない底力が、なぜ

日本経済に備わっていたのかということについて、

いろいろな詮索がなされてきたのであるが、そこ ｜

に浮かび上がってきたのは 「日本的経営」 に対す、

る言平価だった。昭和54(1979）年、エズラ ・ボーゲ

ルの「ジャパン ・ア ズ ・ナンバーワン」が刊frさ

れ、その中で「日本的経営」あるいは「日本的行

政指導」 ともいうものに対する非常に高い評価が

与えられた。

『ジャパン・アズ ・ナ ンバーワン」が一つのき

っかけとなって、その後、欧米諸国のビジネスマ

ン、そして知識人の間で 「日本的経営」に対する

関心が異常なまでの高まりをみせた。他方、日本

の思想、界においても、戦後の高度成長期に強い発

言力をも っていた進歩的文化人と呼ばれる人々が

論壇から退場し、それに替わって 「日本主義者」



とでもいうべき論客が相次いで登場してきた。

たとえば、村上泰亮、公文俊平、佐藤誠三郎氏

等の 「イエ社会」。 石井威望氏の「ホロニックパス」。

山崎正和氏の「柔らかい個人主義」。 その他「間人

主義」 とい ったようないろいろなコンセプトが編

み出されて、日本的なものが西欧的なものよりも

いい、言い換えれば、日本社会というのは大変う

まし刈士キ昼みにできあがっているのだということカ人

そこかしこで盛んにいわれるようになった。

このような思潮を、筆者は 「日本主義」といっ

てきたが、 1987年 4月12日号の「ニューヨーク ・

イムズ・マガジン」に、ジャン ・プルノという

アメリカ人ジャーナリストが「日本の新国家主義」

という長い論文を載せ、日本主義を「ヤマトイズ

ム」と呼ぴ、日本のヤマトイストたちを手厳しく

批判した。 そのなかで特に印象的なのは、国際日

本文化研究所所長である梅原宿氏の言説と、それ

に対するプルノの批判であった。

梅原氏は 「現代社会のさまざまな病弊は、近代

西欧文化がもたらしたものである。 日本文化こそ

が、その病弊を治す治療薬となるだろう」といっ

たのであるが、このような言説が、アメリカ人あ

るいはヨーロッパ人の白から見れば、大変な思い

上がりであると見られても仕方あるまい。

恐慌は起こるや否や？

経済学者は答えられるか

思潮の面で80年代になって日本主義が台頭して

きたのとほぼ並行して、経済社会においては、い

わゆる経済のソフト化が猛烈な勢いで進行してき

た。経済のソフト化とは何かを一言でいうと、そ

れは次の五つの要素の組み合わせと考えられる。

．サービス化

・情報化

・金融化

．投機化

．省資源化
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このような経済のソフト化が80年代になって急

速に進行してきたわけであるが、特に最近になっ

て、金融経済が肥大化した結果として金融経済と

実態経済の話離が目立ち始めた。

たとえば、 80年代になってから株価が一本調子

で急上昇している。 もともと株価は、経済の実体

あるいは企業の業績を反映すべきものであるはず

なのに、そういった実体経済の動向とは無関係に

株価が急上昇してきた。 これは、必ずしも日本に

限ったことではなく、アメリカにおいても実体経

済とは無関係な株高は起こ っている。

こういった状況を目にすると 、人々はともすれ

ば、大恐慌が再来するのではないかという不安に

駆られ、今年の初めごろから大恐慌再来をいう議

論が随所で行われるようになった。

議論の要点は、 1920年代と80年代が大変よく似

ている ということに尽きている。風俗から始まっ

て、文化、そして経済のさまざまな側面において、

20年代と80年代とは大変よ く似ているというわけ

である。 もちろん似ているからといって大恐慌が

再来するとは限らないわけだが、しかし、 20年 代

と80年代が不気味なほど似ているということは、

紛れもない事実である。

それでは、大恐慌は再来するや否やという設問

に対して、エコノミストや経済学者たちがどう答

えているかというと、もちろん、大恐慌が再来す

ると断言するエコノミストは一人としていない。

つまり、もし大変権威のあるエコ ノ ミストがいた

として、彼が、大恐慌が再来するに違いないとか、

あるいは、遠からず株価が大暴落すると仮にいっ

たとすると、株式市場には売り注文が殺到して、

株価が大暴落することは請け合いだからである。

実際、 1920年代のアメリカにおいても 、権威あ

るエコノミストたちのほとんどは、 1929年10月24

日の大暴落直前まで、アメリカ経済に関して大変

楽観的な見通しを語っていた。 当時のアメリカ経

済学界の大立物であったイエール大学のアービン

グ ・フィッ シャ 教授は、口先だけではなく、自

らも巨額の株式投資をするほど先行きに対して極

めて楽観的な見通しをも っていた。

17 



’87予防時報151

また、ハーバード大学は「／＼ーバード景気予報」

という経済予測を公表しており、当時も っとも権

威ある経済予測といわれていたが、そのハーバー

ド景気予報ですらが、大恐慌の直前まで景気は上

向くという予測を行っていたし、株価の大暴落が

あった後にも、依然として強気の予測をし続けた

のである。

そういうわけで、経済学者ならば大恐慌が再来

するかどうか、あるいは株価の大暴落があるかど

うかについて、何か的確な見通しを提供してくれ

るのではないかと人々は期待するかもしれないが、

経済学者は、いかんせんそういう力を持ち合わさ

ない。また、先に述べたアナウンスメント効果、

すなわち仮に予測した とすれば、人々の反応を誘

い、その予測の指し示す方向に事態を引きつける

という、奇妙な社会力学も働くから厄介である。

経済のソフト化時代には

新しりパラタイムが必要

ところで、市場万能主義の古典派経済学、言い

換えれば古典的自由主義が、 1920年代の社会通念

だった。 しかし、古典派経済学のパラダイムによ

っては、大恐慌の到来を予測できなかったのみな

らず、大恐慌が起こった後も、景気を回復させる

ためにはどういう政策を講じればよいかというこ

とについて、何の解答も提供できなかったばかり

か、低血圧患者に降圧剤を飲ませるような治療法

を強いていた。

なぜ大恐慌が起こったのか、大恐慌の直後に採

られたフーパ一大統領の経済政策がどういう意味

で誤りであったのかが、何とか理解できるように

なるには、大恐慌の勃発後 7年を経た後のケイ ン

ズ『雇傭 ・利子及ひ’貨幣の一般理論』の刊行を待

たねばならなか った。

ケインズの r一般理論』が刊行されたのは1936

年 であるが、当時のエコノミストたちはこの書を

むさぼり読んで、なぜ大恐慌が起こ ったのか、な

18 

ぜフーパ一大統領の政策が失敗だったのか、そし

てその後を継いだルーズベルト大統領の 「ニュ ー

ディール政策」がなぜ大恐慌か らの奇跡的な回復

をもたらしたのかについて、まさに目から鱗が落

ちるような思いをしたのである。

その後、 40年ないし50年近くにわたって、ケイ

ンズの経済理論は経済学の主流の地位を占めてき

た。 しかし、 70年代末ごろから、ケインズ経済学

が今度は批判される側にまわった。 それはどうい

うことかというと、当時、 主要先進国のいずれに

おいても「大きな政府」が問題となり、財政赤字

が悩みの種だった。 その財政赤字をもたらした冗＂＂－＇

凶として、ケインズ経済学がえE上に載せられたの

である。

そして再び、反ケインズの経済思想、である市場

万能主義、あるいは古典的自由主義が復興してき

た。 そういう意味でも、 80年代と1920年代の聞に

はもう一つの類似が認められるのである。

ところで、 1920年代から30年代にかけてのア メ

リカ経済に起きた大恐慌を理解する上で非常に有

効だったケインスーの経済学は、今の状況で大恐慌

が再来するや否やを論ずるのにも有効なのかとい

うと、決してそうではない。

なぜかというと、とりわけ1980年以降、経済の

構造ががらりと変わったからである。つまり一言

でいうと、「モノ作り経済」から「金融化経済」へ と

経済の仕組みが大きく変化したからである。 I 

モノ作り経済というのは、ある意味では大変理 一

解しやすい。筆者はよく、モノ作り 中心の経消を

人間の身体になぞらえる。 つまり、人間のからだ

の循環器系統、呼吸器系統、あるいは消化器系統

なとのメカニズム、さらにはそれらの関連した シ

ステムについて、今日我々の理解はほぼ完成の域

に達している。 だから、身体に生ずるさまざまな

病というものがなぜ起こり、それを治癒するため

にはどうすればいいのかについても、我々はほぼ

完壁な知識をも っている。 閉じ ように、我々はモ

ノ作り中心の経済を理解するための、ほ（J.'完成し

た経済学ノfラダイム（分 析 ・枠組み）をもっている。

堺屋太一氏などもい うように 、在来型！の経済学と



いうのは、いずれを採り上げても、モノ作り中心

の経済、言い換えれば工業化社会というものを前

提として成り立っているといわざるを得ない。

しかし、今日の金融化経済を閉じ経済学パラダ

イムで捕らえられるのかというと、それは無理だ

といわざるを得ない。筆者は、モノ作り中心の経

済を人間の身体になぞらえたのと閉じように、「金

融化経済」を人間の脳になぞらえてみよう。大脳

生理の解明は、今世紀の科学に諜せられた最後の

課題であるといわれるが、大脳生理の解明が今後

進めば、その知見を利用することによって、金融

経済に対する我々の理解も深まるに違いないと、

ある意味で大変楽観的な見通しを筆者はもっている。

ただし、仮に大脳生理に対する知見が深まった

にせよ、恐らく脳にまつわる病気の治療という の

は、これまた別問題だといわざるを得ない。と同

様に、仮に金融化経済のメカニズムに関する我々

の知見、理解が深まり、金融化経済において恐慌

が、起こり得るメカニズムに関する我々の理解が

深まったとしても、恐慌や不況を避けるカを、果

たして我々が持ち得るかというと、これは大いに

疑問とせざるを得ない。

極めて不透明な金融化経済社会

これまで述べてきたようなさまざまな理由によ

り、80年代後半から90年代、つまり世紀末にかけ

ての経済社会というものは大変見えにくくなって

いる、あるいは、わかりにくくなっているという

のが偽らざる実情なのである。そのためもあって

か、最近では経済の諸問題について、エコノミス

トたちの見解に大きなバラツキが出てきている。

多少具体的な問題を採り上げてみよう。

貿易摩擦に何とか対処しようというわけで、中

曽恨総理が今年 6月のサミットで 6兆円の公共投

資を行うという国際公約をした。 ところが、果た

して 6兆円の公共投資を行って、これが国民総生

産、 GN Pをいかほど増やすか、その GN Pが増
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えた分の結果として、いかほど輸入が増えるか、

さらに、そのうちアメリカからの輸入がいかほど

増えるかということについては、必ずしもはっき

りしたことがいえなくなっている。

6兆円の公共投資の内需喚起効果について考え

ると、仮に、 1兆円の公共投資をしたとして、そ

れでセメントを使い、鉄を使い、そして建設労働

者を濯うということになれば、お金は次々と循環

していって、大雑把にいえば 1兆円の公共投資が

2兆円ないし 3兆円の GN Pの増分を生み出すと

いうのがケインズの乗数理論で、これが従来のマ

クロ経済学の常識だった。しかし最近では、公共

投資の 8割は土地代に消えるといわれる。 1兆円

のうちの 8千万円が地主の懐に入るとすると、話

はまったく違ってくるのではないか。 8千万円を

得た地主は、それを消費に回すわけではなく、そ

の 8千万円は別の地主の懐に移るか、あるいは株

式市場に流入するというのが関の山だろう。 そう

いうわけで、公共投資の効果を議論するに当たっ

ても、在来虫色lの考え方はもはや通用しなくなった

といわざるをf辱ないのである。

もう一つ例を挙げると、消費の拡大を狙って、

所得減税をするか、あるいはマル優を撤廃すると

いうようなことが仮にfrわれたとする。 そうする

と確かに消費は拡大するかもしれない。 しかし、

その消費の大部分はサービス消費に向かうと思わ

れる。 たとえば、可処分所得が増えたから子供を

塾に行かせようかということになる。

そうすると、消費が拡大したからといって輸入

が増えるとは限らないことになる。 そういう意味

でも結局、ソフト化経済の一つの要因であるサー

ビス化の進展もまた、伝来型の経済学の常識が通

用する範囲を狭めていくといわざるを得ない。

また一万、次のようなこともある。今ここに年

収 500万円のサラリーマンがいたとする。 そのサ

ラリーマンは株式投資をやっていて、去年 1年 間

で l千万円の売買益を得たとする。そうすると、

その人の年間所得は 1,500万円になるわけだが、

実際に税務統計上捕捉される所得は、給与所得の

500万円だけである。つまり、その人の所得のうち

19 



’87予防時報151

の 1千万円分は、公式統計には捕捉されず地下に

埋もれてしまうことになる。

もともと日本では「九、六、四」（クロヨン）とい

う言葉があるように、税務統計では捕捉されない

地下に埋もれた所得が昔からあるにはあった。た

だし、「九、六、四」という言葉が象徴するように、

地下に埋もれる所得のパーセンテー ジは、ほぽ一

定値に決まっているわけである。 そうすると、国

民経済計算に現れる所得は実態を過少評価しては

いるものの、それでも対前年10%所得が増加した

とか、あるいは 5%減少したというようなことに

は意味がある。

ところが投機化経済の下では、地下に埋もれる

部分の比率が不確定なため、国民所得統計 （国民

経済計算）の意味を薄れさせるというか、公式統

計によって経済の実態をつかむことが難しくなる。

このように、一つは今の金融化経済を捕らえる

ためのパラダイムを我々はも っていないというこ

と、もう一つは、「国民経済計算」をはじめとする公

式統計を通じて見える現実経済の部分が、大変狭

まってきているというこつの理由によって、確信

をもって将来予測できることは、ほとんど皆無に

近いといわざるを得ない。

予測されるプリミティプな力の時代

マリリン ・モンローの再来のいわれるマド ンナ

が来日した。 日本においても大変な人気を博した

のだが、ある酒席で、彼女の色気の秘密は何かと

いうことが話題になった。 そこで到達した結論は、

マドンナの色気というのはプリミティブであると

いうことだった。つまり、彼女の色気は人工的に

作 られたものではなく、本物あるいは本格的であ

るということである。

そのことと関連して思い出すのは、今年の始め

に、浅田彰氏が『広告批評』に書いていたことで

ある。彼は、今のレトロブームは、ある意味で1930

年回帰であるという ふうにいっている。 それはど
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ういうことかというと、 「機能主義」あるいは 「ノf

ワーの時代」の再来である。その象徴として、彼

は野球の清原、ピアノのプーニン、テニスのべッ

カーを挙げている。いずれ劣らず本物あるいは本

格派というにふさわしい。

筆者は、これに色気のマドンナと、経済論壇の

大前研一氏を加えて本格派の 5人組としたい。大

前研一氏もまた、ど真ん中の直球を投げる本格派

の論客である。このような人たちの登場は、時代

の流れが、ここしばらくはびこったまがい物、 つ

まり力より技巧を重んずるという傾向とは逆の方

向を向き始めたことを象徴しているのだと思う°＇－

すなわち本物指向の時代が訪れたのではないか、

あるいはまもなく訪れようとしているのではない

か 、と筆者には思えてならないのである。

先桂来、ソフト化経済、あるいは投機化経済に

ついて述べてきたが、これもある意味ではまがい

物の世界だといえよう。 モノ作りだけが本物だと

いうつもりはないが、どうも80年代を振り返って

みると 、力よりも技巧が支配した時代ではなかっ

たかと思えてくる。 しかし、そうい ったものがそ

ろそろ飽きられ始めて、今人々は、「／てワー」ある

いは「本格的なもの」を密かに求めているのでは

なかろうかという気がする。

まもなく90年代に入るわけだが、 1980年代が仮

に20年代に大変よく似ているとすれば、恐らく90

年代は1930年代によく似た時代になるのではな戸｜

ろうか。 その意味でも 、90年代は恐らく本物指肋l

あるいは本格的なパワーが重んぜられる時代にな

るであろうと予測される。

ところで、そういう時代に、日本あるいは日本

人は、果たして世界の中でどのような地位を占め

得るのであろう か。 日本人は体力あるいは体格が

西欧人に劣るから、 スポ ツの世界でも陸上とか

水泳という本格的なスポーツ、つまり技巧が力に

勝てないよう なスポーツの世 界では、決して一流

選手を生んでいない。

日本人は大変技巧にたけているといえよう。「 日

本的経営」にしても一種の技巧の産物である。だ

とすれば、 90年代が日本人にと って決して有利な



時代ではないだろうと思えてならない。

もともと日本は資源が乏しく、しかも食事liiも自

給できないのだから、経済の側面におけるパワー

に欠けている。 日本がここまで経済大国にのし上

がったのはなぜかというと、それは企業経営、あ

るいは政府の経済政策等に大変な技巧が施されて

きたからだったわけである。 ところがそういう技

巧が通用しなくなる時代が90年代ではないかと思

う。 たとえば、アメリカの「包括通商法」案にみ

られるように、あるいは半導体摩擦、それからコ

コム違反問題等にみられるように、アメリカも情

、， け谷枚なく力ずくで日本に迫ってくる。 そうする

と、日本の企業も日本の政府ーもたじたじとならざ

るを得ない。 そういう意味で、 90年代の予兆とい

うものは、すでに随所に現れているといわざるを

得ない。

今こそ必要な理性の回復

経済予測に限らず、未来を予測するとき、我々

はしばしば流れの接線方向に未来を予見しがちで

ある。言い換えればリニアーな考え方にとらわれ

ている。 だがしかし、過去数十年間を振り返って

みても、そういう接線方向の将来展望、未来展望

というものが正鵠を得た試しはなかった。

たとえば、 1960年代の高度成長期を振り返って

みると、当時の 日本経済は年率10%成長をしてお

り、だれしもが進歩には限りがないと思 っていた

し、科学と技術の力によって 、今後10年 、あるい

は20年にわたって、年率10%の経済成長を持続で

きるであろうという展望をもっていた。 1972年に

出された田中元首相の日本列島改造論にしても 、

向こう 10年問、 日本の工業生産は年率10%で成長

するという展望のもとにプランされていた。

このように、その当時はリニアーな予測！という

ものに対してだれしも疑いの念を抱かなかった。

しかしその翌年の1973年には、予想もしなかった

石油危機が襲来して、今後10年 10%成長という展
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望は見事に崩れ去ったわけである。

石油危機の後になると、今度は日本経済の未来

に対してだれしもが暗い展望をもった。 しかしな

がら、日本経済はだれも予想しなかったほどの旺

盛な回復力を示したのである。 1979年の第二次オ

イルショックを経て、その後今日に至るまでの 8

年間、日本経済の軌跡、は極めて順調だ った。

そして今、将来を展望するに当たって 、この順

調な歩みを先に伸ばして、今後10余年問、世紀末

にかけて極めて明るい展望をもっ人が多い。 しかし、

このような被線方向に10年先を展望するという予

見が正鵠を得た試しはないという過去の経験から、

今筆者には、決して明るい展望に浸りさることは

できない。

だからといって、 我々は手をこまぬいてただ傍

観するだけではすまされない。 しかるべき何 らか

の処方を下し、未来を明るい方向ヘナビゲー トし

なければならない。 そのために、筆者は今こそ人

間の理性の力を発締すべき 時期だと考える。

1920年代から30年代にかけて、だれもが明るい

展望をもたなかったとき 、そこにジョ ン ・メイナ

ード ・ケインズが登場して、社会の深刻な状況を

改善するための一つの方策を提示したように、も

う一 人のケイ ンズの登場が、今切実に待たれてい

るのではなかろうか。

ケインズは、一言でいえば、市場経済の不完全

性を補うために政府が市場に介入することが必要

であり、いかに介入すればいいのかについて一つ

の斬新かつ具体的なメニューを与えたわけである

が、後にハイエ ック等の保守主義者によって、そ

れは 「理性の乱用」である、あるいは 「知的騎没」

であると非難されることになった。

80年代の保守化の時代においては、理性に対す

る信頼が大いに揺らいできたことは間違いない。

反理性の時代は、内外の諸条件の変化 に誘われて

そろそろ終局を迎えようとしている。理性の回復

を求めての棋索こそが、私たち知識人に課せられ

た重ー大な課題であると同時に、世上に桜うさまざま

な不安を払拭するための唯一の手段でもあるのだ。

（さわ たかみつ／京都大学経済研究所教段）
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「予兆と予測J
出席者

井川幸雄 東京慈恵会医科大学教授

石 弘之 朝日新聞社編集委員

竹内 啓 東京大学教授

司 会

根本順吉 気象研究家／本誌編集委員

とは予感していたのですが、今回機会を得て、化

学物質の汚染の問題がこの10年の聞にどう変化し

予言、予測、兆候、予知 ｜ たか、欧米の専門家を改めて取材してみました。

司会 きょうのテーマは予兆と予測ということで

すが、今非常に社会も自然も変わり自にきていま

して、いろんな予兆がでています。 そういうもの

を踏まえた上で、どういうことが予測されるのか

ということを、それぞれのお立場からお話しいた

だきたいと思います。

石さんは、最近「地球汚染」をお書きになって

おられます（昭和62年 6月25日から朝日新聞に 7

回連載）。 これを見ますと、これから起こるであ

ろうことが書かれているわけですね。 このなかの

将来を予測する場合の大事な問題について、最初

にご発言いただきたいと思います。

石 私は長い間環境問題を扱ってきましたが、環

境問題の原点というべき汚染をここ 10年ほど放

っておりました。この間にかなりの変化があるこ
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そうしたら公害とか環境問題そのものも様変わり

していますし、人間の対応も変わってきています。

いただいた資料のなかに「天気予報と凶作」と

いう野口弥吉先生が1954年に書かれたものがあり

ます。 このなかに、冷害がくるとイモチ病が発生

する。だけど最近は特効剤ともいうべきパラチオ

ン剤があって、散布すれば完全に近い防除ができ

ると書かれています。 このパラチオン剤が、その

20年後には禁止になるんですね。

パラチオン剤による自殺が相次ぎ、散布の際の

死亡事故が起こって禁止になったわけですが、野

口先生はそこまで予測されなかった。公害とか環

境汚染問題は、かつてはこのように、まず実態が

先行したわけです。

しかし今ではこういうことは少なくて、最初に

“予言”がくるんです。

一番典型的な例がフロンガスの問題です。 1974

年に、ある大変直感カの優れた学者が、このまま



フロンガスを使い続けると、成層圏にあるオゾン

層が破壊され紫外線の透過量が増えて皮膚ガンが

増加するといった問題が起こるんじゃないかと“予

言” したわけです。 それに対して多くの人が実際

に観測し始めると、ある程度“予測”が可能にな

って、これは大変だ、大分増えているぞという時

代が過ぎた。そしたら最近になって、南極とか北

極上空のオゾン層に穴が聞いているということが

人工衛星やゾンデの観測でわかったわけです。“兆

候”が現れてきたわけです。

現在何が行われているかというと、このままオ

ゾン層が破壊されると、近い将来に皮膚ガンの患

者が何人出るだろうかという“予知”の段階に入

っています。

ところが、これに反対する産業界には、フロ ン

ガスの話はまだ“予言”にすぎないと主張する人

もいて、立場によってかなり感じが違うという気

がします。

閉じことが二酸化炭素でもいわれていまして、

二酸化炭素の害が今でているわけではないんです

が、このまま増え続けると地球が温暖化して、恐

らく北極圏南極圏の氷が溶け出して世界中が水害

になって低い海岸地帯は水没するだろうという話

があります。 これはまだ“予言” から“予測”の

段階の話です。

司会 有り難うございました。今のお話でどうで

しょうカ＞ ? 

竹内 いろんな本を読んでもよくわからないんで

すが、二酸化炭素が増えたら地球は暖かくなるの

か寒くなるのか、いろんな説があるようですね。

大体温暖化のほうが有力みたいですけれども、 一

説には氷河期になるんだという話もありますし、

そうするとその場合、“予兆”があっても“予知”

の方向は逆方向があるような気がするんですね。

経済のほうではそういうことが非常に多くて、

たとえばドルがどんどん安くなって、これはおか

しいということはみんな思っているわけです。世

界経済がどこか狂っているということの、いわば

“兆候”がよくでているわけです。 しかし、これ

が何を意味するかということになると、経済学者
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の説は紛々でよくわからなくなるんです。

ですから先ほどのお話のように、“予言”があ

って“予測”があって、“兆候”が出てきて、そ

れからはっきり“予知”できるような形になると

いうような場合もあると思うんですが、兆候が先

にでちゃって、それが何を意味するかよくわから

ないということもあるような気がするんです。

難しい人口予測

石 よくわからないという点では、いい例が人口

ですね。この11日（1987年 7月）が「世界50億人の

日」と国連が設定しましたが、 1970年代に2000年

の世界の人口予測したのがあるんです。 75億人と

か、いやそれ以上だという数字もあったんです。

今の国連統計だと61億人になります。

竹内 毎年続けて出している統計数字そのものが

一定方向にバイヤスがあるので、私は世界の人口

は億のオーダーでf蓋しいと思っているんです。

石 今は、多くの統計学者が、誤差はせいぜい 1

千万台だといっているんですがね。

竹内 そうは思えないですね。 というのは、アメ

リカの人口統計を見ても、 1975年の人口センサス

の誤差が大体8%あったというんですね。 8%と

いうのは 1千何百万ですね。 その次の年はもう少

し誤差が少なかったんですが、大体 1千万のオー

ダーで誤差があるんです、アメリカでも。ほかに

相当怪しげな国がたくさ んありますからね。

石 それはありますね。

竹内 それはともかくとして、アフリカを除いて

開発途上国の人口増加に急激にプレーキがかかり

ましたね。中園、南米、それから東南アジアもか

なり j成っています。

司会 中国で減ったというのも、私は非常に疑問

だと思います。奥地へ行くと、子供をたくさん見

掛けるからです。うまく いってるのは山東半島と
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江蘇省とかぐらいでしょう。

竹内 「ひとり つ子」 政策が徹底して、プレーキ

がかかり過ぎたところとそうじゃないところとあ

って、全体としてほどほどなんですね。

司会 イスラム圏はどうなんですか。

竹内 イスラム圏は基礎数字が非常に当てになら

ない。 イン ドはある程度減ってきましたね。アフ

リカだけがまだ伸びています。 しかし、世界的に

みると 、私はかなりプレーキがかかっていると思

います。最近朝日新聞にでていましたが、ヨーロ

ッパはプレーキがかかり過ぎて困ってるんですね。

増加し過ぎるからと抑制政策をとると、逆に出

生率が下がり過ぎたりして、人口の予測というの

は、結構難しいんですね。

ホモ、乱婚がエイズの予兆だった

司会 病気のほうからいうとどういうことがあり

ますか。今エイズをはじめいろんな問題があると

思いますけれども。

井川 日本人の寿命が伸びたといわれますが、本

当の意味では伸びているわけではない。子供や若

者の死ぬのが減ったということで、平均的には寿

命が伸びましたが、決して長生きの人が多くなっ

ているわけではないんですね。

竹内 長生きというのはどのへんを限界としてお

考えですか。 たとえば、今80幾つが人間の自然的

限界とかいわれますね。

井川 そうです。 そういう限界は伸 びていないと

いうことですね。

昔に比べると非業の死を遂げなくなった。明治

とか大正ですと平均30何歳とか40何歳とかいって

たんですから、いかに若死が多かったかというこ

とですね。

竹内 結局、乳児死亡が減って、若い人の結核が

なくなって・・・・・・。
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石 アメリカではエイズが入ってきて、 20代30代

の死亡原因のトップに踊りでたために、かなり死

亡パターンが変わってきたみたいですね。

井川 だれも予測しなかったですね。エイズがこ

んなにはやるなんて、思いもしなかったですよ。

竹内 あれは、それこそ全然事前に兆候もなかっ

たですね。アフリカでは増えているんですか。

井川 実態はよくわからないんですが、増えてい

るんですよ。

石 増えていますね。 アトランダムの血液検査で

は、国によっては10%、多いところでは15%だそ

うです。

竹内 前からあったんですか、エイスは。

弁川 前には検査方法がなかったからわからなか

ったんです。

石 実際にアフリカではやりだしたのは1980年ご

ろからですね。もともとエイズはザイールの田舎

の局限された地方病だったんです。 それが飢餓に

よってみんな都市に流れ込んで、セックスの非常e

に緩やかなお国柄ですから、 パッと広ま ったわけ

です。それがまたアメリカではホモという特殊な

グループに入ってしまったということです。

竹内 昔から梅毒なんか、ずいぶんパッと世界中

に広まりましたね。

井川 梅毒は異性間でもどんどん伝染するんです

が、エイズの場合は女性から男性へは伝染しにく

いといわれているんですね。

石 だけどアフリカのエイズ患者は、男性と女性

と50%、50%ですよ。

井川 しかし感染経路がどうかというと、 50%、

50%じゃないわけですよ。今度の学会でも、ギャ

ロというエイズの専門家は、女性から男性へは伝

染しにくいといっているんです。

ですから、梅毒は男性が遊びに行って、女性か

ら感染するということがありますが、エイズは乱

婚がベースになければこれほどは広がらない。

石 それは社会現象としての”予兆”があったわ

けですね。ホモがこれだけまんえんするとか、 セ

ックスがこれだけ自由になるということがなけれ

ば、エイズは広がらないわけですからね。
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最大の環境問題は森林破壊

司会 話をちょっと変えまして、先ほど竹内さん

がおっしゃ った二酸化炭素の問題ですが、 二酸化

炭素が増えると気温が上がるというのはだれも異

論がないんです。 tがる程度については違います

けーオ1と、も。

下がるというのは別なファクターで、それはア

ンプレラ効果といいまして、大気中に火山灰とか

いろいろな物質が浮遊して、太陽熱を遮るからな

のです。

竹内 なるほど。純粋に二酸化炭素だけだと温室

効果しかないということですね。

石 1昆度を上げる要素にも 、二酸化炭素以外にい

ろいろあるわけです。たとえば、さっきのフロン

ガスというのは二酸化炭素の50倍も狙暖化効果が

高いわけです。我々はいろんな化学物質を成層圏

まで上げていますから、もっと温暖化が早まるん

じゃないかという見方もあります。

司会 司会者があまりしゃべっちゃいけないんだ

けれども 、80年代というのは地球の気象は大変な

時代にきているんです。

地球の温度が上がっているか下がっているか、

氷河期がくるかそれともすごく暑くなるか、両方
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議論があるんですけれども、これは非常に難しい

ことなんです。 というのは、上がっているか下が

っているかというのには 昔と比べなければなら

ない。 だけど昔は観測j記録がないわけですね。 そ

れから、広い海の上は観測点があってもまばらで

すし、大部分が推定です。 また、大気の下のほう

で温度が上がっても、上で下がっていればプラス ・

マイナス 0で大気全体としては上がっていないと

か、難しい問題が多いわけです。

しかし最近、古気候学というのが非常に進歩し

まして、アメリカ でやって もドイ ツでやっても、

あるいはイギリ スでやって も全部同じようなカー

ブが出てきたわけです。それによると、過去 400

年 ぐらいのうちの白高の混度の年が1980年、81年、

83年と現れているんです。82年はどうかというと、

いわゆる スーパー ・エル・ニーニョの年で、世界

の海洋面積の10分の lの温度が大体 1度から2度

上がっちゃ ったんです。 それで82年は二酸化炭素

が横ぱいになって、83年になったら、またパーツ

と上がっち ゃったんです。

このようにあんまり混度が高いものですから、

これは気象の一世界では大変なことであって、 あち

こちで国際会識が聞かれて、一体どうしたんだろ

うかと議論されました。そして一番疑われたのが、

二酸化炭素や、今、石さんがいわれたフロンとか

チッソ酸化物とかメタンとか、そういうものによ

る温室効果です。

井川 二酸化炭素が；補えるというのは、石油など

を燃やすからですか。

司会 増えている二酸化炭素のC14を測定してみ

ると、化石燃料のように古いものだけではないら

しいんです。

石 過 去30年で世界の森林が半分になったんです

よ。つまり世界の森林がものすごい勢いで消えて

いるということ ですね。森林というのは、 三つの

意味で二回変化炭素をっく りやすいわけです。一つ

は、そのまま燃やすと当然、二酸化炭素になるとい

うことです。 それから、森林の減った分、二階化

炭素を固定する能力が減るわけですから、これも

増やす方向に働くわけです。 もう一つは、地面の
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中に森林のもっている炭素の量より膨大は量が入

っているんです。それは恨っこ、有機物、微生物、

カビ、小さな昆虫などですが、木がなくなること

によって一斉に太陽にさらされて、分解され、二

酸化炭素になる。

ですから今最大の問題は焼畑なんです。世界の

森林面積の減る原因の 7割ぐらいが焼畑です。

井川 焼畑だとすると、日本はあまり責任がない

（笑）。

石 ですけれども、一方ではやはり石油を使って

いますからね。石油起源も決して無視できない。

森林からの二酸化炭素の寄与と化石燃料の寄与の

割合というのはいろいろ説がありまして、半々だ

という人もいれば、まだ石油石炭のほうが 7割あ

るという人もいます。今はまだ議論百出の段階で

すけれども、今まで我々が考えていた以上に森林

破壊の影響が大きいという議論が盛んになってき

たわけです。

気象の変化はフリップフロップ

司会 今年は雨が降らないで大騒ぎしていますけ

れども、雨が降らないのがトレンドとして起こっ

ているんですね。 日本は60年代の後半からどんど

ん少なくなっているんです。 そして、 84年という

のは大変な年で、皆さん気づかないけれども、東

京の年雨量は 880ミリなんです。

竹内 そんなに少なかったんですか。

司会 1,000ミリを切ったのは初めてなんです。普

通は 1,460ミリですね。北海道でも 1.000ミリ強

だったところが 600ミリになっちゃったんです。

それで、こういうトレンドカfアフリカとまった

く閉じなんです。アフリカも60年代からだんだん

減ってきて、 83年、 84年と今世紀最大の干ばつに

なっちゃった。原因はサハラの上にある亜熱帯高

気圧が南に下がったからですが、北海道の場合も
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閉じで、北から高気圧が下りてきてその圏内に入

ったために、 低気圧を寄せつけず雨を降らせられ

ない。

竹内先生は統計がご専門だから申しますが、気

候の状態というのが今までと変わってきたんで‘す。

どう変わってきたかというと、条件によって、あ

る所の気候が 2つあるということがわかってきた

んです。たとえば、エル ・ニーニョの年はぺルー

のアンデス山脈の西側で、半年間にし600ミリ雨

が降ったんです。ところが、そこは元々半年間で

7ミリぐらいしか降らないところなんです。 250倍

です。そうすると、これは同一モデルの現象とは

考えられない。つまり海流の水温が高いときには

雨が降るけれども、降らないときには砂漠になる。

と。つちかなんです。ですから変化がフリップフロ

ップなんです。

82年はスーパー ・エル ・ニーニョといわれるく

らい水温が上がっちゃったんですけれども、その

くらい大規模になりますと世界中に影響を及ぼす

ので、オーストラリアとか東南アジアとかで干ば

つが起こるわけです。逆に、そういうところで起

こった異常気象から、過去におけるスーパー ・エ

ル・ニーニョの年が推定できるわけです。16世紀

ごろから年代を調べてみると、スーパーといわれ

るものでも、なんと20年に 1回起こっているんで

す。そうすると、これは異常でもなんでもない、

当たり前のことなんです。

竹内 それは大体規則的にですか。
ー
」

司会 ええ、大体。

竹内 江戸時代に飢縫がかなり周期的にありまし

たね。 ああいうのは、やっぱりそういう影響です

カ3オ3。

司会 そうかもしれませんね。過去に氷河期、間

氷期があったでしょう。あれもどうもそうらしい

んです。

竹内 なるほど、順にくるんじゃなくて。

司会 非常に短期間に変わっちゃうんです。東京

で 880ミリしか雨が降らないというのは、今ま で

の平均値からの偏りではないんです。

竹内 1,400ぐらいのものが1,200、1,000、800と
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いうふうになるのではなくて、 1,300から1,500ぐ

らいの聞を動くのと、 800ぐらいしかない年と、 2

つのタイプがあるわけですね。

司会 ええ、どうもそういう見方になってきてい

るようです。

技術の進歩と裏腹な開発途上国の人口爆発

石 井川先生にちょっとお伺いしたいんですが、

開発途上国における人口爆発ですね。本来なら、日

本の江戸時代と、同じように扶養限界にきちゃっ

て、もうこれ以上食わせられないのに、先進国の

援助が入ってくる。これはやっぱり医学とか DD 

Tとか技術の進歩と裏腹の関係にあるような気が

するんですけれどもね。 アフリカに行くと、率直

にいって非常にそれを感じますね。

弁川 つまりなんていいますか、医学がせっせと

やってきたことは、感染症などで昔なら死んでし

まう人を生きられるようにしたということですね。

さらにいうと、遮二無二生かされているという面

が今の先進国の医療にはありますね。だから自然

淘汰には逆らっているともいえます。

しかし発展途上国の場合は、医学以前の問題じ

ゃないでしょうか。餓死するかしないかという問
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題だから、薬の話でもないような気がするんです

がね。

石 ところがそうじゃなくて、アフリカのどんな

片田舎に行ってもペニシリンは買えますよ。かな

りのところまで医者も入っています。

井川 ですから感染症なんかは治すでしょうが、

しかし基本的にある栄養失調とかは医学では救え

ないですよね。

竹内 ただ19世紀にヨーロッパでもどんどん死亡

率が下がって人口が増えたんですけれども、ああ

いうのを見ますと、病気を治すレベルの医学じゃ

ないんですね。いわゆる公衆衛生というレベルで

すね。アフリカあたりでもそういう公衆衛生とい

うベーシックなところがかなり進んでいるんじゃ

ないですか。

井川 それは大いにありますね。

石 そういう意味で一番効果があったのは DDT  

ですね。DD Tでアフ リカ人の寿命が10年伸びた

といっています。つまり、伝染病を運ぶ昆虫類が

かなり抹殺されたわけですからね。

公衆衛生は、私はアフリカではあまり進んでい

るとは思いませんが、予防注射はかなり田舎まで

浸透しています。 これは伝染病の予防には効いた

と思います。天然痘の撲滅も結局予防接種ですね。

井川 天然痘を撲滅したので、じやその次という

ので黄熱病に挑戦したわけですが、失敗したんで

す。国連は黄熱病の撲滅はできない。なぜならば、

あれは蚊が媒介しますから。 アフリカで蚊を全 部

なくすということが、現実にはできなかったんで

すね。

竹内 赤痢とか疫痢の下痢とか、消化器系の感染

症はどうですか。

石 今でも死亡率のトップは下痢ですね。下痢は

60何種類あるんだそうですけれども、下痢にも栄

養失調の二次的にくるものもあるでしょうし、赤

痢疫痢もあるでしょうし、いろんなものが混在し

ているんだと思います。

ですから、公衆衛生の遅れを薬で補 っていると

いう感じです。

竹内 病気はかなりあっても、死ぬことは少なく
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なったわけですね。

石 援助という名のもとに、食糧と共に膨大な医

薬品が送られたわけです。ですからアフリカで医

者に行くと、すぐ高価な抗生物質を飲ませたり打

ったりするわけですね。

竹内 一時の日本みたいですね。

井川 薬が余っちゃってるから、どんどん送る。

そのほうが楽なわけですね。

リニア思考ではできない経済予測

司会 竹内先生のご専門の経済の面で、 21世紀は

どうなるかを予測することは非常に難しいと思い

ますが、非常に大雑把にはこうなるだろうという

ことはいえるんですか。

竹内 大雑把なら、決定的なことはある程度ある

わけです。人口とか工業生産についてとか。世界

中の工業生産のある部分はもう限界にきて、たと

えば鉄鋼などはもう伸びない、これ以上増やして

も使うところはないじゃないかという話はありま

すね。

しかし、社会のなかで経済システムがどう動く

かということは難しいです。経済の場合は、権威

をもった人や政府が予測したりすると、それに見

合ってみんなが行動して、そのために予測が初め

から外れちゃったり、逆に初めから実現してしま

ったりすることがよくあるんですね。 こういう人

人の行動を考慮、にいれますと、経済の動きは非常

に不規則になるんですね。

経済では、人々は合理的に期待して平均的には

正確に行動する、したがって政府の政策なんかも

こういうことを考慮してやっていけば規則的に経

済は動く、という説があったんです。 だけど夜、は、

それは嘘だと恩うんです。 人々はやっぱりそんな

に合理的には行動しない。 しかも必ず予想外のこ

とが起こる。 たとえば、大噴火があって世界中の
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農産物が凶作になったらと考えてもいいし、ある

いは超豊作になって大暴落したでもいいんですが、

そういうことが起こるかもしれない。また、オイル

ショックだって、あんなに急に値段を釣り上げる

ってことは誰も予測しませんから、そういうこと

があったうえ、しかも人々が予測の下に行動しま

すと、相当不安定になって、さっきのお話のフリ

ップフロップ型になるんじゃないかと思うんです。

それからもう一つは、私は情報化がある意味で

は不安定性を増しているんじゃないかと思います。

近ごろのように世界中の経済情勢がすぐ伝わりま

すと、たとえば為替相場なんていうのは、 1分前

のニューヨークの相場は幾らなんていうのがすぐ

入ってきて、それで行動しますから、かえって非

常に不安定になっているような気がするんです。

そういうものを採り入れたダイナミックな経済

理論はないですから、なかなか予測は難しいと思

います。どうも基本的に、そういう不安定な場で

は、フリップフロップとか、いわゆるカオスとか

が起こって、リニア ・システムのように滑らかな

変化が見られなくなる。理論的なフレームワーク

としてリニア・システムで考えているのが一番い

けないのじゃないかという気がしているんです。

石 人聞の行動をフィードパックさせるには、予

測なしにはできないわけですね。たとえば今、と

くに西ドイツ が毎年 150万人ずつ人口が減ってい

るのをはじめ、ヨーロッパ、アメリ力、ソ連を中 ｜

心に出生率が下がっています。 これは人口増加はー

悪だという情報が広がって、つまり西ドイツに膨

大な核兵器が配備されていて、いつ戦争が起こる

かわからない、またチェルノブイリみたいなこと

があったら危ない、そんな時代に子供をつくるな

んて無責任だという一つの将来予測にたって、み

んな子供をつくるのをやめちゃうわけでしょう。 人

口が減るというのは、全土也王求的にみてそれはそれ

で結構なフィードパックだといえるでしょうが。

いずれにしても、予測というのは常に外れるこ

とを宿命づけられている、また外れないと予測を

やる意味がないというところがあるわけです。

竹内 まあそれが結構であるかどうかというのは
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問題であると思うんですがね （笑）。

やっぱり社会が極端に老齢化するのは、ヨーロ

ッパだけでなく世界的にもまずいんじゃないかと

思いますけれども。だからヨーロ ッパにはもう少

し増加傾向があったほうがいいし、逆にアフリカ

はもう少し人口を減らすフィードパックがかかっ

ていいと思、います。

難しい災害予測の公表

井川 予測と予兆という話にふさわしいかどうか

は別にして、昔は、男の子か女の子か生まれてく

るまでわからなかったですよね。今は非常に早く

わかります。

石 日本でも判別を受ける人は多いんですか。

井川 受ける人は多いんですが、今のところ医者

はいわないことになっているんです。

今は羊水穿刺じゃなくて超音波でわかるんです

ね。 5か月たてば、おチンチンが超音波画像で見

えます。本来は頭の大きさ、特に病的なものを調

べた り、数を調べるために超音波検診をするんで

すが、それが進めばもっと早く形態的にキャッチ

できるよう になります。

竹内 多胎児であることもいわないんですか。
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井川 いや、それはもちろんいいます。

石 これも予知というんですかね。

竹内 事実として確定しているわけですから。

井川 わからないのが無知なんです （笑）。

竹内 もう確定している事実ですからね。まだ受

胎していないのを予測するのは予知でしょうけれ

ど？も。

石 その受胎でも、男女の生み分けがかなりでき

るようになった。 しかし、あんまり先がわかると

いう時代は不幸かもしれませんね、逆にいうと。

弁川 そういう感じがしないでもないですね。

竹内 個人レベルになったらそりゃそうですよ。

自分がとういう形でいつ死ぬかということは予知

できないほうがし3い。

井川 それは今なかなか死ねなくなってきていま

すからね。わからないと思いますよ。フ リップフ

ロップですよ（笑）。

石 先生の奥さんが密かに、医療費が高いのでこ

れ以とは勘弁してください、呼吸器を外してくだ

さいといったときに、フリップフロップがくるん

じゃないですか （笑）。

竹内 ですから、そういうことが起こっても構わ

んと思いますが、それを事前にわかるというのは

嬉しくないですよね、という気がする。

石 ガンの告知なんかはどうですか。あなたはよ

くてせいぜい l年ですよ 、なんて。

竹内 アメリカでははっきりいいますよね。

石 日本でも以前よりはいうようになりましたね。

井川 うん、いうみたいですね。でもまだいわな

いほうが多いですね。

竹内 手術してわりあい治る可能性の高いと きに

いうことが多いんじゃないですか。

石 ぼくのいっているのは末期ガンの告知です。

もうあなたはダメですよと。だからやりたいこと

があればやっておきなさいということですね。あ

れはいうほうがいいのか いわないほうがいいの

か、よ くわからないですね。

井川 i立言状とか何とか、後始末のためには知っ

ていたほうがいい菌がありますね。

竹内 友人がガンで亡くなったんですが、全然知
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らなかったみたいでした。しかしそばで見ている

と、どっちがいいかわからないですね。妙に楽観

的に思っていたりすると、なんとなく黙っていて

いいのかなという気もするし。逆にそんなこと知

らせたら、本人は参っちゃうだろうなと思うこと

もありますしね。困りますね。そういう意味では

社会的災害も知っているほうがいいのか、知らな

いほうがいいのかという問題もあるような気がす

るんですが。

石 東海大地震がはっきりくるとわかつてですね、

たとえば 1年後にきますといった場合にどうしま

すかね。危険地帯の人は逃げますかね。多くの人

は辺昼げないんじゃないかしら。

竹内 何月何回とわかれば、その日だけ逃げます

よ。ただ一番困るのは、後 1年以内にくることは

確実だが、どの日だかわからないといわれたら困

りますね。

石 そういう予測しかできないでしょう、地震の

場合には。

司 会 できないですね、今は。

竹内 だったら知らないほうがいいと思いますよ。

この 1年間に起こる確率は50%ですといわれたっ

て困りますよ。 1年間逃げちゃったら、全然生活

が成り立たないし。

司会 ただ個人で知ってもどうにもならないけれ

ども、国家の機関とかそういうところは・・・・・・。

竹内 そういうところはいろいろ対策を盤えてお

けますからね。個人には知らさずにできればいい

ですね。

石 それは無理でしょうね。

井川 寄らしむべし、知らしむべからず。

竹内 民主主義の原目ljに反しちゃいますね。しか

し、個人としては困るけれども、社会としては知

っていたほうがいいということはあるんですね。

司会 原子力発電所で事故が起こったとき、どれ

だけ薬を用意するかということは、どこでもやっ

てあるようですね。

竹内 それはこっそり黙っているわけでしょう。

司会 そのようです。

竹内 それいっちゃったら大変ですよね。
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人間だけがもっている能力を今こぞ発揮するとき

司会 21世紀に向けて一体どういうことが考えら

れるのか、それをいうこともまた非常に難しいと

思うんですが、最後に一言ずつ、うんと広い立場

でお話しいただきたいと恩います。

井川 どうもやっぱり人間というのはあんまり利

口じゃないんだろうと思います。病気もなくなり

そうもありませんし・・

人間というのは、人間の身体自身に不合理なも

のが内蔵されているような気がするんですね。た

とえば、免疫力というのはたしかに我々を外から

守ってくれているわけです。免疫がなくなるとエ

イズになってしまいますから重要な防衛力ですが、

逆に軍隊があるお陰でその国がおかしくなっちゃ

うということもあって、免疫の過剰によって賢臓

の疾患とかアレルギーが起こるということもあり

ます。

だからどうも世の中そううまくはいかないだろ

うという感じはします。良いことがあれば、裏は

必ず悪いとか。

竹内 私が考えるのは、民族国家単位の政治シス

テムというのは、どうも経済社会とかその他の面

で非常に矛盾が激しくなって、結局今の民族主権

国家という単位の理論でやっていったら、 21世紀

はどうしようもなくなるだろうという気がするん

ですね。

それは二つの点がありまして、一つは先進国の

経済がひどく国際化して世界化して、お金が自由

自在に動いている。 したがって、一つの国で経済

政策をやっても、他の国にお金が逃げちゃうとど

うしようもなくなって、なかなか経済政策の効果

が挙げられないということが起こっているわけで

す。 そういう意味では経済が非常にグローパル化

しているということがあります。

一方では、開発途上国というのは、まだ民族国家
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て、おそらく夢物語でしょう。

子孫のためにこの地球環境をどうするかという

ことに対して、私たちはこれまでにないくらい予

言予知能力を、今持っていると思うんですね。と

ころが自分たちの都合によって、予知をやったり

忘れたりするわけですね。 たとえば、素晴らしい

超電導物質が発見されたというと、それがどんな

害惑を流すかもしれないということは頭から忘れ

て、それ行けやれ行けとめちゃくちゃ使いまくる

わけですね。半導体でも、危険性を省みずありと

あらゆる物質をぶちこれでつくる。Pc Bも、こ

れは燃えない油だ、夢に見た物質だといって、じ

ゃんじゃん使いまくって地球上を汚染してしまう。

ちょ っと都合が悪くなると、今度は予測だと、た

とえば今世紀内にエイズに 1億人がかかるんだな

線
本
願
士
ロ
氏

というものをつくるまでに社会が成熟していなく

て部族単位みたいなところがあるのに、無理矢理

かつての植民地のあとで国家らしきものができて、

9
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んてでてくるんですね。

あまりにもご都合主義すぎやしませんかという

非常に矛盾があって、たまたま権力者になった人

たちが勝手なことをやっているということがある

印象が強いですね。せっかく人間だけがもってい

る能力を、今とそ賢明に働かせなくては困るなと

いう気がいたします。

司会 私がちょっといいたいことは、我々は現在

のトレンドをそのまま伸ばしたがるんですが、ど

うもそうではなくて大揺れの時代にきているよう

わけです。

こういう経済と政治との歪み、矛盾みたいなも

のが一体どこにいくんだろうということが、一番

私は疑問に思っています。そういう意味であんま

り楽観的なこともいえないという気がします。 た

ぶん混乱や変動はかなりあるだろうという気はし

に、自然の上からは考えられるので、現在温度が

上がっているからもう氷河時代はおしまいだとい

ていますね。

うことでなくて、気象変化のスケールを考えても

のを見なければいけない。 そうしないと将来のこ

とはどうも見通しがつかないように、私は自然現

たいした混乱なしに近代社会から次の世代にも

っていくにはどうしたらいいかということを、本

気で考えなければいけないんですけれども、なか

なかいい案が簡単にでてくるとは思えません。

象を見ているものとして感じているところです。人間が生きていくためには地球上のこの環境石

どうも今日は長時間有り難うございました。しかないわけですね。宇宙植民地なんていったっ

寄贈図書のご紹介 次の各図書の寄贈を受けましたので、ご紹介8せていただきます。

自然環境へのいざない一一自然地理学入門

丘書房発行

地球に何がおきているか

一一異常気象いよいよ本番

恨本JI頂吉著 筑摩書房発行

手・高山茂美編著

A5判 342ページ 3' 100円

自然とつ会あう 実りある環境教育のために

明治図書発行

荒巻

950円239ページB 6 tlJ 

伊藤和明著

1,200円
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居眠O運範と事故
大塚博保

自然の力には逆らえない

我々人間は、飢、渇が満たされ、附II民、排（！止の

要求が満たされないと人間ではなくなって しまう。

いずれの要求も、基本的要求としておろそかにで

きない。このうちH垂II民についてみると、もし 1日

8時間の睡眠をとれば、人生60年としても、その

うち20年も寝て暮らしていることになる。 とはい

うものの、睡眠20年は不可欠であり、それが満た

されなければ睡魔と称する悪魔が現れ、人間を脅

かすことになる。 もし、睡魔なるものが生命にか

かわる作業の遂行中に襲ってきたとすれば、その

闘いはすさまじいものとなり、時に利あらず旗色

わるく討死と相成ることもある。

自動車の連転という、自己ないし他者の生命に

直接かかわりを持つ危険作業中に時魔に狙われ、

ついにその支配に刷した運転者の居llKリ逆転事欣

32 

の記録 ・実態を示し、日常の生活管理、労務管理

の大切なこと、自己行動統御の必要なことについ

て述べてみる。

紹介する居版リ運転事故の実態は、昭和56年を

中心に、東京、大阪、福岡なと23都府県において

採取した事故第 1当事者が生存している居眠り運

転によ って発生した交通事故事例 121件について

分析を加えた結果によるものである。

なお、ここでは居眠り運転事故の特徴を描き出

すため、事故事例の紹介とともに、事故採取期間

に対応する昭和56年中の全国交通事故 485,578 f牛

を一般事故の実態とし、それと比較、対比させた。

2 居眠り運転による事故事例

居眠り運転によって発生した事故の事例を2、3

紹介してみる。

直亙E 超人的な連続長時間運転

a 事故のあらまし

運送会社の運転手（男26歳）が、大型トラックを

運転し、時速4Qkmで進行中、前日からの時眠不足

で居眠りし、国道の直線部分で午前 2時半ごろ、

赤信号で停止しようとしていた普通乗用単に追突、

さらに玉突きで 4台に追突し、 1人を死亡させ、

6人を負傷させた。

b 事故に至るまでの状況



事故前々日の初夏のある日、広島営業所で昼過

ぎから夕方までトラックに溶鉱炉部品の柏ii哉、出

発待機、夕食、午後10時から仮眠。事故前日午前

2時過ぎ栃木に向かう。途中岡山 ・大阪で積術、

荷卸。国道 2号 ・1号 ・4号 を経て埼玉に入り、

午後10時カップうどんを食べジユースを飲む。 こ

の日 初めての食事、休想。大阪からここまで休み

なし、飲まず食わずであった。わずか 5分間の休

憩後再び運転。事故当日午前 2時に栃木に入り、

おにぎりを求め食べながら運転。眠気を感じ、事

故地点約 1.5 km手前でうつらうつらし始め、衝突

して初めて気がついた。

c 居UKり事故を起こした運転者のまどろみの説明

事故を起こした所から約 5km手前で、服くなり始

めました。かなり眠気を催し、目がしぶくなり、

頭がもうろうとしてきましたので、この先で休め

る所があったら休んでいこうと思い、注意しなが

ら運転を続けました。

事故を起こした 1kmぐらい手前では、いよいよ

眠気がひどくなり、く っと吸い込まれるような

状態になり、ハッとして我に返り、意識を取り戻

したりして運転をしました。

うつらうつらとまとろみながら運転を続けまし

た。 ガードレールや縁石がぼやけて二重になった

りするほどH民くなりました。

左側の縁石やガ ドレ ルにぶつけないように

運転するのが精一杯で走って行き・・・、 「ドン」と

いう音と衝撃を感じ、「ハツ」と思って自を開け前

を見たところ、前の車と衝突しており ・・・

私としては、目が覚めたばかりのことで、 ブレ

ーキを踏む間もなく、追突してしまい・

直互ヨ 子供の夜泣きで主婦が

a 事故のあらまし

28歳の主婦が、 5月のある日経四輪貨物事を運

転し、時速約45kmで進行中、前夜、 子供の夜泣き

のため時眠不足で居眠り状態となり、道路左側に

駐車中のダンプカーに衝突、同乗者 1人を死亡さ

せ、 1人を負傷させた。

b 事故に至るまでの状況

事故前日は午後11時30分ごろ床に入った。深夜
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に生後 7か月の長男の夜泣きで 2度も起こされ、

あやす。時｜｜民不足のまま、いつものように午前 6

時ごろ起きた。

朝の炊事、食事、長女のバス停への送り、洗濯

の後、午前10時30分ごろ義母と長男を軽四輪に乗

せ近くの銀行に行く。銀行に着いてから印鑑忘れ

に気付き、向宅に戻り、午前10時50分印鑑を持ち

再び車で銀行ヘ向かう。途中限くなる。 見ると助

手席の義母も蹴っており、さらに版くなって一瞬

居II民りをしてしまい、午前11時13分、衝突して目

が党めた。

直亙ヨ 月遅れのお盆で墓参の帰途

a 事 i炊のあらまし

店員（男45歳）が、ライトパンを運転し国道を時

速約50kmで進行中、 一瞬居眠り運転。緩い右カー

ブで中心線を越えて右側部分を暴走、弁j向卓と正

面衝突。 双方の同乗者 7人を負傷させた。

b 事 1＇＆に去るまでの状況

3目前に，；l越したばかりで、後片付けやら雑用

がたくさんあり、就寝時刻は遅くなっていた。事

故前夜もj!王くまで起きており、事故当日の午前 0

時をすぎてから床についた。 日帰り予定で月遅れ

のお盆の帰省、 ！，，＇［， 参のため朝 6時に起床。床につ

いていた時間は 5時間半。

身仕度をして、午前 7時ごろ自宅 （東京の東 部

地区）を出発し、安と長女を乗せ 3人で茨城の実

家に向かう。 かなり混雑していて、正午ごろ実家

に到着。

墓参、親戚回りなどでかなりの時聞がかかる。

また、佼遅いほうが道路の渋滞も少ないと考え、

午後10時ごろ実家を出発、帰路につく。 しばらく

走リ、茨城 ・崎 Ii県境付近ーまできたところ、眠気

を感じる。 いつの聞にか居眠りして右側部分に入

ってしまい、午後11時 5分、対向車に衝突して初

めて目が党めた。

3 居眠り運転事故の特異性

1) 居眠り事故は単独、正面衝突、追突

居眠り運転による事故は 、単独事故か、車対車

33 
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事故であれば正面衝突か追突、そして人対車事故

となれば路側通行中の人への衝突という のが特徴

のようである。

居眠り運転事故は、車対車、単独の事故類型で

ほとんどが占められている。表 1- 1は、本調査事

例を一般事故（前述の昭和56年中全国事故485,578

件）と比較したもので、これによると 、一般事故

と同様車対車の類型が多いが、居眠り運転事故に

は単独事故が異常に多く、人対車は少ない。

表 lー l 居眠り事故と一般事故の
事故類型の比較

目居眠リ事故｜ 一般事故

事対車 I 61.J I 75.6 
単独 1 33. J I s. 7 

人対車 I s.8 I 18. 7 

事例数 I 121件 I 485.578件

注）数字はそれぞれの事例数を母数とし

たときの居眠り事故、一般事故の各

項目に対する摘成率%で縦の合計は

いずれもJOO。以下同じ。

(I) 車対車事故は正面衝突と追突のみ

車対車事故の場合、一般事故が出合頭、右左折

時衝突によってその多くが占められているのに対

し、居眠り運転事故の車対車事故は、正面衝突と

追突のみである。

表 1- 2にみるように、本調査事例では、半数

の50%が正面衝突、残り半数のうち、 37.8%が停

車中の車両へ、そしてあと 12.2%が進行中の車両

への追突となっている。一般事故では、正面衝突、

追突の両類型で34.2%であるのに対し、居眠り事故

では 100%ときわめて特異なものとなっている。

表 1-2 居眠り事故の事故類型車対車事敏の内容

ll！対車事故の内容 居H民リIf＞故 一般事故

正 面 衝 ヲt~ 50.0 8.0 

追突 i亭.ij!中卓両 37 .8 21. 2 

追突進行中車両 12. 2 5.0 

出合頭、右左折衝突等 65.8 

事例数 74（牛 366.944（牛

(2） 単独事故の衝突相手

単独事故となった場合の衝突の相手、形態は、

表 1 3にみるように、居眠り逆転事故は一般 事

故に比べ、分離帯、防護棚等、標識、信号柱、駐

車車両などへの衝突が多く、 一般事故に多い路外

逸脱、転倒はないか極くわずかである。居眠り運

転は、 ハンドル操作をすることなくそのまま進行
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し、前方あるいは路側にあるものは相手を選ばず

何であれ衝突しているようである。

表 1-3 居般り事故の事故類型単独事故の内容

単独事故の内容 居眠リ事故 一般4＞故

分離帯、安全島 10.0 3 .0 

防護側等 27 .5 14 .0 

定 4土 15.0 14. 7 

標識 ・信号柱 7 .5 2. 2 

家屋、 塀 10.0 8.4 

f高梁.I高脚 5.0 2. 7 

その他の工作物 8.2 

路外i畠脱転落 5.0 14.8 

路外逸脱 その他 7 .4 

駐 !ji !fi 両 15.0 5.3 

転 倒1 13.0 

そ 。〉 他 5.0業 6.3 

'I＞例数 40件 27,618ft 

海屋台など

(3) 人対車事故の衝突相手

人対車事故となった場合は、表 1- 4にみるよ

うに、背面通行中の人への衝突が多い。あと路1fllJ

停止中、路11!1］帯通行中の人で占められている。一

般事故の 3/4が道路横断中の人との衝突であるの

に、居眠り運転事故には道路横断中の人との衝突

はま ったくなく、歩行者を背後から襲うという特

異な姿を示している。歩行者が背後からの車両に

対しま ったく無防備状態で、異常な走行をしてく

る車両に対する発見、避難が困難な状況にある と

きf奇突されるといえるようである。

表 1-4 居眠り事故の事故類型人対車事故の内容

人対車事故の内容 居眠り事故 一般事故

対面通行中 4. 2 

・/l 前l通 行中 57 .1 6.6 

償 断 中 74. 9 

路上遊戯‘作業中 4. 9 

~3 I則（亭止 中 14. 3 I. 4 

歩道通行中 0.9 

路 1111帯 ilfl行中 14. 3 0.8 

そ の 他 14. 3縦 6.3 

'I＇例数 7件 90. 546f1' 

議店舗内作業中

2) 居眠り事故は致死率が高い

居H民リ運転事故が発生した場合の煩害の程度と、

一般事故および高速道路事故における妨害の程度

には大きな速いがみられる（表 2 1 ）。

居眠り運転事故により人身損害が発生する率は、

一般事故および高速道路事故と比べてはるかに大

きく、死亡事故発生率ては、 一般事故のほぼ19倍、



高速道路事故の14倍である。人身事故発生率は、

一般事故の 2倍、高速道路事故の 5倍である。

次に、事故 1,000件当たりの致死率、致死傷率

をみると（表 2- 2）、居眠り運転事故の致死率は

155.2で一般事故17.0よりはるかに大き く、致死率

が一般に高いといわれている高速道路事故59.4よ

りも高い値を示している。

事例にもあるように、居眠り運転事故は、ほと

んどの場合プレーキを踏んでおらず、もし踏んだ

としても足の踏み替え動作にとどまり、有効な制

動となっていない。 したがって、走行速度がそれ

ほど高くないにもかかわらず、損害の程度は大き

いものとなっている。

なお、居眠り運転事故による 1事故当たり平均

死傷者数は2.36人、平均死傷者数は0.33人である

が、これも一般事故においては 1事故当たり平均

死傷者数1.27人、平均死傷者数0.02人で、居眠り

運転事故が死者数で 2倍弱、死傷者数で60倍強と

極めて高い値を示しており、居眠り運転事故がい

かに特異なものであるかがわかる。

表 2-1 居眠り 事故による損害の程度

州生ーの脱皮 居眠リ事故 一般事故巡 高速道路

vE t:: 14. 9 0.8 I I 

重 f~ 36.4 5.9 3. 2 

事E l話 44 .6 48. 7 14 .4 

物tJ:l・人のJJ:l害なし 4. I 44.6 81.3 

事情I）数 121件 I. 113. 103人 12.186件

銀一般事故の!JI害の位ti'はすべての事故当事者数による

表 2-2 居眠り事故による致死率、致死傷率（ I,000件対）

数死傷率 居眠り事故｜ 一般事故｜高速道路

致死率
（人身事政による）

致死傷率
（人身、物州事故による）

155. 2 

958. 7 

3) 居眠り事故が発生した道路

17 .0 59 .4 

186.5 

居眠り運転による事故が発生する道路は、国道

など格の高いよく整備された道路で、単路や交差

点直前、あるいはカーブしている所が多い。

（｜） 安全施設がよく整備された道路て’発生

表 3- 1にみるように、一般事故に比べて居眠

り運転事故は、国道や高速道路で発生することが

多い。 このような道路での一般事故は25%程度の

発生率であるのに対し、居眠り運転事故は70%を
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超えている。

国道 ・高速道路はいうまでもなく高規格の道路

であり、車線の設定、安全施設も申し分なく安全

性が高いものである。 ところが、このような走り

やすい好条件の道路で居眠りが発生し、まどろみ

が誘発され、むしろ、格が低く、道路幅員も狭く、

安全施設が充分とはいえない道路ではあまり居眠

りは発生しないといえそうである。

表 3ー｜ 居眠り事故が発生した道路の種類

道路の伺Ui 居眠リ:;t；故 一般事故

IJil i且 57. 9 23.9 

主郎張道I府也県}'j道道 18.2 28.5 

市区町村道 10. 7 45. 9 

高速道路 13. 2 0. 7 

その他 1.0 

事例数 12!f牛 485 ,578何占

(2） 単路部介での発生が多い

居眠り運転事故が発生した道路の形状をみると

（表 3- 2）、周知のように、一般事故が交通の流

れが交錯する交差点でその多くが発生しているの

に対し、居II民り運転事故は単路部分でその 3/4が

発生し、すでに触れた追突が多いということから

もわかるように、残りのほとんどが交差点付近で

の発生となっている。一般事故にみられる交差点

内での発生は極くわずかである。

居眠り運転は、トンネル、屈曲、坂道、まがり

角、踏切あるいは交差点など、箸戒を要し精神緊

張の要求される道路部分では発生しにくく、特別

な精神緊張が要求されない、気が緩むような単路

部分で発生しやすいようである。

表 3-2 居眠り事故が発生した道路の形状

道路の形状 活版リ事故 一般事政

交 と切ま三 占 内 4. I 47 .0 

交差点付近 20. 7 12. 7 

トンネル、 lttl角1111 
坂道、まがり 付近

0.8 0.9 

その他の単路苦II分 74 .4 38.9 

附切、そ の 他 0.5 

事仰l数 121 1牛 485,578件

(3) カーブをそのまま真直ぐに走る

居眠り運転事故は、直線部分では一般事故より

少ない（表 3- 3）。 カーブでは右、左いずれのカ

ーブでも一般事故の 3倍も多く発生している。

なお、居眠り運転事故で正面衝突となった場合
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は、その特徴がさらに明確となり、右カーブが一

般事故の 4.4倍、 左カーブが 5.6倍となっており、

居眠り運転終結の一つの典砲が単路カ ーブ地点で

の正面衝突であることを示している。

表 3-3 居眠り事故が発生した道路の線形

司良

道路の線形
肘眠り 事故

全厨HKリ 』E面衝突
一般事政

直 線 74 .4 54. I 90.1 

閥 告f 0.8 

右カーブ 12 .4 18.9 4 .3 

左カーブ 13.2 27 .0 4.8 

事例数 12Ii'牛 37件 483. 722件

議除くその他1.856

4) 居眠り事故は夜中から明け方に

人聞は、お天道様とともに生活するのが自然、で

ある。それを許してくれないのが現代社会である。

生体として自然の生活リズムから逸脱している状

況が、居眠り運転事故の発生時主！Jからも読み取れ

るようである。 表 4は、 1日を大雑把に三つに分

け、事故発生の時亥！J帯をみたものである。一般事

故が 7時から 15時にかけて48.1% と多く、半数が

この時亥！J帯に発生しているのに対し、居眠り運転

事故では、 23時から 7時といった夜中から朝にか

けて45.4% とその半数が発生し、 一般事故の 5倍

以上の発生となっている。

表 4 居眠り事敏発生の時刻

事故発生時刻 居眠り事故 一般ヰE自主

23時～ 7時 45.4 8.6 

7時～15時 33.9 48. l 

15時～23時 20. 7 43.3 

＜！＞例数 121件 485,5781＇牛

5) 居眠り事故は晴れ、夏、日曜、若者

（／） 天候と居眠り事故

居眠り運転事故が発生しやすい天候状態をみた

のが、表 5である。一般事故発生時の天候と比較

すると、天候によ って際立った差はみられず、ど

のような天候条件下でも居眠り運転事故は発生す

る可能性はあるものの、 H青れのときが一般事故60.0

表 5 居眠り事故発生時の天候

事故時の天候 居眠リ4＞依 金，，，自主

日青れ 68.8 60.0 
曇り 19.3 26.0 

雨（含湾雪） 11.9 14 .0 

と＂＇ /11］数 1091午 485.5781宇
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%の発生に対し居眠り運転事 故68.8%で、居眠り

返転事故は、曇りや雨（含霧雪）のときよりも晴れの

ときに多く発生しているといえそうである。

居眠り運転事故が、すでに触れたように、市街

地などよりも国道・高速道路など細かい対応をし

なくてもすむ交通状況下で多く発生していること

を考えると、これと同様に、運転上あまり箸戒を

要しない天候条件下での発生が多くな っていると

も考えられる。

(2) 月別と居眠り事故

一般事故に比べて居眠り運転事故が多く発生し

ている月は、 1月、 5月、 6丹、 7月、 8月、 12

月で、少ない月は 9月である。居眠り運転事故の

発生を特徴づける時期は、あえていえば初夏から

真夏、 忙しい暮と酷寒の時期といえそうである。

(3) 曜日と居眠り事故

一般事故の発生は、週日の各曜日が14%台、土

眼目 15～ 16%、日曜日 12～ 13%の構成率であるが、

これに対し、居眠り運転事故は 日曜日 30.6% 、水

曜日 7.4%と、 日曜日にきわめて多く発生し、そ

して、その解釈はともかくとして水曜日に少ない

発生となっている。

(4） 年齢と居眠り事故

事故を起こした者の 5歳刻みの年齢段階ごとの

構成率には、一般事故も居眠り運転事故もほとん

ど差がみられない。ただ、 20-24歳で一般事故19.5

%に対し居眠り運転事故31.5% と大きい値を示し、

また、この前後の20歳未満、 25-29歳で居眠り運

転事故が一般事故よりわずかに多いことが示され

ていることから、 20～ 24歳の者に居眠り運転事故

が多いといえそうである。

(5) 居眠り事故者の職業

本調査事例では、 一番多いのがトラック運転者

24.0%、ついで会社員15.7%、飲食店関係者13.2

%、 建設業関係者10.8%の順と なっており、この

ほか工員、大学生、大学教員、公務員、医師等々

多岐にわたっている。 トラック運転者が特に多い

ほかは 、職業の特性をあげることはできない。

6) 前夜睡眠時間 6時間未満は要注意

本調査事例には、職務の関係から睡阪のとり方



に種々な変化がみられるが、ここでは一連続睡眠を

とっている通常の日勤勤務ないし日常生活をしてい

る者47事例の事故発生前夜睡眠時間を示してみる。

表 6にみるように、 23.4%の者が前夜II垂眠時間

0 時間、 H制民はとったが 4時間未満の者25.5%、

4時間以上 8時間未満の者38.3%、 8時間以上の

者12.8%となっている。睡眠時間 0時聞からほぼ

80%あたりまでの者を睡眠が充分でなかった範囲

とみると、 6時間未満ないし 7時間未満の峰眠時

間を睡眠不足とみることができそうである。

表 6 居眠り事故運転者の 前夜睡版時間1 府Ul~ リ 4i放
前夜の睡眠時間

。時 附1 23.4 

～ 2時間未満 8.5 

2～ 4時間未満 17 .0 

4～ 6時間未満 25.5 

6～ 8時間未満 12.8 

8 時間以上 12.8 

事例数 47(1° 

7) 居眠りを誘発させる同乗者の居眠り

同乗者のいないこと、あるいは同乗者がいても

居眠りをしていることは、運転者の居眠りを誘発

させるようである。

同乗者の有無、同乗者の居眠り状況と運転者の

居眠り発生との関連をみると（表7）、本事例 121件

のうち、同乗者なしがほぼ半数、同乗者がいても

全員が眠っていたが 1/3、要するに、同乗者なし

か同乗者がいても服ていた事例が全事例の 8割を

占め、同乗者のうち助手席も含めいずれかの席の

者が起きていたのはわずか 1割ほどであった。

同乗者も運転者も、多くの場合ほとんど同ーの

行動をとっており、同じように睡眠不足、疲労状

態にあり、運転者に適度な刺激を与えなければな

らない立場にありながら、ハンドルを持たない気

やすさから居眠りをし、その居眠りが運転者の居

眠りを誘発させているのではないだろうか。 また、

1人乗務においても、同乗者からの話し掛けはな

表 7 居眠り事故を起こした車のなかの同乗者の

有無とその居眠りの状況

同来蓄なし 47 .1 

采同
全只が眠っていた 32. 2 

助手席の人が起きていた 9.1 
者

助手席以外の人が起きていた 2 .5 あ

リ 居眠りの状況不明 9.1 

事 持rj 数 121件
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く、まどろみからの脱出、活性状態維持に困難な

状況となっていると考えられる。

B) 居眠り 事故者には事故、違反前歴者が多い

居眠り運転事故を起こした者には、交通事故、

違反の前歴をもった者が多いようである。

表 8にみるように、今回の事故を除いて過去に

交通事故を起こしたり、交通違反で検挙された、

いわゆる前歴のある者は85.7%と多い。ちなみに、

飲酒運転で検挙された者のうち前歴ある者が79.4

%、運転免許更新の一般運転者のうち前歴ある者

が44.0%であることから、飲酒運転をする者もさ

ることながら、居眠り運転事故者には交通事故、

交通違反前廃をもった者が多いといえそうであり、

基本的に安全態度に欠如している者が多いといえる。

表 8 居眠り事故運転者の事故、違反前歴

今回の’jq佐

1削Kリ •J＞；般昌一

飲桝運転、指※ 1

一般逆転-M一議 2

交通事故、途反前歴

※ l 岡山県讐資料（B召62)
※ 2 情烈1r資料 （昭60)

9) 居眠り運転事故の特徴

居眠り運転による事故は、種々な視点からみて、

他の一般事故と比べかなりの特異性をもつようで

ある。主な特徴を挙げてみると、次のようになる。

単独事故で人対車事故となれば路側の物 ・人に

衝突、車対車事故となれば正面衝突か追突。 1事

故でたくさんの死傷者。安全施設の整った格の高

い道路、変化のない直線部分、交差点付近で発生。

5月から 8月、 12月から 1月、日曜日、晴天、 23

時から翌 7時に。年齢 ・性には無関係、やや20～

24歳に多い。前夜不服か睡眠 6～ 7時間未満に多

い。単独運転か同乗車がいても全員居眠り。交通

事故 ・違反前歴ありの者が多い。

当然ながら、居眠り運転事故を起こさないため

には、乗務前の身心の調援が必要であり、そのた

めには、前提として自動車の運転という危険を伴

う作業を行うときのしっかりした安全意識態度の

堅持が不可欠といえるのではないだろうか。

（おおつか ひろやす／科学讐察研究所交通部長）
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防災基礎講座・・..・m・...............................”..

居眠りと脳の働き
鳥居鎮夫

1 脳の働きのリズム

人聞はおおよそ24時間を周期とする生活リ ズム

をもつ。太陽と関係があるが、原則的に明るいと

きに活動が高まり、夜は活動が落ちる。夜中の 2

時、 3時ごろ底にくる。脳の働きだけでなく、心

臓の働き、体温なども、日中に活動が高まり、夜

は働きが落ちてくる。

24時間周期のほかに、 90-120分周期で頭がウ

トウトするリズムがある（図 1）。つまり、緊張を

持続させ、注意を集中できる時聞が90分というわ

けである。子供のときは、その集中時聞は短いが、

昼 夜

アミ：一一一一一一一一一一一ー－－－1作業能率良好

L一一一一一一日正、一一一二二一一ー－1作業能力はあるが鋲りが多い

一一一一一一一一－－－~－－－－ーそーイ作業能力が低下、疲労が強い

一一一ー一一一一一一一一一一一ーへ4作業能力がわずか、受動的

8 10 12 14 16 -- 一一

時刻

図 l 昼間の身体活動と夜間の睡眠を組み合わせた24時間の活動

曲線（ジョパノビッツ、1974)

大人になって90分になる。授業時聞は脳の働きの

リズムからみてうまくできている。小 ・中学校の

授業時間は45分、高校は50分、大学は60-90分で

ある。

この90分の頭の働きのリズムは蟻眠中にも存在

している。90分リズムで眠りが深くなったり浅く

なったりしている。眠っている人をポリグラフで

調べてみると、一晩のうちにノンレム睡眠とレム

睡眠が交互に 4-5回繰り返している。つま り、

覚醒時と比べて睡眠中は脳の働きのリズムがより

きれいに見られる。

2 日中の眠気

もっとも脳の働きが高まっているときは、眠気

を感じない。 一 日の終わりになると眠気が増して

いき、ついに寝ょうと横になる。普通、横になる

とすぐ寝てしまう。それから明け方になると眠気

が減少してきて目を覚ます。 そして、それ以上阪

れなくなる と床から起きあがる。こう した周期が

毎日繰り返されている（図 2）。

・・....・........・・・............・膿隠顕.....・m・.....・
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この周期のもっとも眠気を感ずる時刻は、 通常

夜中になるので、強制的に起こされないかぎり、

このときの生理学的な状態を自覚しない。しかし、

この時期に起こされると、疲労を覚え、活力に欠

け、無気力で、注意集中が困難であり、うんざり

した感じがし、率先して何かする気が起こらず、

極度の倦怠感を覚える。 日中、生理学的に強度の

眠気がある状態の症状として、これと閉じ訴えが

r ’あることを知っておくことが大切である。すなわ

ち、夜間睡眠が妨げられたり、乱されたり 、ある

いは減少したりすると 、その人は 日中に疲労、活

力の低下、無気力などを訴える。この日中の眠気

は居眠り運転に結びつけて考えれば、非常に重要

な意味をもつことは明らかである。

3 眠気の測定法

日中の眠気水準が非常に重要であるとすれば、

どのようにしてそれを測定すればよいか。 それに

は三つの方法がある。 くどのくらい眠いですか〉

と聞いて答えてもらう内省による眠気の測定方法、

さまざまな行動上の指標や作業テストから推測す

る方法、そして、生理的な状態を直接測定する方

て育法である。

内省法：内省によ る眠気のill！］定法には、代表的

なものの一つにスタンフォー ド眠気尺度がある （図

小

気

大

最

｜

｜

眠

最

大増気W
氏「

l
i
l
－－’

活発、 注意

回 夜

図2 眠気の24時間周期

3）。 この方法は七つに分けられたスケールのどの

ポイントに、今、自分がもっと もよ く当てはまる

かを尋ねる。 こうして一日を通して評定すると眠

気の水準のプロフィールができる。値が大きいほ

ど、眠気が強いことを示す。

この眠気尺度が確かなものであるかどうかは、

断服によ ってその評定が変わるかどうかでわかる

(Hoddes, 1972）。一晩中睡眠をとらずに翌日の夜

中の12時ま で起きており、それから回復睡眠をと

った場合を調べてみる（図 4）。基準と なる評定は

初日 の午前 8時に始まり、約 1時間半の間隔で行

われた。断眠日の始めのうちの評定は眠気はかな

り少ないが、時間とともに眠気は増加し、断眠日

氏名

昭和l 年 H H 時 分

Fleのスケールにあなたの現在の眠気の程度をマーク（ 印）して下さ＇＇ ・

スケールの償悼にこだわりないで下さい．どの場所でむ結構です．但しマー

クは一問所だけです．

はっきリと 目覚めている
Feeling active and vital 
alert: wide awake 

はっきリしているが最高ではない
Functioning at a high level, but 
not at peak: able to concentrate 

リラッスしている．注症が散渇に，，， り品い
Relaxed: awake. responsive, but 
not at full alertness. 

ややぼんやりしている
A little foggy: let down: not 

at a peak 

ぼんやりしている
Foggy: slowed down: begining to 
lose interest in remaining awake 

iKい
SI四 py,woozy prefer to be lymg 
down: fighting sleep 

非常に眠い、うっかりしていると寝てしまう

Almost in reverie: sleep onset soon 
losing struggle to remain awake 

図3 スタンフォード眠気尺度

..書店，m・・媛磁...鶴翻・................・m・...・...・....・m・.
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の午前 4時から正午の間で眠気は最大となる。大

体このレベルが続き、回復睡眠で元に戻る。この

ことから、スタンフォード眠気尺度は断眠に対して

敏感であることがわかる。次に2、3の実例を示す。

図 5は、午前中は主観的に眠気が少ないが、午

後 3時ごろに顕著な落ち込みが認められる。 こう

した午後 3時ごろのかなり強い眠気は大抵の人に

認められるもので、その結果、午後、 昼寝をとる

ことになる。この例では畳寝をしなくても評定が

午前のレベルに戻っている。

図 6では、一日中主観的に眠気を覚えるとして

いる。このように、一日 中主観的に眠気を覚える

ことを示すプロフィールの場合は、通常、容易に

原因を突き止めることができる。H民れなかったり、

睡眠剤による影響とか、あるいは時限障害と診断

されるといった場合である。

図 7は、一日中主観的に眠気がないと評定して

ス
タ 2
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7 
ォ 3
｜ l断眠夜

ド 4
眠
気
尺 5
度

6 
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いる、ところが実際には綬業中に眠っていた例で

ある。 日中ウトウトするのはよくないイメ ジを

与えると思われるので、この学生のように、ある

人たちは一 日中緊張しているという印象を与えよ

うとする。 とうした例があるために、眠気の客観

的な測定法が必要となってくる。

日本では、関西学院眠気尺度がある（石原ら、

1982）。 スタンフォード眠気尺度を参考にして関西

学院大学で作られたものである（図 8）。 日中の眠、．

気について、朝型、夜型という観点から調査した

結果を示すと（図 9）、夜型のほうが眠気のレベル

が高く、 Postlunchdipが顕著に認められる。変

動幅は朝型のほうが大きくなっている（石原ら、

1986）。

行動上の指標：眠たそうだとわかる行動につい

てはよく知られているが、このような指標はあま

り敏感でない。あくびを始めたり、実際に眠たそ

。69
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うに見える前にすでに非

常に眠いことがある。寝

入る寸前になると顕著に

注意の低下が起こる。し

かし、通常こうした行動

上の指標は診断には役に

立たない。 簡単に定量化

できない し、眠気が軽い

ときは通常行動に現れて

vこないからである。

間接的に眠気を測定す

るときにもっともよくf変

われるのは実験室での作

業テストである。このテ

ストを行う場合、 二つの

重要な点がある。まず、

作業は、通常学習によっ

て顕著に改善するという

ことである。したカfって、

ほとんどの作業テストが

1回限り のものでは役に

立たない。次に、非常に

版い人でも数分間ならば

KS  S 訴j盆用紙

氏名 （男./;() 生年月目。昭何 年 月 日

。附日時昭和 年一 月一 日持 時 分

。昨夜の入眠時期l 時 分ごろ

今帆の目覚めた時刻 時 分ごろ 時限時間 時間 分ぐらい

。いまのあなたの状態についておたずねします。あまり探く考えずにお答え下さい．つぎにあ

げたようなことが、いまのあなたの状態をありわしていると思われたらいくつでも口の中に

Dをつけて下さし」

口まぶたが重い。

口問野が広いよ うに感じる．

口やや機敏である。

口ゆったりと くつろいでいる。

口目がしよほしょぼしている。

口身体がだるくない．

口煩がさえていない．

口眠くて倒れそうである。

口古~！事とがよい．

口ふとんが恋しい。

口忠与がにぶっている。

日前力がみなさ．っている．

口足どリが軽い。

口だるくもないし、すっきリ bしていない．

口峡けと戦っている。

口何となく眠けを感じるが．活動していると忘れる．

口頭がぼんやりしている．

口知らず知らずのうちにま」、たがく っつく。

口気力が充実している。

口気が散りやすい。

口気がゆるんでいるわけではない．

口4えることが昨にならない．

Remark 

MAX MEAN SD 

図8 関西学院大学眠気尺度

作業能力を高く保つことができるということであ

、．冶。 したがって、テストは充分時間をとって行い、

眠気があると悪い結果が出るようでなければなら

ない。

生理学的方法 ：生理学的に眠気を直接にilll］る方

法は、眠気を眠ってしまう傾向と定義することが

基礎となっている。 したがって、寝入るまでの時

間がその時点の生理学的な眠気の程度の尺度とな

る。 この寝入るまでの時間を睡眠潜時と呼ぶ。 目

覚めているときは通常アルファ波が出現している。

このアルファ波がまったく消失してしまった時点

が睡眠開始時点である。
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図 9 朝型、夜型の眠気プロフィール （石原ら、1984)

実際に生理学的な眠気を調べるのには、 比較的

最近開発された睡眠潜時多重テスト （MSLT）が

よい（Carskadoneta!, 1982）。 日中に繰り返し睡

銅線償額...臨海滋..務総・・・獄..・a・..・慮”・m鷹臓m・m鷹....滋...歯車線，...
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眠i替時を測定する。 もっとも広く行われている方

法では、 2時間間隔で一 日に 5回実施する。 テス

トの時間は最大で20分である。睡眠が始ま ったら

すぐ起こす。こうすることで実験中に睡眠が入り

こまないようにし、次のテスト結果が歪んだり、

変化したりしないようにする。

静かな暗い部屋にある快適なベッドに横になる。

そして、消灯から最初のはっきりした睡眠の開始

時点までの時間を測る。睡H民潜時が長いことは眠

気の減少を示し、睡眠潜時が短いのはH民気が増し

ていることを示す。 5回の睡眠潜時をまとめると

一日の眠気のプロフィールができる（図10）。一 日

中睡眠潜時がすべて 5分以下の場合は病的な眠気

といえる。この場合、仕事や作業が通常影響を受

けてしまう。

ここに示してあるのは、多くの異なったグルー

プの睡眠潜時のプロフィールである。思春期前の

群は一 日中、注意が非常に高まっている。成人と

老人は注意のレベルが低下している。大学生はか

なりの眠気を示しており、 二つの患者のグループ

は極度の眠気を示している。

今まで採り上げた内省尺度と行動尺度と生理学

尺度はどのように関連するのであろうか。

普通は、非常に眠いと感ずるときは眠気尺度で

は 6あるいは 7と評定され、 H垂H民j替時テス トでは

通常 5分で眠ってしまい、行動上のテス トではな
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図10 援眠潜時多重テスト

んらかの作業能力の低下が認められるという点で、

これら三つの尺度に関連が認められる。 しかし、

学生の例ですでに指摘したように、場合によって

は関連が認められないことがある。

4 生理学的な眠気と主観的な眠気

厳密な意味では、生理学的な眠気と主観的な版

気とはまったく同じではない。主観的な眠気は、

その瞬間の一人一人の主観的な感覚や行動であり、

その時点でどのように感じ、どのように振舞うか

である。一方、生理学的な眠気は脳の状態である。

II民り への傾向である。生理学的な眠気は、主観的

な眠気が生じるための必要条件である。生理学的

な眠気のない場合は、主観的な眠気は起こらない。

生理学的に眠気がなければ、眠気をもよおすよ う

な場面や、なんの刺激もない場面であって も主観

的な眠気は起こらない。

生理学的に非常に｜眠気のある場合でも、 主観的

な眠気を減らすことができる。たとえば、いつも

自分の仕事に対して動機づけの高い人の場合、徹

夜をしても翌日眠いとは感じないだろう。 また、

極度の飢えや怒りといった競合する要求のある場

合 、生理学的に眠 くとも眠いとは感じないだろう。

ジョギングや水泳といった運動によ っても主観自

な眠気は減るであろう。 また、騒音や極度の暑さ

や寒さといった環境によっても眠気は減るであろ

う。 だから、高い動機づけのある学生が、自分は

生理学的に非常に眠い状態であることが実際わか

らなかった、というのはよくあることである。

生理学的な眠気が極端に強い場合は、 主観的な

眠気を減らす力は一時的なものとなる。今にも寝

こんでしまう状態にある場合は一時的にしか眠気

をこらえたり、眠そうな振舞いをこらえることは

できない。遅かれ早かれ生理学的な眠気が働いて、

縁組E闘...・m・.....闘，....”a・m・..・・・..・........・...踊服....
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座ったまま眠ってしまう。たとえば、断眠中、生

理学的な眠気は急速に頂点に達し、眠らない限り

減らない（図11）。

ところが主観的な眠気は一日の変動を示す。朝、

太陽が昇り活動が増えてくると、断眠した被験者

はそれまでより眠気がとれ、注意が高まってくる

と感じるようになる。生理学的な眠気は第 1夜目

に頂点に達し、そのままのレベルにずっと留まっ

いる。一方、主観的な眠気は変動を示し、最終

v的に、絶えず筋肉を動かしていたり、刺激を与え

ていないとすぐにH民ってしまう。

だから、数日の断眠によって抗しがたい日中の

眠気が起こることは避けることができない。実際

に、断眠中に脳波を記録してみると、本人はもと

より監視者も気がつかないうちに、ごく短時間の

睡眠〈マイクロスリ ープ〉が出ているのがわかる。

つまり、私たちは、これ以上起きていて頭を使

っていると、脳細胞が壊れて しまうという限界に

くると、必ず眠ってしまう。眠りは、脳細胞の壊

れるのを前もって防ぐ安全装置だといえる。私た

ちは体が疲れて動けなくなるのと閉じように、脳

を使いすぎると、頭がボーッとして回転しなくな

る。集中できなくなる。イライラする、悠りっぽ

くなる。もう少しいくと眠くなる。それが脳疲労

ーの信号であり、続いてブレーキをかけることにな

る。これが睡眠本来の役目である。

／にい一
図川 断眠中の生理学的な眠気と主観的な眠気

ところで、大抵の人は日中慢性的に生理学的な

眠気がある。しかし、日中は活動的であって刺激

を受けているのでそのことに気付いていない。主

観的な眠気はいつも低いものである。しかし、主

観的な眠気を高める要因がある。大食、暖かい部

屋、快適なベッド、退屈な作業、あるいは小量の

アルコールといったものは眠気を感じまいとする

抵抗をぐらつかせて、慢性的な眠気を引き出す。

しかし、生理学的に眠くなっていないときには、

こうした要因があっても眠くはならず、直接、眠

気の原因となるものではない。

では、一日中しっかりと目覚めており、注意水

準が高く、活動的であるためには、どのくらいの

睡眠時間が必要なのかということになる。人によ

って睡眠時間は異なるであろうし、おそらく、そ

れは遺伝的に決定されている性質のものであろう。

しかし、だれにでも日中もっとも良く目覚めてい

ることができるような夜間睡眠の量というものが

あって、もし生理学的に目覚めているならば、た

とえ退屈で刺激のない場面であっても眠くならな

いと考えられる。そのような場合は、一日中快活

で目覚めており、注意水準が高まっている。しか

し、非常に少数の人しかこのような状態にはなっ

ておらず、このようにもっとも良く機能する水準

に達していない。大抵の人は、日中少々眠くなる

ことがわかっていても夜無理して仕事をしていた

りするのである。

（とりい しずお／束手11大学医学部教授）
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最近の天気予報

1はじめに

天気予報といえば日月後日までの予報を指すこと

が多いが、広義には、このほかに週間天気予報、

長期予報、気象に関係する注意報・笹報などがあ

る。これら各種の予報は、それぞれ生活情報とし

て、あるいは防災情報として、また企業の環境情

報として、近年、特に高い関心をも って利用され

ている。

本文では、明後日までの天気予報ならびに気象

に関係する注意報 ・警報について、 2、 3の観点

から最近の状況を紹介する。

2天気予報（短期予報）

特に区別して明後日までを対象とした予報を指

すときには、短期（天気）予報と呼ばれ、表 lのよ

うに発表されている。日常のテレビなどでは、明

日までの予報が主として放送されており、 短期予

報の一部が報道されていることになる。

天気予報は、府県（北海道は支庁）を 2～ 4(i中縄

県は 7）に細分した全国 135の区域を対象に、各地

の気象台が発表している。予報文は、きょう（日没

まで）、こんや（日没からヨ翌日の日の出までにあす

（日の出から24時ま で）のように区分した期間を対

象に発表される。

44 

黒沢真喜人

降水確率予報は定性的 ・断定的に表現される天

気予報文を補う予報で、対象地域で対象時間内に

1 mm以上の雨または雪（水に溶かして計る）が降

る可能性の大小を表す。「確率予報30%」の意味は、

「この予報が 100回発表されると、そのうち約30

回は実際に降水がある状態」あるいは「予想され

る空模様は 100回中約30回降水があった事例に属

する」という内容である。

最高・最低気温は、各地域の代表地点を対象に

して発表される。

予報には海上の波の高さも含まれるが、これは

20カイリ以内の沿俸の海域を対象にしている。

3天気予報の評価

一般の生産事業で、製品の質の向上を図るため

の品質検査と、製品の利用者に役立てるために品

質表示が重視されるように、気象情報についても

精度を評価し、その結果を活用することが重要に

なっている。気象庁では短期予報、週間天気予報、

表｜ 短期予報の発表

気温子報尭表時刻｜ tti期間 ｜ 降水確率子報の対象期間
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注意報 ・筈報について、組織的・継続的に評価を

行うことにしており、最近の例を示すと表 2、表

3のようになる。

1) 降水の有無の予報の精度

製品の精度を評価するには、当然のことながら

客観的な基準が必要であり 、この基準は一般常識

からみても妥当なものでなくてはならない。とこ

ろが、天気予報文全体を評価する基準をつくるこ

とは大変に困難である。日青れ ・曇り ・雨 ・雪など

の天気を構成する要素と、それぞれの時間的な変

化、局地的な差異などを組み合わせて表現される

予報文と実況を客観的に対応づけ、しかもそれぞ

れのケースに妥当な点数を割り当てることは不可

能に近い。 そこで、天気予報の利用上重要な「降

水の有無の予報」を対象とした評価にしぼって精

度評価が行われている。評価要領は次のとおりで

ある。

①予報文中に同 ・雪の予想、を含む場合は降水あ

りの予報とみなす（ただしい所により砂とした場合

は除外する）。 ②評価は予報対象地域内のアメダス

地点ごとに行う。予報対象期間内に 1mm 以上の降

水の有無を実況として、予報と対比 し、通 ・不適

を判定する。③子報対象地域内のアメダス地点全

体数のうち、適中した地点数の比率を求め、 1回

の予報の適中率とする。

したがって、たとえばアメダスの60%の地点で

雨が観測されたような場合の適中率は、降水あり

の予報では60%、降水なしの予報では40%となり、

どちらの予報でも 100%適中とはならない、いわ

ば厳しい基準ではあるが、 利用上の観点および妥

当性の立場から、この方式が採用されている。

表 2は、上述の基準で、昭和61年中に関東甲信 ・

東海 ・北陸の17の気象台が発表した予報を評価、

集計した適中率である。朝予報 ・午後予報は、そ

れぞれ 6時、 18時発表の予報を指す。

2) 気温予報の精度
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の平方根（ RootMean Square Error ）を表した

もので、予報誤差の標準的な幅を示している。表

2のような評価結果は月ごとに、地方ごとにまと

め、気象庁記者クラブなどに提供されている。

3) 降水確率予報の評価

表 3は、昭和61年 に関東甲信 ・東海・北陸の17

の気象台が発表した降水確率予報の評価結果の集

計で、先に述べたこの予報の定義と 、実際の予報

対笑況の対応の定義からのずれの大小を示してい

る。評価の方法は次のとおりである。

① 1年間に毎日発表した予報を、係率予報の値

ごと（ 0、10、・・…、 100の11種）に分ける。②そ

れぞれの確率予報（たとえば30%）を発表した日

すべて（年間の総日数をAとする）について、予報

対象地域内のアメダスごとに、対象時間中に 1mm 

以上の降水があった 日数を求める。③この年間回

数はアメダス地点ごとに異なるため、全地点の平

均回数を求め、これを降水のあった 日数（ B）とす

る。④B/Aを降水発現率とし、確率予報の値と比

較する。

表 3によれば、た とえば70%の予報に対して降

水発現率は72%となっており 、「100田中約70回降

水がある」という予報に対し、 72回降水があった

ことを示している。

降水確率予報の評価は 1年分をまとめて行われ、

東海 ・北陸など各地方ごとに発表されている。

4 天気予報に用いる資料と手順の概要

天気予報は数値予報による予測資料を基本とし、

順次入手する笑況 （観測された資料）を使いなが

らつくられる。半日程度から先の天気予報は、数

表 2 昭和61年の東京管区気象台管内の天気予報の評価結果

降水の有無 最高気温｜駐低気温

きょう｜こんや｜ あす｜あさって｜ 当H ｜翌日 ｜翌日

朝l予報 I8_7% I 83% I 80% I I J.8℃｜ ｜ 

午桂子報｜ I 86% I 82% I 77% I I 2 .1℃ I 1.s℃ 

気温のt坪価はRSMEを !fr. し、これは子報誤差の僚 iV• 自’Jな幅に当たる
最高 ・最低気温の予報

値と実況値の差を目別に

求め、その二乗値を年間

について平均し、この値

表 3 昭和61年の東京管区気象台管内の降水確率予報の評価結果
(18時発表の翌 lcl9時から21時の降水確率子報）

降水維率子報 Io % I 10% 1 20>-o I 30% I 40% I so% I 60% I 10% I 80% I 90% 1100% 

降水発現率い % I 1 % I 19% I 30% I 44% I 55% I 66% I 12% I 81% I 90% I 96% 

子報・実況差 It%l 3% l 1% I o% l 4%l 5% l 6% l 2% l 1%I o%1 4% 
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値予報による予il!IJ資料と、これを基に計算される

補助資料 （天気予報用ガイ ダンス） が主な資料と

なる。これに対し、半日程度先までの予報や、注

意報 ・箸報に関する予測には、上述の資料を占基本

とするものの、地上気象観illiJ、レーダ一、アメダ

ス、気象衛星などの実況が重要な資料とな ってい

る。図 1は、天気予報に用いられる資料と作業の

流れの概要を示 したものである。

5 数値予報

数値予報とは、ある時刻の大気の状態 （3次元

に広がる空間の各点の風向 ・風速 ・気温 ・水蒸気

回 ・気圧）を基に、その時間変化を規定する物理

法目ljによって将来の大気の状態を求める方法であ

り、大気物理学の進歩、国際協力による世界的な

観測網の整備、高速通信網の発達、高速電子計算

機の実現によ って、20-30年前か ら進歩してきた

手法である。 1987年 4月現在、気象庁で用いてい

る数値予報モデルには、短期予報用の12層ファイ

ンメッシュモデル（アジア地域を対象に36時間先

までを予測するモデル）および微格子モデル（極

東地域を対象に24時間先までを予測する高解像モ

デル）のほか、週間天気予報用に 8日先までを予

測する北半球スペク トルモデル、台風の進路予測

に用いるモデルの 4種類がある。

1) 客観解析

数値予報を行うためには、まず観測データから

大気の初期状態を決める必要がある。そのために

国内および外国の地上 ・高層気象観測、海上の船

舶の観測、商用航空機の観測、気象衛星による観

測などのデータが迅速に集められる。世界各国で

日本時間の 9時と21時に高層気象観測が行われる

ことから、これを基に数値予報も 1日に 2回行わ

れている。

全球気象通信システムを通して外国の気象通報

が、また気象資料伝送網を通して圏内の気象資料

が集配信され、必要な資料のほとんどが観測l時刻

後 3時間以内に入電する。

数値予報用初期値の解析を客観解析と呼ぶが、

これには毎回約 1,700地点のデータが使われてい

る。入電データの解読、品質検査を経て客観解析

が行われる。地球上に不

（気象庁本庁） （各地何気象台） 規則に分布する観測デー

タを基に、計算領域全体

をカバーし規則的に配列

された立体的な網目の交

点ー格子点上にデータが

割りつけられる。この結

果は数値予報の初期値に

用いられるほか、地上気

圧図、高層天気図（850mb、

500mbなど各層の高さ、

風 ・気i昆 ・湿度などの分

布 図）および上昇気流の

分布を示す固など約10極

類の解析図の作成に用い

ら才Lる。

図 l 天気予報の資料 ・作業の概要

12Z 

図 2 数値予報の符lj
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実況図
T = 0 1985 3 8 12Z 

2) 予測計算

予測計算は初期値か ら

出発して約10分後の変化



を求め、さらにその状態から次の10分後の変化を

求めるという手順をとり、たとえば百数十聞の繰

り返しにより 24時間後の予測が得られる。

短期予報用ファイ ンメッシ ュモデルで使われる

格子間隔は、水平方fl1Jに約 125km、鉛直方向には

l享さ約15kmの大気が12層に分けられている。 これ

らの絡子点上に予測値が得られる。

3) 予想回

数値予報による予想図は、格子点上の大気の物

王製量をパターンとして表したもので、地上気圧図、

高層図、 12時間積算降水量な どの、 24時間先、 36

》悟問先の分布図として約30種類が出力されている。

予測処理は観測時刻から約4時間30分後に終わり、

名穐の予想、図は直ちに各地の気象台ヘ送られ、外

国の気象機関へも送信される。

これらの予想図は、①高気圧 ・低気圧などスケ

ールが大きく、また特徴的な天気を伴うことの多

い気圧系の予想（図 2に地上気圧予想図の例を示

す）、②天気分布を判断するうえで有効な物理量（上

昇気流の強さ、上空の混度や湿度など）の分布の

予想、③天気を機成する要素の一部 （風や降水量

等）の分布の予想、などとして天気予報のための

法本的な資料となっている。

6 天気予報用ガイダンス

＼~.＇我が国の数値予報の精度は先進各国のものと比

べても第 1級のレベルにあるが、府県の大きさか

らみると、格子間隔の制約上、表現上の粗さがあ

り、天気を復雑にしている地形効果もあることか

ら、天気の予報に必要な雲量・雨量などすべての

要素を、数値予報によって直接的に予iHIJできる段

｜滑には至っていない。 このため、世界各同で も、

数値予報と統計的な手法を併用した予iHIJ手法が用

いられている。

1 ) 数値予報を用いた統計的予測手法

MOS  (Model Output Statistics) と日乎はfオ1る

方法がこれに当たる。 この手法による計算が数値

予報に引き続いて行われ、天気予報に直接使われ

る雲量 ・風 ・雨 ・気j尽などの予惣値が格子点上に
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求められる。この予測計算には重相関回帰式（多元

一次式）が用いられている。

この回帰式は、過去数年分の毎日のデ タを用

い、数値予報による 6時間ごとの各種の予測値の

組み合わせと、その格子点の周辺約 125km内で対

象時間中に実際に観測された天気との関係を、統

計的に解析 してつくられている。表 4はその例 で

ある。 M0 S資料は、数値予報の結果を具体的な

天気に読みかえるうえで客観的な指襟になるので、

ガイダンスとII乎ばれている。

2) ガイダンス

降水予報に関係する現用のガイダンスには、降

水硲率、大雨確率、平均雨量、雷同確率、曇天率

などがあり、いずれも24時間先までの 6時間ごと

の期間と、 以後の12時間の予想、値として出力され

ている。 寒候｝t)jにはこれらに加えて、雪について

の岡崎の ガイ ダン スと雪雄率 （雨・ 雪判別用）が

計算される。

降水関係のガイダンスのほかに、日最高 ・最低

気温（全国152地点）、日最大）副室（同70地点）のガイ

ダン スが使われている。

7 実況監視のための資料

1 ) 天気図

地上天気図は主に広範囲の実況民視のための資

料として使われる。気象庁本庁でつ くられるアジ

ア太平洋天気図 （1日4回、北西太平洋の海上箸

報業務用資料でもある ）および極東天気図 （1日

表 4 暖候期用降水確率予測式の例

初期時刻から l目先までの予測用

I也l;j( 'ii科世 第 l凶 F 第 2凶 f 第 3凶イ ITT 4凶 F 第 5凶 f

4 
13136 

IJWL TTIJ8 TTD 7 NW85 vvso 
Jl(~t 31 17 21 18 13 

5 
13136 

wDWし TTD 7 S70 FHR NE85 
｜誕l111{,l 24 29 18 20 9 

6 
13136 

DWI, 「TD8 FRH VOR 8 NESO 
北陸 27 30 21 13 9 

7 
13136 

IJWL TTD 7 S70 FRH VOH 7 
東海 26 30 17 17 9 

千；11111封fの下の数’Ilj傑準｛日制対係数の絶対値の比ヰ’（%）

困 ｛－のl何谷（ 東海地｝jのi州）は，入のとおリ

ow Lは判l付制度85%以 ｜の ill.if,11輔の厚さ。TTυ7、S70、VOR7は700

mbの出数．風のftj成分．う ず皮 FHHlj数値イ’鰍の降水量

47 



’87予防時報151

8回）のうち 6時間ごとの各天気図が地方の気象

台へ送画されている。

天気図は天気予報用資料の象徴として 100年あ

まりの歴史をもち、現在でも欠かせぬ資料ではあ

るが、すでに述べたように、最新の知識を結集し

てつくられる多種多様な図 ・表などが現代の「天

気図」となっている。

2) 気象衛星の資料

気象衛星ひまわりの観測は 1時間ごとに行われ、

その画像 は直ちに 「ひまわり」から放送されてい

る。 SDUS/IMOS （動画機能を備えた小規棋利

用局）が設置されている全国各地の予報中枢に当

たる気象台では、毎時の雲画像を利用 し、管内の

気象台の作業を支援している。 また、 雲の分布を

定量的に解析した雲画像情報図が 3時間ごとに各

気象台へ送られている。

3) レーダーとアメダスの資料

これらの資料は普通は 3時間ごとに、必要なと

きには毎時に配信されており、両者を総合して解

析したレーダーアメダス雨量合成図も重要な資料

となっている。

この資料は、図 3のように、レーダーで得られ

る広域の詳細な悶量分布を、アメダスの雨量なみ

の正確さで 5km絡子ごとに表したものであり、顕

著な局地性を示すことの多い我が国特有の降水現

象を詳しく把握するうえで、きわめて重要な資料

図3 レ ダーアメダス雨量合成図
（昭和61年 8月5日l時）
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となっている。レーダーアメダス雨量合成図を主

要資料として悶量分布を数時間先まで詳細に予報

する「降水短時間予報」が近い将来に実用化され

ようとしている。

8 天気予報作業の概要

天気予報の作業は、およそ次のような手順で行

われている。

1) 天気変化の大努の予測

地上 ・高層の解析図および数値予報によるこれ

らの予想図によって、①大規模場の現状とその呪

来の推移を把握する。 この段階では高・低気圧、

前線帯などや担当予報区周辺の大気の特性の変化

の概要が調べられる。②担当予報区に影響する気

圧系 ・その影響の度合い ・タイミングを読みとる。

③大規模場の推移とガイダンスによって、予報期

間の天気の変化を判断する。 ガイダンスも大部分

の予報対象区域により広範囲の平均的な天気の予

測を示すものであるから、 地域の気象特性を考慮

した補正を行う余地がある。

2) 天気予報の組み立て

予想される天気変化の大勢に、次のような補正

を加 えて地域の天気予報が組み立てられる。

①目先数時間から半日程度先までについては、

レ ダーやアメダスの資料および 「ひまわり 」の

資料によって、 小さいスケールの現象を分析し、

必要な補完を行う。②その先明後日までの予報に

は、 地域の気候的特性 ・地形の影響 ・海面水温な

どにより必要な補正を加える。

数値予報の格子間隔より 小さく、統計的にも頻

繁には起こらない現象の予報には、特に注意が払

われている。

9 気象に関する注意報・警報

顕著な気象やこれに伴う洪水 ・高市！などに関す

る防災情報として重要な注意報や箸報も、広義の

天気予報の一部であり、各地の気象台から発表さ

れている。 台風による人命の損失は近年軽減され



てきたといわれるが、直接の襲来を受けると甚大

な影響を生ずることに変わりないし、前線などに

伴う豪雨・土砂災害による人命損失の割合は高い

数字を示している。

重大な災害をもたらす現象の多くは狭い範囲で

急に発生し、継続時間も数時間桂度のことが多い

ため、充分に早くから、たとえば1日前から場所・

時刻 ・雨量などを明示して予想することは困難で

あるが、危険度の大きい地域を概括的に予測する

技術は大きく進歩してきている。

I) 注意報・警報の作業

注意報や箸報を発表するための資料 ・手順は、

短期予報に準ずるが、顕著現象の監視は、およそ

次のように行われている。

①各種予想図やガイダンス （大雨硲率予想、など）

により、顕著現象が発生する可能性の高い地域を

検出する。 多くの現象は 1日ないし半目前に検出

できるようになり 、この段階で、笹戒範囲を地方

程度の単位で表現した「大雨情報」などが、気象庁

本庁や各地方の中枢気象台から発表される。②望書

戒を必要とする地方の各気象台では、気象衛星や

アメダスの資料、観測体制を強化したレーダーの

刻々の映像を監視して、大雨などの発生の前兆を

検出し、現象が発生する数時間前には大雨・洪水

などの警報を発表するように努めている。 これら

の情報は、各自治体の地域防災計画、水防計画等

に定められた伝達網や報道機関などに通報されて

いる。③担当予報区内に豪悶や暴風が発生中の段

階では、気象台は引き続き状況を把握し、現象の

推移と予報、ならびに防災上の重要事項などを含

む気象情報を次々と発表する。

2) 注意報・警報の発表

注意報 ・警報はあらかじめ設定した基準に基づ

いて発表される。 この基準は、過去の災害例と現

象の強さ・量などとの関係から定められており、

環境の変化に応じて適時に改訂が行われている。

表5 大雨に関する警報の発表状況（全国）

年（昭和） 1 s7 

讐報基準を超えた回数 ｜ 247 

基準に達する前に発表 ｜ 76 

58 

228 

68 

sg I 6J I 61 

160 I 210 I lss 回

74 I 81 I 82 % 

4甜1に達してか勺発表 ｜ 21 I 27 I 23 I 16 I 15 % 
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注意報 ・警報は現象が基準を超えると予想され

る時点で発表される。大雨に関する警報の最近の

発表状況を表 5に示す。

気象庁では昭和62年 6月から従来より細分され

た地域ごとに注意報 ・望書報を発表することとした。

細分地域は毎日の天気予報用の地域区分を用いる

ほか、予報区によ ってはさらにこれを 2～ 3に分

けており、全国が185の最小単位に分割されている。

技術的に予想可能な場合は極力細分地域ごとの発

表を行い、防災情報の効果を高めることとしている。

10 おわりに

気象情報に対する社会の期待は大きく、天気予

報についてもより先まで一層きめ細かく精度のよ

い情報を、あるいはニーズの多様化に対応する予

報を求められている。

気象庁では昭和62年度計画で本庁における気象

資料総合処理システムの獲備を進めている。圏内

外の気象データの入出力処理機能を高度化すると

ともに、数値予報用超高速計算機を導入し、予測

資料の一層の向上を目指している。従来の予報モ

デルを格段に精密化した短期予報モデル、台風予

報モデルを開発して予測l精度の向上、予測期間の

延長を行うほか、週間天気予報用モデルを現在の

北半球から全球に拡大して予測精度を高め、毎日

8日先までの予測を行うこととしている。

一方、先に述べたレーダーアメダス雨量合成図

を基礎資料とし、数値予報データと組み合わせた

手法により、降水短時間予報を実施する体制を整

えている。降水短時間予報は当面 3時間先までの

降水量予測を行い、 5km単位に細分した地域ごと

に 1時間ごとの雨量を提供するものとして計画さ

れている。作成された予報は図形式で表現される。

気象庁と地方の気象台、気象台と関係機関を結

ぶ伝達ルートの改善も必要であるが、降水短時間

予報を含む詳細な雨量情報は、河川の洪水予報や

土砂災害対策上画期的に有効な情報になるものと

考えられる。

（くろさわ まきと／名古屋地方気象台台長）
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はじめに

最近の地震災害では、大きな市街地火災に発展

した事例はないが、 1968年十勝沖地震の石油燃焼

機器からの出火や、 1978年宮城県沖地震における

都市ガス貯蔵施設や大学の化学薬品からの出火事

例など、 地震時に同時に火災が多く発生する危険

性は必ずしも否定することができない。 このため、

現在の都市内部に分布する地震時の出火要因につ

いて、 地震時の出火機構を明らかにし、その出火

機構にしたがって出火危険の定量化を図り、地域

別 に出火危険を測定して、地震時の出火防止対策

の在り方について検討する必要があった。

そこで、東京都知事の諮問機関である火災予防

審議会に諮問し検討した結果、 「地震時における

地域別の総合出火危険予測と対策」について答申

されたので、その概要について紹介する。

表 i 日本における主な地震の出火原因

地震名 関東 大 地 震 福井地 震 新潟地 震

（大正叩 月1日）
11時58分

（昭和23年6月28日）

16時13分
rfl:l39年 6月I「

13時OJ分

2 地震時の出火要因

1) 過去の地震事例の検討

関東大地震以降の我が国における主な地震時の

要因別出火件数を、表 1に示した。

この結果からみると、薬品による出火が各地震

で平均的に発生しているが、関東大地震や福井地

震で高い率を占めるかまど、こんろ等が減少し、

ガス関係、石油機器等を原因とするものが新たに

加わり、生活様式の変化を反映している。

全国の一次エネルギー供給量の推移状況は、昭

和30年ごろを境に固体燃料の占める割合が急激に

減少し、石油・ LPガスの増加が著し く、一般家

庭燃料についてみると、都市ガスが昭和30年代後

半から増加を始め、 LPガス供給量についても3

年代後半から著しい増加傾向を示している。

2) 出火のプロセス

ト勝沖地 震 宮城県沖地震 浦河沖地 震 日本海中部地震

（昭和43年 5月16日）

9時49分
(BB和町月I寸

17時14分
「召和57年 3月「

11時32分

「和58年 5月2日

12時00分

薬 品 44 力、 ま ど 8 曹、 油 4 石油ストープ 20 薬 品 3 ガ ス炊飯器 l 原 油

台、 ま ど 33 ~ ロロ" 5 ~ nロ" 2 石炭ストープ 8 電 気 関係 2 電 気 関係 I 電子ライター I 

」ー， ん ろ 15 工 業 炉 4 プロパンボンベ l 石 油 こんろ 8 漏 r由 2 7 、ソ チ l 

ガ ス 9 家庭炉 3 油 鍋 l 薬 ロロロ 4 再 燃 I 不 日月
原因

泊 鍋 5 七 厘 2 風 呂 l 電気 関係 3 マ ‘ソ チ I 

漏 電 1 飛 火 2 プロパンガス 2 可 燃物落 下 I 

倒犠 その他 56 風 呂 I 煉炭 コンロ l ガスタンク I 

マ 、J、 チ I 重油バーナー l 煙 突 I 

不 日月 3 不 日月 3 

火災件数 163 （東京府） 29 （福井市） 9 （新潟市） 50 12 2 4 
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地震時の出火は、平常時と異なり、火気器具等

に何らかの外力が作用して出火に至っており、次

のようなプロセスが考えられる。

① 火気器具、裸火等の火源が倒れ、または移動

する。

② 燃料容器、可燃物等が倒れ、破壊し、または

こぼ寸1る。

③平常時には火源とならないような薬品、また

は機器の破損等によって出火する（例 薬品の

混触発火、衝撃発火）。

3) 出火要因の検討

過去の地震の出火原因の分析結果から検討の対

’象とする出火要因は、次の要因とした。

① 各地震で高い率で出火している出火要因

火気器具、化学薬品

② 最近の地震で発生している新たな出火要因お

よぴ出火危険性の高いと考えられる要因

危険物施設、工業炉、高圧ガス施設

③ その他、地震時に漏洩が多いこと、または地

域的に多数分布する要因

L Pガスボンベ

3 前提条件

出火危険を算定する前提条件としての地震の規

模、季節等は次のとおりである。

1) 地震の震源 ・規模は、関東大地震と同程度とす

る（マグニチユード7.9、震度 6) 

. 2) 季節、 時聞は、夏、冬おのおのの昼食時 （12

時 ご ろ に 夕食時 （18時ごろ）とする。

4 要因別の出火危険

地震時における出火要因を、火気器具、 化学薬

品、工業炉、危険物施設およびその他の要因に分

類し、その出火機構を明らかにし、おのおのの要

因の出火率および出火件数を算定した。

I) 火気器具からの出火危険

地震時の出火要因として第一に挙げられるのは、

地域に広く分布し、かつ、数の多いガスコンロや

灯油ストープ等の火気器具である。

①算 定手法
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a 火気器具別に、過去の地震時の被害事例、

平常時の火災事例および各種実験 ・調査研究

の結果を分析して出火率を求めた。

b 各火気器具の出火率を基に各用途における

使用状況を考慮し、用途別の出火率を求めた。

c 想定される地表面加速度、建築物および用

途の分布状況を調べ、用途別出火率を積算し

て地域別出火率を求めた。

②算定結果

火気器具別に求めた出火率の特徴は、次のとお

りである。

a 食用油を使用するこんろ類からの出火が多

く、火気器具の出火の約半数に達している。

この場合、火気放置率は地震後 5分で器具の

10%と見込んでいる。

b 次いで対震自動消火装置が作動しない灯油

ストープ等の割合は 2%であるが、器具数が

多いため出火率が高く、火気器具の出火件数

の25%を占めている。

c スト ープ類は、加速度の増加とともに家具

類が転倒し出火に至るケースが多く、灯油ス

トープ等の出火件数の90%を占めている。

表 2 地震時の用途別出火率の例（事業所の加速度が350ガルの場合）

途
李 節・時 惜1

用
夏 昼 夏夕方 先 昼 冬夕方

映画館 0.0004 0.0002 0.0019 0.0010 

キャノTレーの－lrl 0.0023 0 .0697 0.0023 0.0697 

料理店 0.0272 0.1007 0.0272 0.1007 

油鍋使用 0.1319 0.1468 0.1319 0.1468 
飲食店

柑l鍋不使用 0.0002 0.0007 0.0002 0.0007 

百貨店 0.0400 0.0078 0.0405 0.0078 

物品販売店舗 0.0087 0.0042 0.0089 0 .0049 

旅館 木造 0.0052 0.0307 0 .0052 0.0307 

ホテル 非木造 0.0179 0.0153 0.0179 0.0153 

木造 0.0006 0.0065 0.0012 0.0108 
共同住毛

非木造 0.0003 0.0029 0.0006 0.0056 

寄宿舎 0.0043 0.0674 0.0044 0.0678 

病院 0.0391 0.0050 0.0449 0.0050 

診療所 0.0139 0.0246 0.0139 0.0246 

保育園 0.0156 0.0021 0.0194 0.0021 

幼稚聞 0.0046 0.0000 0.0296 。0000

小学校 0.0379 0.（泊。。 0.0379 0.0000 

大学 0 .0007 0.0001 0.0170 0.0074 

公衆浴場 0.0078 0 .0470 0.0085 0.0490 

工場 木造 0.0011 0.0007 0.0142 0.0027 

作業所 非木造 0.0005 0.0000 0.0075 0.0000 

事務所 0.0003 0.0000 0.0004 0.0004 

住宅 0.0004 0.0040 0.0007 0.0067 
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また、用途ごとの事業所の出火危険を比較する

ため、事業所が 350ガルで揺らされた場合の例を、

表 2に示す。

a 料理店、飲食店、寄宿舎およびキャバレー

など、高い出火率を示す用途は、いずれも調

理用油の出火危険が高い。

b 百貨店および病院では、昼の調理器具の使

用割合が高く、夕方より畳の出火危険が高い。

c 保育園、幼稚園、小学校では、 夕方の火気

使用がほとんどなく、金の出火率と比べ右極端

に低下する。 冬の暖房器具も問機である。

d 住宅、共同住宅、寄宿舎では、 夕食H寺の火

気使用率が高く、夕方の出火率が昼に比べて

大きい。

e 共同住宅のうち、いわゆる木造賃貸アパー

トからの出火件数は約 112件であり、用途別

では最も多い。

f 高層建築物では、地表面加速度に比べ、火

気器具の受ける加速度が刷加されるため、 l耐

火建築物の多い地域の出火件数が多くなる。

g 季節的にみると、夏季と冬季との差は比較

表 3 地震時の業態別出火率

（棚等に与えられた加速度 350ガルの場合）

業 態 出火率

動植物池脂製造業 0.0168 

パルプ ・紙加工品製造業 0 .0056 

油脂加工製品 石けん・合成t焔 IJ・ 盤料製造業 0 .0098 

無機化学工業製品製造業 0.0172 

有機化学工業製品製造業 0 .0255 

医薬品製造業 0.0467 

その他の化学工業 0.0111 

一般診療所・医薬品 ・化粧品卸業 0.0003 

病 院 0.0077 

歯科診療所 0.0000 

分析・検査所 0.0267 

小学校 0.0087 

中学校 0.0094 

高等学校 0.0181 

大 学 0.0861 

自然科学研究機関 0.0399 

表4 地震時における工業炉の出火率

的小さい。冬季に使用する暖房設備が灯油ス

トーブの対震自動消火装置や空調暖房設備の

普及等により安全化していることによる。

h 冬季の夕方の出火件数が多く、特別区内の

出火件数は約 400件強と推定される。

2) 化学薬品からの出火危険

① 算定手法

化学薬品の混触、自然発火等の出火危険性を矧

_ll;'I化して評価し、地長時に発生する棚等の転倒や

谷器の治下、破ぴん等の発生率を求め、化学薬,II',

を取り扱う施設の実態調食結果から求めた 2,827

の棚等の標本ごとの出火率を求めた。

これを16業態別に分類整理し、業態別出火率

して；J<めた。

② 算定結果

化学薬品からの出火経過は、薬品棚の転倒、谷

器の転倒、容器の落下、容器の似樹、引火 .i1~触

発火の確立が高く、出火の80%を占めている。

また、化学薬品を取り扱う施設の出火率を比＇ i＇立

するため、棚等に 350ガルの加速度が与えられた

場合の出火率を、表 3に示す。

a 出火率の高い業態は、大学、自然科学研究

機関であり、薬品の種類も多く、火気器具の

保有量が多いことによる。

b 出火率の低い業態は、歯科診療所、化粧品

卸業であり、取り扱う薬品も少量で、管理の

状態の他の業態に比較して良好であることに

よる。

c 薬品を取り扱う業態では、ほとんどの建材

が耐火建築物であり、出火率の高い大学、自

然科学研究機関では、その割合が特に高い。

d 特別区内の化学薬品からの出火件数は約130

件程度見込まれる。

3) 工業炉からの出火危険

① 算定手法

災害事例の分析により、地震時にも起こり得る

事例を整理し、炉の用途

炉種｜｜ 液体等の燃料を使用する炉 電気加熱を熱瀬とする炉 ( 4種類）と熱源 （2Hi. 
流動物 図形物 反応物

雰処理囲気炉情造~11""- 11 処理炉 処理炉 処理炉

木造 0.013 0.0077 0.012 0.013 
建 物

建非木物造 0.0043 0.0039 0.0060 0.0054 
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流動物
処理炉

0.0094 

6.5 
×IO 4 

固形物 反応物炉 雰囲気
処理炉 処理 処理炉

0.0041 I 0.0083 I 0.0093 

~~o, I 0.0024 I 0.0019 

類）の組み合わせにより

8炉極にまとめ、炉種別

ごとに出火、爆発に至る

までの要因分析を行い、



出火率を求めた。

② 算定結果

工業炉の出火率は、表 4のとおり、炉の用途で

の差はあまりないが、熱源の種類および炉を収容

する建築物の構造による影響が大きい。

a 建築精造別に出火率をみると、木造建築物

は非木造建築物に比べて 2～ 17倍になってお

り、これは建築材等と炉との接触による着火

の確率が高いためである。

b 熱源では、液体等の燃料を使用するものが

電気加熱を熱源とするものより 1.3～ 16倍に

なっている。これは漏洩燃料の着火 ・爆発が

． あるためである。

、．，

c 特別区内の工業炉実態調査結果の基数に各

工業炉の出火率および使用率を乗ずることに

より、畳 （12時 ）におおむね 8件が出火件数

として算定された。また、夕方（ 18時）の出

火件数はおおむね 4件である。

4) 危険物施設からの出火危険

① 算定手法

a 地震時および平常時の災害発生事例の分析

結果を基に地震時の出火機構図を作成した。

b 危険物施設の使用環境調査を実施し、出火

機機図の各事象の発生に対する安全性評価を

行’った。

表5 地震時の施設区分別流出率 ・出火率

施 設区分 流出率 基本出火率 出火牢（平的）

発熱反応工程施設 0.10 0.0081 0.0081 

製 造 所 0.068 0 .0019 0.0011 

屋内 貯 蔵所 0.047 0.0014 2.3×10 4 

7ローティングl←7 0.24 0 .0099 0 .0099 
屋外タン7

特 定 0.030 3.9×10 4 5.5x10-s 
貯蔵所

非特定 0.052 6.SXIO 4 1.2×10 4 

地下タンク貯蔵所 0.024 0.00 0.00 

屋内タンク貯蔵所 0.011 1.4×10叶 2.0X 10"7 

営業用 0.053 4.0×JO' 3.1×10 4 

給油取掻所
自家用 0.052 1.7× 10-• 1.3×10 4 

販売取扱所 0.085 0.0056 0.0010 

小口灯油 0.050 3.2× 10-• 2.5×10ヴ

一般取扱所
その他 0 .068 0.0019 3.2×10 4 

少量危険物施設 0.074 0.0035 2 .4×10 4 

住1・製造所及び一般取扱所（その他）については、尭熱匠応工程施設に該当する施設以
外のものである．

住2：一般取極所のわl、口灯油Jl;I，＇）、口詰替専用及び灯油専用の一般取扱所である ．
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c 地震時の出火機構図を基に危険物施設ごと

に流出率および出火率を求めた。

② 算定結果

危険物施設区分ごとの流出率および出火率の算

定結果を、表 5に示す。

a 施設区分ごとの流出率が最も高いのが屋外

タンク貯蔵所のフローティングルーフタイプ

であり、浮屋根の液面揺動によるものである。

b 出火率が最も高いのは、新潟地震および日

本海中部地渓での被害事例のとおり、屋外タ

ンク貯蔵所のフローティングルーフタイプで

あり、 j字屋恨の液面揺動に伴う衝撃火花の発

生によるものである。

c 特別区内の危険物施設からの出火件数は、

約 14件程度見込まれる。

5) その他の要因からの出火危険

その他の要因からの出火危険は、地域に広く分

布している LPガスボンベ、および出火した場合に

延焼力の非常に大きい高圧ガス施設を対象とした。

① L Pガスボ ンべからの出火危険

L Pガスボンべからの出火機構は、 地震動によ

る LPガスボンベの転倒 漏洩、および何らかの

火源による出火について検討した。

算定結果は、 LPガスボンべからの漏洩件数が

約28,000件と予測されるが、ボンベ周囲には必ず

しも火源が存在しないため、出火件数は11件であ

り、それほど多くない。

② 高圧ガス施設からの出火危険

高圧ガスは高熱エネルギーおよび化学工業用原

料として汎用性が高いが、地震時において火災 ・

爆発が懸念される。 その施設にある貯糟、配管お

よび容器別に出火危険を評価した。算定結果は、

保安対策が強化されていること、および施設数が

限られているため、出火件数が少ない。

5 地域別総合出火危険

地震時の各要因の出火危険を積み上げたものを

地域別総合出火危険として検討した。

1) 総出火件数

関東大地震級のI也渓を想定し、季節や時間帯等

の条件を限定して求めてあり、必ずしも同様な地
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震が発生するとも考えにくいが、東京全域に被害

をもたらす地震で、最大級の地震が起きた場合に

この程度の火災が発生する可能性が最も高いと考

えられる。

① 出火件数

地震時の特別区内の出火件数は、季節、時間に

よって異なり、季節的には暖房器具を使用する冬

が、時間的には火気器具の使用率が高い夕方に出

火件数が多くなる（表 6）。

② 出火要因

出火要因を冬の夕方でみると、最も多いのは火

気器具で約72%を占め、次いで化学薬品が約23%、

工業炉、危険物施設およびその他の要因からの出

火が残りの約 5%を占めている（図 1参照）。

2) 出火経過と対策による火災件数減少効果

① 食用油に起因する火災

食用油の過熱出火には、多少の時間的余裕があ

り、この間に放置された泊鍋の情置をすれば、出

火を防止できる。地震後 6分で実施すると220件、

7分で実施したとしても、約 130件減少する。

また、感震装置等によるガスの遮断も有効で、

この場合は、ガス器具全体の対策となり、完全に

実施されれば約 250件の出火件数の減少になる。

②灯油ストープの転倒に伴う火災

灯油ストープの転倒は90%が家具の転倒による

もので、家具の転倒防止や家具を灯油ストープと

充分に離す等の措置が完全に実施されれば、火災

件数が約 100件程度減少する。

表 6 地震時における特別区内の構造別出火件数
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③ 化学薬品に起因する火災

化学薬品からの出火は、薬品棚の転倒に伴うも

のが約80%を占めている。既に、 76%の薬品棚等

が固定されているが、すべての薬品棚等で実地さ

れれば約 110件程度の火災件数が減少する。

3) 地域別総合出火危険

最も出火件数の多い夕方について、区別および

250 mメッシュ別の地域別総合出火危険について

検討すると、木造建築物からの出火危険は木造密

集地で高くなっている。

また、非木造建築物についてみると、繁華街の

ような高層建物が多く、かつ飲食店等の多い地滅

で出火危険が高くなっている。

6 今後推進すべき対策への提言

1) 地震時における食用油を使用する火気器具か

らの出火防止対策

① 火気器具の安全化について

地震時に火気器具が燃焼状態で放置されると食

用油が過熱発火することにより、高い出火率を示

している。このため鍋等の過熱防止機構の付属し

たガス器具の開発などが進められているが、安全

器具の開発、普及を促進する。

② 火気器具周囲の不燃化について

食用油からの出火は急速に拡大する危険性があ

るため、火気器具周囲の不燃化を徹底する。

③ ガスの遮断について

食用油の過熱出火やその他のガス器具からの出

火防止のため、ガス供給を遮肱！？し、器具の燃焼を

停止することが効果的である。

a 者II市ガスの供給遮断機能の整備

地震被害の大きさを迅速、的峰に把握する

ための新しい機器の開発を図り、被害地域の

ガス遮断が早期に実施できるような対策の検

討が必要である。

b ガス消費施設に設置する対反自動ガス遮断

装置の普及

都市ガスについては、消費先に設置する感

笈器と連動した対震自動ガス遮断装置が開発

され、住宅、共同住宅等に普及が図られてい

るが、その普及率はまだ低く、今後、事業所



等をも含め設置の普及促進を図る必要がある。

L Pガス消費施設についても、同様に対震

自動ガスi度断装置の普及の促進を図る。

④ 防災行動力の向上について

あらゆる機会をとらえて常に反復継続して、防

火思想、の普及啓蒙に努め、防災行動力の向上を図

ることが重要である。

a 出火防止行動力の向上について

地震後の火気の点検が出火防止に果たす役

割が大きいことから、この点について集中的

に啓蒙活動を実施する等、防災意識の向上を

図ることが重要である。

、） b 初期消火行動力の向上について

食用油による出火に対する効果的な初期消

火用器具の開発を一層推進するとともに、初

期消火要領の普及に努めることが強く要請さ

れる。

c 防災知識等の普及方策

視聴覚に訴えたり、体験のできるような防

災指導用資器材の開発等、および教育訓練施

設の整備充実を図ることが望ましい。

2) 液体燃料を使用する器具からの地震時の出火

防止について

①器具の管理について

液体燃料を使用する器具の使用者に対して、器

具の管理を確実に行い、対震自動消火装置の作動

を確保するよう徹底を図る。

② 器具の安全化について

燃料漏洩防止や燃料機構の改善を図るとともに、

平常時の使用に当たり、対震自動消火装置の作動

が確認でき、管理不良を防止することができる機

構の開発に努める。

③ 火気器具の使用環境 （家具類の転倒防止等）

について

地震時に落下物や家具の転倒等の影響を受けな

いよう、火気器具の使用の整備を徹底するととも

に、家具類の転倒防止措置の徹底、および簡便な

転倒防止器具の開発を図る必要がある。

3) 化学薬品からの地震時出火防止対策について

① 混合混触による出火防止について

混合i昆触による出火の危険性のある化学薬品は、

分離して保管するなど適切な管理を実施するよう
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関係事業所に対する個別指導を強化する。

② 化学薬品の保管状況等について

化学薬品を保管する棚等の転倒防止措置の徹底

と不要薬品の定期的な処分等の方法について検討

しておくよう指導する。

4) その他の施設等の安全対策について

① 危険物施設 ・高圧ガス施設

おのおのの施設の保安面で、自主点検の制度を

充分活用するとともに、立入検査の強化を図る等、

施設の保安対策のなお一層の徹底を図ることが必

要である。

②工業炉

工業炉周囲の可燃物の除去についての指導の徹

底と収容する建物の不燃化を促進することが望ま

しい。

③ L Pガスボンベ

L Pガスボンベの漏洩ガスに引火する危険が内

在していることから、ボンベの転倒防止措置をさ

らに徹底することはもとより、地震後におけるガ

ス漏洩の点検を必ず実施するよう一層の啓蒙を図

る必要がある。

5) 非木造建物の火災防止について

① 飲食店や雑居ビル等の耐火建物が集中してい

る地域で高い出火危険を示している。

これらの地域では市街地に延焼拡大する危険

は小さいが、建物内の人命危険を考慮すると、

地震時の出火防止の対策が必要である。

②建物用途別には、百貨店、病院等の不特定多

数の人々を収容する施設で、昼間の出火危険が

高い傾向がある。 これらの用途では、市街地大

火に発展する危険性が小さくとも、出火した場

合の建物内人命危険が極めて高く、不特定多数

および病人等を収容する施設等においては、金

・夜間別に区分し、地震時の自衛消防組織によ

る出火防止、初期消火、避難誘導体制の充実を

図るよう指導する。

6) 地域別出火危険の予測に対する総合的考察

地域別の出火危険予測結果による地域聞の格差

および各出火要因ごとの出火危険予測結果を基に

おのおのの地繊の特徴に応じて適切な指導を推進

する必要がある。

（かがみつる／東京消防庁防災都）
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l はじめ

大型企業の倒産事件が伝えられてしばらくして

から、その企業の再建が軌道に乗り、復活の希望

が見えてきたというこユースに接する場合がある。

その企業の従業員や下請け企業など関係者のこと

を考えると、他人事ながらそのニュースに心温ま

る思いがする。

しかしながら、多くの場合、更生管財人や新し

い経営陣、および残った従業員の努力により、企

業が再建されていくその同じ時に、旧経営者の資

任を追及し、損害賠償を求める訴訟が進行してい

る。大型企業の倒産の場合、その額が何億という

巨額に及ぶことも決して珍しくはない。

さらに、企業が倒産に至らなくても、退任した

旧経営者の犯した特別背任などの犯罪事実が暴か

れ、刑罰が干斗せられるということもある。

現代社会において、企業が果たす役割の重要性

からして、その経営の衝に当たる者に対して厳し

いモラルが要求されることは当然であるといえる

が、社会の動きの早さ、利害関係の多様さ、企業

組織の複雑さなどといった、現代の企業経営者が

置かれている状況を考えると、経営者自身の主観

的モラルに頼るだけでは、いったん事が起こった

場合における結果の公正性・妥当性を充分に確保

することはできず、したがって、法的責任が加重

さ才1るということにならざるをf与ない。 このこと
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は、経営者にとっては、自分自身の主観的モラル

だけでは将来の法的責任を完全に予防することは

できないということを意味する。

しかも、資本主義が発展し、企業が巨大化して

くると、企業活動そのものも大規模なものとなる

から、必然的に、その結果に対する法的責任の内

容も大きなものにならざるを得ない。このように

して、現代では、企業がリスクを負うほかに、経

営者自身が法的責任というリスクを負いながら、

企業経営は進められていくわけである。 そこで、

企業のリスク ・マネジメントと同時に、経営者個

人のリスク ・マネジメントもまた重要な問題にな

ってく る。

経営者個人のリスク ・マネジメントの手段とし

てアメリカで発達したものの一つが、「重役（取締役

および役員）責任保険」（Directors' and Officers' 

Liability Insurance）であるが、企業法制は国に

よってそれぞれ異なるものであるから、我が国で

企業経営者の法的責任に対するリスク・マネジメ

ント論を展開していくためには、我が国の企業法

制における経営者の責任の在り方をとらえておく

必要がある。

企業の形態には、大きく分けて、個人企業と共

同企業とがある。



個人企業の場合には、企業の所有者である出資

者個人が自ら経営を行うわけであって、企業の負

うリスクと経営者の負うリスクとは同ーのものに

なる。すなわち、企業の負うべき責任をすべて経

営者個人が負うことになるのであって、そこでは

経営者責任というものが特別に問題になることは

ない。

もちろん、個人企業の場合であっても、企業主

である出資者自身が現実に経営行為を行うとは限

らず、その業務に熟達した他人を雇ったり、ある

いはそのような他人に業務を委任したりして、現

-－＝の経営行為の実行をこれに任せるということが

ーあり得る。そのような場合にも、雇われ、あるい

は委任された者は支配人その他の商業使用人 （商

法37条以下）の地位に留まるものであって、それ

らの者は、企業主に対して雇用契約上、あるいは

委任契約上の債務に基づく責任は負うが、経営者

としての法的責任を負うことはなく、企業経営者

としての責任は企業主に帰する。

共同企業のなかにも、その組織としては、組合

企業と会社企業（法人企業）とがある。

組合企業は、複数の出資者が共同で一つの事業

を行うことを契約することにより組織されるもの

であって（民法 667条以下）、いわば、 個人企業の

共同体である。すなわち、企業の責任を出資者全

員が共同で負うのであって、ここでも、企業の責

任とは別個に経営者の責任が問題になることはな

、，い。 このことは、組合契約において「組合長J 「理

事長」などの業務執行者を決めた場合でも同様であ

る。この場合、業務執行者に決められた者は、他

の組合員から委任された地位に立つのであって、

これらの者は、契約上のイ責務に基っーく責任を負う

ことにはなるが、企業経営者としての責任は、出

資者である組合員全員が共同で負うわけである。

ただし、ここで「組合企業」というのは、民法

上の組合契約による企業だけを指すことに注意す

る必要がある。というのは、現在の我が国には、

「組合」という名称の法人が数多くあり 、それらの

組合が企業活動、あるいはそれに準ずる活動を行

うときには、後に述べる会社企業と同様の問題を
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生ずるからである。協同組合などは、その多くが

法人である。

これらに対して、会社企業（法人企業）の場合に

は、まったく異なった問題を生ぜしめる。

商法上、「会社」とは、営利を目的として設立さ

れた社団法人をいう（商法52条・54条）。社団とは、

複数の出資者が集まって共同事業を行おうとする

ときに、出資者自身は対外的な事業主体にならず、

出資者とは別個に、団体に独立の経済主体性をあ

たえ、対外的な事業活動はこの団体自身に行わせ

ようとするものである。つまり、たとえば、同じ

ように10人の出資者が集まって共同企業を行う場

合にも、組合企業では、その10人が共同で企業主

体となるのに対して、会社企業では、その10人の

ほかに11人目の主体として社団をつくり出し、こ

れを対外的な企業主体とするのである。そして、

法人とは、この社団を法的責任の主体にするため

の法技術である。したがって、会社企業の場合、

企業活動の結果としてのリスクは、第一次的には、

企業主である出資者（社貝）ではなくて会社自身に

リ帯する。

もっとも、会社のなかにも、合名会社、合資会

社、株式会社および有限会社の 4種類があって、

その種類により、それぞれ出資者である社員（いわ

ゆる「会社員」は従業員であって、ここにいう「社

員」ではない）の責任の性質を異にする。

合名会社および合資会社にあっては、会社自身

が負った責任について、会社の財産をもってこれ

を完全に果たすことができないときは無限責任社

員が完済まで連帯責任を負う（商法80条・147条）。

したがって、結果的には、それらの無限責任社員

が対外的に責任を負うことと同じになる。その反

面として、、各無限責任社員は、原則として出資

者であると同時に経営者になる（商法70条・151条）。

その意味では、合名会社および合資会社はむしろ

組合企業に近いものであるといっていい。

これに対して、株式会社および有限会社にあっ

ては、企業主である社員は間接有限責任しか負わ

ない。すなわち、株式会社の社員である株主の責

任はその有する株式のづ｜受価額が限度とされ（商
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法200条）、また、有限会社の社員の責任はその出

資の金額が限度とされている（有限会社法17条）。

しかも、株主の株式引受価額および有限会社社員

の出資額金は、それぞれ会社に対してあらかじめ

払い込まれるべきものであって、通常はその履行

がなされてから会社が設立され、経営活動が開始

されるものであるから、経営活動の結果として会

社が債務超過に陥ったとしても、株式や出資の払

込みが無効とされるなどよほどの例外的な事情が

ない限り、株主や有限会社社員は、会社が対外的

に負った責任について、改めて責任を負うもので

はない。

一言でいえば、株式会社および有限会社にあっ

ては、企業主である社員は、会社に対して一定限

度の出資責任を負うだけであって、対外的にはな

んら責任を負わないというわけである。

このような社員の間接有限責任制度を前提とし

て、株式会社および有限会社において 「所有と経

営の分離」が実現する。すなわち、企業主である

社員は、自ら経営を行うのではなくて、これを経

営プロフェッショナルとしての取締役に委任する

ことになるのである。

企業主である社員が会社の経営結果につき対外

的にはなんら責任を負わず、また、社内的には、

「所有と経営の分離」により、企業主である社員

が直接経営に関与できないということになれば、

会社に対する債権者の利益を保護するためにも、

また、企業主である社員の利益を保護するために

も、経営者に、そのような法形式で企業を経営す

るにふさわしいだけの法的責任が課せられざるを

f辱ない。

もっとも、社員が間接有限責任しか負わない会

社のなかでも、有限会社は、社員の総数が50人以

下であって（有限会社法 8条）、持分の譲渡による

社員の交代は制限され（有限会社法19条）、人的組

織は閉鎖的である。 したがって、社員自身が経営

者の行動を監視することが可能であるとともに、

経営活動の結果が及ぼす対外的な影響も、一般的

にいえば、それほど大きくないものと考えられる。

これに対して、株式会社は、本来、多数の者か
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ら資本を集める組織であって、しかも、株式の自

由譲渡性により（商法 204条）、国の内外を間わず

だれでも株式を買うことによ って簡単に入社 （出

資）することができる開放的な組織である。 した

がって、社員である株主自身が経常的に経営者の

行動を監視することはほんらい不可能であるとと

もに、経営活動の結果が及ぼす影響は甚大かつ深

刻なものとなるおそれがあり、ある場合には、経

営者の社会的責任が問われることさえあり得る。

そのために、株式会社には、取締役のほかに監査

役という特殊な経営者の存在が要求され、取締役

および監査役に法律上きわめて厳格な責任が課ぜ

られることになる。

このようにみてくると、経営者自身のリスク ・

マネジメン卜が必要となるような責任主体は、企

業経営者のなかでも、特に株式会社の取締役およ

び監査役がそれにあたるものといえる。

取締役と監査役は俗に 「重役」とよばれ、株式

会社形態の企業に就職したサラリーマンにとって

は栄光の地位とされている。昨日まで部長その他

の従業員の地位にあった者が取締役または監査役

に選任されたときには、本人はもとより家族や知

人にとっても、そのことは喜びであろう。硲かに、

経営者の指揮監督下に働く従業員の地位から、自

ら経営の決断をする地位に移るということは生き

甲斐を増すことであるには違いない。 しかし、そ

の地位に就く人はだれも職務と責任とをはっきり

認識しなければならない。

我が商法上の株式会社には、株主総会、取締役

会、代表取締役および監査役の四つの機関がある。

各機関にはそれぞれ固有の権限が与えられ、各機

関がその権限を行使するという形で株式会社が運

営されていくわけである。これは、国家の権限が、

国会、内閣および裁判所という三つの機関に分属

され、国家が運営されていくことに似ている。し

たがって、国家の運営につき、国会が立法に関し



て責任を負い、内閣が行政に関して責任を負い、

裁判所が司法に関して責任を負うのとちょうど同

じように、株式会社のそれぞれの機関は、会社の

運営につき、その権限事項に関して責任を負わな

ければならない。

株式会社の取締役の地位に就くということは、

取締役会という機関のメンバーになるということ

である。取締役会は、それ自体が合議制の 1個の

機関であって、会社の業務執行を決定する権限を

もっ（商法 260条）。 これを責任の面からいえば、

取締役会は会社のあらゆる業務執行に関して責任

J、を負うのである。

会社の業務執行のなかには、巨額の設備投資を

必要とする新工場の建設といったような重要事項

もあれば、個々の製品の販売のような経常的な事

項もある。 それらの事項の決定が、事の軽重を問

わずすべて取締役会の権限に属するのであるが、

もちろん、個々の製品販売のような経常的な事項

を、いちいち取締役会を聞いて決議をするなどと

いうことは実際にはできない。 そこで、重要な業

務執行を除いて、取締役会はその決定を他の者に

委任することができるものとされている（商法260

条 2項）。 しかし、その決定を他の者に委任したと

きであっても、委任された者の業務執行の決定に

ついては取締役会が責任を負う。法律上業務執行

の決定権限が取締役会にあるということは、そう

いう意味である。

ところで、業務執行は、ただ決定されただけで

は会社の経営にはならない。 その決定に基づいて

実行される必要がある。取締役会という合議制の

機関は、物事の決定には適するが、その実行には

適さない。 そこで、取締役会としては、業務執行

を決定した場合、これをだれかに実行させる必要

が生じる。この取締役会が決定した業務執行を実

行する機関が代表取締役である。

代表取締役は、取締役会において、互選によ っ

て選ばれる。すなわち、代表取締役は、 一面にお

いては、取締役として取締役会の決定に関与する

とともに、他面において、代表取締役としてその

決定を実行するという二重の権限をもっ者である。
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したがって、代表取締役は、他の取締役 （俗にい

う「平取締役」）に比べて、職務権限が二重になる

ことにより、責任が二重になることになる。

たとえば、ある業務執行が違法であったという

士会合でも、決定自体が違法であれば、その決定に

関与した取締役会のメ ンバーは、代表取締役を含

めてすべて責任を負うが、そのほかに、決定は違

法ではなかったが、決定どおりに実行を行わなか

ったために違法になったというときには、これを

実行した代表取締役が、その実行に関しての責任

を負うことになるわけである。 なお、代表取締役

は、業務執行の実行を実際にすべて自分自身で行

うということはできない。 実際には、その笑行を

他の者（たとえば、専務取締役、常務取締役、部－

謀長など）に委任するということが行われるが、

その場合にも、実行に関しての責任は代表取締役

に帰する。 その限りでは平取締役よりも代表取締

役の責任の方が重 いということはできる。

ところが、ここに微妙な問題がある。というの

は、我が商法は、株式会社の業務執行を 「決定」

と 「実行」 とに分けて、それぞれの権限を取締役

会と代表取締役というこつの機関に分属させてい

るわけであるが、取締役会は、その責任において

決定をしてしまえば実行についてはま ったく無責

任であっていいのか一一一決定を任せたものは、そ

の決定どおりの実行がなされるまで見極めるべき

ではないのか、という点が疑問になるからである。

我が商法が、株式会社の業務執行の決定を、一

人の個人ではなくて取締役会という合議制の機関

の権限としたのは、「所有と経営の分離」の下にお

いて会社の経営に慎重を期させるためである。 こ

とに、所有と経営の分離が根拠づけられるために

は、企業の所有者である株主 による経営者として

の信頼付与が必須である。そのために、株主総会

が取締役の選任決議を行うものとされている （商

法 254条）わけであるが、株主総会は取締役を選

任するだけであって、決して代表取締役を選任す

るわけではない。あくまでも、代表取締役は取締

役会のE選によ って決められた者で、あり、取締役

会自身が、株主総会の意向とは別個に業務執行の
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実行を任せるに値するものとして選んだ者なので

ある。一体、自分たちだけで勝手に実行者を選び、

これに任せきりにしておいて、企業所有者である

株主の信頼に応えたものといい得るであろうか。

この点に関する答えはすでに出ている。昭和56

年の商法改正法は、取締役会の権限につき、それ

まで「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」（旧商

法 260条）と定めていたのを、 「取締役会ハ会社ノ

業務執行ヲ決シ取締役ノ職務ノ執行ヲ民督ス）（現

商法 260条 1項 ）と改めた。 これは、会社法の実

質的な改正を意味するものではなくて、それ以前

から学説 ・判例によって認められていた内容を、

法文上明らかにしたものである。 この現行法の条

文で 「取締役」とは、直接には代表取締役を指す

（そのほか、学説によっては、経理担当専務とか

営業担当常務とかいう、いわゆる役付取締役を含

める見解もある）。つまり、取締役会は、単に業務

執行を決定するだけではなくて、その決定した事

項を代表取締役に任せた場合、その実行が決定ど

おりに行われているかどうかを監督する権限をも

ち、したがって監督する責任を負うということで

ある。

そこで、代表取締役が勝手に違法な業務執行の

実行を行った場合には、その代表取締役が実行者

として責任を負うことはもちろんであるが、取締

役会がその監督を怠ったとすれば、その取締役会

のメンバーである全取締役が、もちろん平取締役

をも含めて責任を負うということになる。

さらに、この監督責任は、取締役会が決定した

事項に限らず経常的な業務であるため、その決定

を委任した場合にも拡大される。平たくいえば、

株式会社のすべての取締役は、取締役会で決めた

事柄であろうとなかろうと、代表取締役およびそ

の受任者 ・補助者によって行われる経営行為につ

いて、これを常に監視し、是正する職務があり、

そのことを怠れば、平取締役といえども責任を負

うということである。

この点を我が国の判例法上初めて明確にしたリ

ーディング ・ケースは、昭和48年 5月22日の最高

裁判所第 3小法廷判決である。 この事例と判決を
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少し詳しくみてみよう。

電気器具販売業者だった Y1 は、電気製品修理

業を共同で営んでいた Y2および YJと会社を共

同経営することにして、株式会社を設立した。そ

の資本金は実質的には Y1だけが出し、 Y1が代表

取締役に、Y2および YJが平取締役に就任した。

この会社は商事部と修理部に分かれ、Y1か商事部、

Y2および YJが修理部を担当したが、 Y2 および

YJは従来どおり修理の仕事にかかりきりで、会社

の運営にはまったく関与せず、また、取締役会な

ど聞かれたこともなかった。会社の営業は当初は

まずまずだったが、Y1が独断で事業の拡張を計画

して、その資金を得るために 900万円に及ぶ会社

名義の融通手形を振り出したところ、これを詐取

されて、結局 1円の資金を得ることもできず、こ

の手形金の支払義務だけを残して会社は倒産した。

そこで、この不渡り手形の所持人であるXが、YI、

Y2および YJの取締役全員を相手に、 J員害賠償責

任を追及したのが本件である。

代表取締役目は実行者としての責任を認め、第

1審判決に服したが、平取締役Y2およびYJの責

任に関しては最高裁まで持ち越された。最高裁は、

すでにY2およびYJの責任を認めていた原審判決

を支持して、次のように判示したのである。

「株式会社の取締役会は会社の業務執行につき

監査する地位にあるから、取締役会を構成する取

締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄

についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役

の業務執行一般につき、これを監視し、必要があ

れば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集する

ことを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に

行われるようにする職務を有するものと解すべき

である」 と。

本件のY2およびY3のように、単に名前だけ取

締役になっていながら、代表取締役の経営にまっ

たく関与していないという人は、案外我が国に多

いのではないか。その意味で、上記の判決は、実

際界にかなりのインパクトを与えたようである。

しかしながら、上述のような株式会社の機関構造

からすれば、取締役会のメンパー全員が、業務執



行の実行者としての代表取締役を監督する職責を

負うということは、当然の事理だといわざるを得

ない。繰り返しになるけれども、企業主である株

主は、取締役に会社の経営を委任したものだから

である。

・，

このことは、取締役の地位からも明らかである。

すなわち、昨日まで部長であった者が取締役に選

任されたということは、決して同一ライン上での

昇進ではなくて、昨日までは終身雇用制に基づく

会社の従業員であったが、今日からは任期 2年制

の経営受託者という、いわばプロフェッショナル

職業に就いたということを意味するのである0

アメリカで Directors' and Off ice rs' L iabi Ii ty 

Insuranceが生まれたきっかけは、まさに、この

ような会社役員の地位から、その責任がプロフエ

ツショナル ・ライアビリティであると認識された

ところにある。

＂＇＂＇＂＇＇ γ〆シノ

三'tfl/t/ソ？
4 監査役

我が国の株式会社における監査役は、世界各国

に例をみない独自のものである。アメリカ法上は、

我が国の監査役にあたる職能は取締役が担ってい

る。 それが、アメリカ法的な取締役会 （Boardof 

Directors ）の機能である。一方、ドイツ法には

が「監査役会」（ Aufsichtsrat）制度があるが、こ

v れは取締役 （Verstand）の選 ・解任権をもっ機関

であって、いわば 「上級経営機関」である。した

がって、アメリカの株主総会では取締役だけしか

選任せず、一方、ドイツの株主総会では監査役だ

けしか選任しないことになるのである。

これに対して、我が国の株主総会は、取締役を

選任するほかに監査役をも選任する。 そして、監

査役という機関の権限は 「取締役ノ職務ノ執行ヲ

監査ス」（商法 274条 1項）るものとされている（な

お、監査役の職務には、このほかに、決算書類の監

査が含まれるが、これは別個の職能であって、現

に大会社では、実質的には公認会計士または監査

法人に移されてきている）。 つまり、我が国の株式
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会社にあっては、企業主である株主は、業務執行

機関として取締役を選ぶと同時に、その業務執行

機関を監督する機関として監査役を選ぴ、監管者

として信頼し得る者に自分たちに代わって取締役

の業務執行を監督させることにしているのである。

この場合、いわゆる平取締役の監督権限との違

いは、監査役の場合、取締役会を通じての監督の

ほかにも、その監督機能が認められるところにあ

る。商法 260条 1項では、取締役（会）の権限につ

き「取締役ノ職務ノ執行ヲ監督ス」と規定されて

いるのに対して、商法 274条 1項では、監査役の

権限につき「取締役／職務ノ執行ヲ監査ス」と規

定されているが、「監督」と「監査」との違いは、

後者には、監督のほかに検査ないしは審査の機能

が含まれているところにある。

この場合、「検査」ないしは「審査」とは、事後

に調べて、その結果についての判断を自分の意見

として株主総会に報告するという意味である。す

なわち、監査役は、その職務のーっとして、定時

総会に法定の様式と内容とを備えた「箆査報告書」

を提出しなければならない（商法 281条ノ 3）。こ

れは、株主がその期の経営結果を承認し、取締役

を信任するか否かを判断するための資料となるべ

きものである。

このような事後監査のほかに、監査役には、取

締役会への出席、およびそこでの意見陳述、日常

的な業務の調査、取締役の違法行為の差止めとい

ったような事前的な監督職務が課されており、こ

れらの職務を監査役が怠った場合には、取締役と

ほぼ同様な責任を負わなければならないことにな

る （商法 277条 ・280条 ・266条ノ 3）。

要するに、我が国の株式会社における監査役は、

企業経営者にほかならない。 アメリカの D.0.責

任保険に監査役が含まれていないのは、単に日米

の企業法制の差異の表れにすぎないのであって、

我が国では、監査役もまた、自己の経営責任につ

いてのリスク ・マネジメントに関心をもたざるを

f辱ないものといえる。

（くらさわ やすいちろう／慶応義塾大学法学部教授）
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地麓活動の地域的特徴
υ北海道一

。
尾池和夫

はじめに

日本の大部分は島弧を形成する多くの島々から

なり、それらは西は東経123・辺りから、東は149°

辺りまでの広い範囲に並んでいる。地球物理学の

眼で見つめれば、そこにはさまざまな現象が起き

ていて、生きている地球の姿を表している。

私の育った高知に比べると、北海道の東部では

1時間近くも早く夜が明け、そして早く日が沈む。

20数年前、網走の暗い駅前で、 一 日歩き回った後

の空腹を感じながら、必死で電灯のついた店を探

したことがある。 どの店も閉店した後で、ようや

く見つけた小さな店では、客が帰ったあと、家人

が食事を始めていた。関西弁で空腹をう ったえる

哀れな旅人に、その店のおかみさんは山盛りのご

飯と家族のためにつく った味噌汁を勧めて くれた。

そのときの、大きなたらの身がたっぷり入った熱

い味噌汁の味とともに、日本の地理を私は学んだ

のであった。

人聞は、普通自分が住みついて仕事をしている

土地に近い所のことを詳し く知 っていて、遠い土
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地のことは大雑把にしかみていない。関西で研究

を続けてきた私は、北海道のことを書くのに、そ

ういう意味で適当ではない。 したがって、近畿を

研究の対象としてきた私にとって、珍しい、近畿

にはみられない地震の特徴が、この文の中心テー

マとなると恩、う。

2 北海道に起きた地震

北海道とその周辺には、古い昔の歴史記録が残

されていない。 それでも理科年表を見ると、被害

地震の記録をたどって1640年（寛永17年 ）までさか

のぼることができる。 この年 7月31日（太陽暦）に

噴火湾で地震が起こ った。駒ヶ岳の噴火に伴って

津波があり、駒ヶ岳山麓で 700余人の死者を出し

た。次の被害地震の記録は、 1741年（寛保1年）8 

月28日のものである。渡島西岸から津軽や佐渡に

まで被害が出た。渡島半島南端の西方沖にある大

島では10日以上前から地震が起こっていたらしい。

28日の地震の震源は大島付近で、マグニチュード

( M) 6.9と推定されている。津波により北海道で



1,467人の流死者を出し、津軽でも 8人の死者があ

った。

1780年（安永 9年）の津波を起こした地震は、ウ

ルップ島付近に震源、があった。 M7.0と推定され

る。千島列島に沿って 多く起こる大地震の一つで

ある。

1792年（寛政4年 ）の地震は、北海道の西側、積

丹半島の沖に起こった。 M 6.9であった。この地

¥ _1震の震源も海底であり、津波が発生して港の岸壁

が崩れたり、舟が流されたりの被害があり、死者

を出した。

も、... 

1834年（天保 5年 ）のM6.4の地震は、石狩平野

の直下で起こった。地割れがあり泥を噴出した。

震源、領域のすぐ上に人が住んでおり、 1か月以上

も余震が続いたこともわかっている。北海道の内

陸部にも、このような内陸型の地震が時々発生し

ている。

1843年（天保14年 ）の地震は、根室半島のはるか

南方沖の千島海溝を震源とするプレート境界の巨大

地震（ M8.4）であった。この地震は江戸でも有感で

あった。鍔II路には数mの大津波が 2回押し寄せた。

1856年（安政 3年 ）の地震は、天保14年の地震の

(a) 。
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南西側に起こり、やはりプレート境界のずれによ

る大地震であった。江戸や中仙道でも有感であっ

た。この前の年には幕末の江戸を地震が襲い、大

災害となった。さらにその 1年前には、東海と南

海のプレート境界に二つの巨大地震が連発した。

このころの日本列島は全域にわたって地震活動の

活発な時期であり、江戸幕府は地下からも激しく

揺すぶられていたのである。

明治に入って、1893年の色丹島沖の地震（M7.5）、

1894年根室沖の地震（M7.9）があった。1896年三陸

地震津波は北海道にも死者を出した。大正 7年、

1918年にはウルップ島沖とエトロフ島沖にM8近

い地震が連発した。

昭和の地震では、 1952年（昭和27年）の十勝沖地

震（ M8. 1）、1958年のエトロフ島南方沖の地震（M

8.0）、そしてまた1963年にもエトロフ島沖でM8.l

が起こり、1968年（昭和43年）の十勝沖地震（M7.9)

と続いた。 2回の十勝沖地震では、ともに北海道

南部と東北地方北部に被害が大きかった。 1973年

（昭和48年 ）の根室半島沖地震（ M7 .4）は、測量デー

タや地震活動の空白域の形成などから発生の可能

性が指摘されていた地震で、 地震予知の面からも

(b) 

。
。。（
O'---'o 

0 。

。

。

図 1 1872年以前（ a）と 1873年以後（ b）の被害地震の介布 （理科年表による）
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話題になった地震で、あった。これらもプレート境

界の大地震である。

1982年 3月21日の浦河沖地震（ M7.l）は、浦河

周辺に被害が集中、浦河で震度 6であった。震度

6は北海道では初めて記録され、負傷者 167人の

被害を出した。この 日の朝、本震の数時間前に震

度 3の地震を浦河の人々は感じていたが、これが

まさか震度 6を記録するほどの大地震の前震であ

るとはだれも思わなかったであろう。

図 1は、 1872年（明治 5年）以前の被害地震で、

理科年表に震央位置が出ている地震の分布と、明

治 6年以後の 110年間の同じく理科年表による震

央分布とを比べたものである。江戸時代以前の歴

史の資料が北海道では少ないために、 1872年以前

の地震活動は東北地方の三陸沖と日本海沿岸に集

中しているようにみえるが、日本全体が同じ精度

でみられるようになった最近の 110年間の分布を

みると、北海道のあちこちに多くの地震が起こっ

ていて、活動度は東北に比べて決して低くないこ

とがよくわかる。

北海道とその周辺には、太平洋プレートの沈み

込みによるプレート境界の地震、沈み込んだプレ

ートに起こる深い地震、日本海の海底が新しく沈

み込みを始めようとしている日本海東縁の池袋、

内陸の浅い地震、ときには噴火に結び付く地熱地

帯の群発地震など、さまざまの種類の地震が起こる。

北海道を南北に走る日高山脈は、かつて東側の

陸と西側の陸とが衝突し、その聞の海底が圧縮作

用によ って盛り上がってつくられた。そのころ、北

米プレートとユーラシアプレートとの境界はこの

辺にあった。大山脈ができた後、このプレート境

界は、今では北海道から東北の日本海側の沖ヘ移

った。 日本海の東縁部では、この若いプレート境

界に沿って、日本海の海底が日本列島の下ヘ沈み

込みを始めようとしている。積丹半島i中の地震や

秋田県i中の地震は、このようなプレート境界の動

きによるものと考えられる。
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3 群発地震

火山や温泉のある地熱地帯には、よく群発地震

が起こることがある。規模の大きな地震でなくて

も、短時間に有感地震が何回も続けば、地元の人

たちは、さらに大きな地震が起こるのではないか

と不安をもっ。火山の近くでは、その山が噴火す

る前触れではないかと人々は思う。その不安は、

ときとして適中することもあり、小さな地震の

が大地震の前震群であったり 、噴火直前の前触れ

であった例も多く知られている。

その地域の群発地震の性質をよく調べておいて、

新しく群発地震が起こり始めたときに、その盛衰

の予測ができるようにするための方法を、我々は

探求している最中である。

北海道南西部の土地勘を養うため、群発地震研

究会のメンバーは、函館に集結してマイクロパス

で札幌まで旅行した。群発地震の資料を調べると、

昔の記述には聞いたことのない村の名が出てきた

り、その村の裏山の話が出てきたりする。 その土

地のことを知らなければ理解できない。群発地震

のことを調べるため、まずその土地に行って、自

分の足で歩き、自分の目で地形を見、村の家並を

見るわけである。群発地震のよく起こるのは火山

や温泉のある所が多いから、事情を知らない人に

は、我々の旅は観光旅行のグループの旅に見える。

この群発ツアーグル プのパスは、突然観光ルー

トから外れて脇道に入り、 崖っぷちに車を止めて

景色に背を向け地層に向かつてカメラを構えたり

する。

北海道大学の本谷義信氏は、北海道の群発地震

の古い資料を捜し出したり、自分でも地震計網を

使って観測したりしたデータを基に、詳しい研究

をしている。北海道南西部には群発地震が多い。

それらは、時間的にみてもある時期に集中し、空

間的にみてもある地域に集中するということが、

彼の研究でわかってきた。
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渡島大野から厚沢部町館にかけての地域で、1929

年から10年の聞に、特に群発地震が集中して起こ

ったこ とが目立っている。図 2は、群発地震の分

布を示す。本谷氏が1981年に発表した論文には、

1930年代の群発地震の集中的発生とともに 「最近

再び活動が活発化してきていることがわかった」

と述べられている。このことが大変重要な意味を

もっていたことは、 1982年の浦河沖地震や1983年

の日本海中部地震の発生の後でわかった。．，， 

本谷氏の論文にも指摘されているとおり、 1930

年代の北海道南西部の群発地震の集中の後、 1940

年に積丹沖で M7.0の地震が起こった。その前年

には男鹿半島のj中で M7.0の地震が起こった。 こ

れらの日本海東縁部の二つの大地震の後、 1941年

には長野に死者 5人を出した M6.2の地震が起こ

り、 1943年には鳥取地震が起こった。

1983年の日本海中部地震前にも、北海道南部の

群発地震は活発であった。ま たその後、長野地域

や西南日本の内帯の地震活動が1940年代と同じよ

うに活発化した。 地震を起こすストレスを生じる

力の伝達機構を私たちが一生懸命考え始めたのは、

このような地震活動の移り変わっていくパターン

が同じように繰り返すということに、重要な意味

4 群発地震と有珠山の噴火

有珠山の大噴火は、 1663年（寛文3年）、 1822年

（文政5年 ）、1853年 （嘉永6年 ）、1910年（明治43年）、

1943年～1945年（昭和18～20年 ）、そして1977年（昭

和52年 ）と繰り返してきた。 そのたびに新しい山

ができた。明治の大噴火のときには 7月15日から

地震が始まり、鳴動や地震が頻発し、 24日にはM

6.0の地震が起こって虻田村に被害を出した。25日

に金毘羅山に爆発火口を生じ、続いて、そこから

東丸山に至る45個の爆裂火口が次々に生まれた。

西丸山の一部が隆起して明治新山が誕生した。

昭和18年12月28日から地震が続き、翌年 1月末

から土地の隆起が始まった。昭和19年の10月末に

は、ついに高さ 100mもの山ができた。三松正夫氏

は地元の郵便局長であった。第二次世界大戦の最

中のこの噴火は、火山学者以外には知らせてはな

らぬという厳しい報道管制が敷かれた。三松氏は

自宅からの観測lの記録として「ミマツダイアグラ

ム」と呼ばれるスケッチを残した（図 3）。測量器

械もない戦時中に、工夫を凝らして描かれた彼の

観察記録は、世界で初めての記録として評価され

ている。

新国次郎の小説 「昭和新山」は、この三松氏の

「昭和新山生成日記」と本人の話などを基にしたノ

げ ｜ ンフィクション ・ノベルである。そこでは三松氏

は美松五郎として登場するが、 地震や火山活動や

地殻変動の様子は、 三松氏の詳しい記録を基に自

然現象に忠実に描かれている。

美松五郎は明治新山の生まれたとき20歳であり、

そのときのことをは っきりと覚えていた。あと 3

日で昭和19年になるという日の小さな地震の繰り

返しが、明治のそのときのことを思い出させた。

有珠山の噴火の前には、明瞭な前兆としての有

o~州 ｜ 感地震群が起こる。 また、ここで有感地震が群発

があると考えたからである。
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図2 北海道南部の群発地震の介布 （本谷義1言による）

したときには必ず噴火が起こる。 そのため、土地

の人々は群発地震と噴火の関係をよく知っている。
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この山ほど群発地震と噴火の関係がはっきりして

いる山は珍しいといえる。

有珠山を対象に地震計による常時観測が気象庁

によって始められたのは1950年 6月であったが、

それから1977年 8月6日の群発地震発生までの問、

有珠山にはこれと いった群発地震は起こらなかっ

た。 8月 6日の10時すぎからほぼ 1日ほど有感の

群発地震が続いたのち、有珠山は 124年振りに山

頂火口から噴火した。このとき、昭和新山や明治

新山のできたときのことを記憶していた人たちの

なかには、すぐに避難した人たちもいたが、また

一部の人たちは、昭和新山のときの噴火の前、群

発地震はもっと長い間続いたという記憶を基に、

まだ大丈夫と思った。

昭和新山のときも、その一つ前の噴火も、山腹

噴火であり、今回は山頂噴火であったことと、前

兆的群発地震の起こり方の途いとが関連している

と考えられている。いずれにしても、有珠山では、

図3 昭和新山の成長官己録 （ミ マツダイアグラムよりトレース）
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群発地震が新しく始まったらすぐに防災対策を実

行した方がいい。

「まさかこんなに早く爆発するとは」思わなか

った人もいたが、 三松氏は、今回も地震を感じた

とき「強い、これは危ない」とメモを取り始めた。

6日夜はほとんど不眠不休、 7日明け方になり強

い地震が有珠山の方から押してくる感じで、とっ

さに震源は有珠山火口の銀沼付近だと思ったとい

う（朝日新聞、 1977年 8月 9日）。

北海道大学理学部の有珠火山観測l所では、岡田

弘氏とそのスタッフが、有珠火山の研究を進めて

いる。 1977年の噴火の前からいろいろの種類の測

量や連続観iHIJが行われていて、貴重な記録が得ら

れ、噴火予知の研究は大いに進んだ。図 4は、噴

火前の群発地震の時系列である。群発地震を構成

する一つ一つの地震の記録を分析して、震源の位

置の移り変わりや、早い地震動を生み出す高周波

地震と比較的ゆっ くりした震動の低周波地震の発

生が、噴火直前に時間的にどう変わって

いくのか、などの重要な性質がわかって

きた。

次の有珠山の噴火のときに予報が出せ

るようにするためには、さらに観測網の拡

充と観測研究に従事する専門家の増員が

必要であろう。地震予知も火山噴火の予知

も、一朝一夕にはできるものではない。そ

の地域の自然現象を、精度の高い、しかも

長期間の観測を基に分析し、その結果に

基づく知識の積み重ねと経験を積んだ専

門家がいて、初めて可能となる。次の噴

~f~－~~＇ 
図4 有珠山の噴火直前の群発地震 （岡田弘による）



火に間に合わせるためには、今すぐその仕事を始

めなければならない。

5 深発地震面

北海道の下には、潜り込んだ太平洋の海底の岩

盤があり、そこには深い地震が起こる。千島列島

に平行に並ぷ千島海溝、火山前線、深い地震の等

保線は北海道の南部付近で、「く」の字型に蜘がり南

下して東北日本に平行になって続く。図 5には、

これらの線が示されている。

東日本の火山前線は、約 150kmの深さの地震の

震央の並びに沿って走る。厚さ数十kmの冷えた太

平洋海底のプレートは、たわんで日本列島の下ヘ

潜り込み斜めに沈み込んでいく。沈み込み口に千

136" 140" 
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島海溝や日本海溝などができている。沈み込んだ

プレートは深く沈んでいくことによって圧力と温

度が高くなり、 プ レートの中に含まれていた水が

追い出される。 日本列島の下にある、プレートよ

り軟らかなアセノスフェアと呼ばれる部分に水が

供給されると、アセノスフェアの融点が低くなり、

ちょうど150kmぐらいの深さでは、アセノスフェ

アの一部が溶け始める。溶けた部分は浮力で上昇

し、やがて地表に噴出する。火山はこのような仕

組みで100-150kmの深さの地震が起こる等深線の

上に並ぶのである。

北海道の東端から北東ヘ千島列島が並ぶが、中艮

室半島に続く歯舞諸島、色丹島だけが火山前線の

外側、 つまり太平洋側にあり火山はない。t艮室海

峡から国後島、択捉島、ウルップ島と並ぶ島の列

には火山が並ぶ。この150kmほど下に、沈み込ん

だ太平洋の海底の板に沿って深い地震が起こって

いる。

択捉島の西単冠山 （1,566 m）やべルタルべ山

( 1,222 m）、 国後島の爺爺岳 （1,822m）や羅臼山

(895 m）などの山々は、 150kmほど下で洛けた岩の

上昇によってできた火山であり、今でも活動して

いる。

千島列島は、さらに北方のカムチャツカ半島に

つながっている。この半島も、日本列島と同じく

太平洋プレートの沈み込みで激しく活動する若い

造山帝である。州都のぺト ロパプロフスク ・カム

チャツキーの郊外には、富士に似た活火山コリャ

ーク山（3,456m）が美しい姿を見せる。カムチャツ

カではソ連の地球物理学者たちが地震や火山の研

究を精力的に進めている。地球物理学的条件が日

本列島に似たこの地域での研究成果から我々も学

ぶことが多い。 北海道か らカムチャツカ半島にか

けての地震や火山活動を、日本とソ連の科学者が

千島列島に観測のネットワークをつくりながら共

同で研究することが、近い将来実現するよう私は

原買っている。 （おいけ かずお／京都大学防災研究所助教段）
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協会芯より
損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事のう
ち、特に防災活動を中山にお知らせするページです。これら
の活動等について、ご意見やご質問ガございましたら、何な
りとお気軽に編集部二当協会防災事業室あてお寄せくだ、さい。

防災プラザを開催します

当協会では、火災、交通事故をはじめ、地震な

どの自然災害や、家庭内での事故などから身を守

るための基本的な知識と技術を習得していただく

場を提供するために、毎年防災プラザを開催して

います。

本年度は、 9月に岡山市で開催 （防災フェア ・

おかやま ）され、続いて11月21日（土）～23日（月）

に鹿児島市 （会場：ユニード・ダイエー鹿児島店）

で開催されることとなりました。

ロボット シアタ一、ノfソコン・マルチビジョン

などのハイテク展示機材や各種の防災クイ ズ、起

震車 ・梯子車の試乗体験などにより、楽しみなが

ら防災意識を身につけていただく催しです。また、

開催前日 の11月20日（金）には、併催行事として防

災シンポジウムも開催されます。お近くの方は、

是非ご来場ください。

寒藤弘（北海道）他49名

また、第16期奥さま防災博士の募集には1,638名

のご応募があり、うちクイズ全間正解の方々には

第一次防災通信講座のご案内をさせていただきま

した。

国際花と縁の博覧会保険プールが創立されました

（財）国際花と織の博覧会協会の主催により、昭

和65年 4月 1日～ 9月30日に大阪市の鶴見緑地で

開催される掲記博覧会に際し、損害保険業界では、

日本損害保険協会長が博覧会協会の理事として参

画し、博覧会の運営に当たるとともに、損害保険

閣での運営に万全を期するため、先の大阪万博や

つくば博の場合と同様、外国保険会社を含む損害

保険会社全社の共同事務処理機構として掲記の保

険プール体制をスタートさせることとしました。

なお、この博覧会は国際博覧会条約に基づく特

別博覧会で、東洋で初めて開かれる国際園芸博覧

クイズ・ザ・防災の賞品当選者が決まりました 会です。

前号でもご案内いたしました上記クイズには、

全国から 110'764通ものご応募があり、全問正解

の 101,031通 （正解率91.2%）のなかから、東京

消防庁神田消防署長立合のもと厳正な抽選を行っ

た結果、下記の方々が当選されました。 多数のご

応募ありがとうございました。

なお、解答は、（1)昭和62年度の全国統一防火標

語「000かな／気になるあの火もう一度」の0
00に入る言葉はい消えた”でした。（2）昭和61年

中の出火原因のトップは（イ ）のたばこ（7,171件）

でした。 なお 「放火」と 「放火の疑い」を一緒に

すると、たばこによる出火件数を上回ることにな

ります。（3)9月 1日が 「防災の臼」に決められる

きっかけになった地震は（イ）の関東大池渓でした。

防災の日は昭和35年に創設され、その後、昭和57

年に防災の日および防災週間が新たに創設されま

した。

・賞品当選者 （敬称略）
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〔特別賞 ・5名 （ビデオカメラ ）〕

畠山卓子（岩手県）、三浦智子（福島県）、川端賞

美子（大阪府）、松本加代（鳥取県）、戸口回息子

（広島県）

〔ラッキー賞・ 20名 （ホームベーカリ ）〕

山本真由美（新潟県）他19名

〔チャレ ンジ賞 ・50名 （圧力なべ）〕

防災研究シンポジウムが開催されました

去る 8月27日、東京・麹町会館において（財）N

H K放送研修セ ンタ ーの主催による掲記シンポジ

ウムが開催されましたが、当協会では NH K とと

もにこの催しを後援しました。

このシンポジウムは、災害時には何よりも情報

の早さ、 正確さやその量が求められることから、

東京に大地震発生を想定し、行政、通信 ・ライ フ

ライン関係、報道機関、企業それぞれの立場から

災害情報のあり方について考えるために企画され

たものです。

当日会場には、損害保険会社各社をはじめ企業

の総務 ・防災担当者が詰めかけ、 パネラーの報告

を熱心に聞き入っていました。



62年5月・ 6月・ 7月

災害メモ

脅火災

.5・5 山形県東村山郡山辺町の

農家から出火。1棟約125m＇全焼 。強

風にあおられ付近の民家や山林に延

焼し、住宅等計27棟約2,300m•全半

焼、山林約lOOha焼失。10世帯43名り

災。キノコ栽培に使ったオガクズの

残り火が、かやぶき屋綬に飛び火し

たらしい。

ー.5・8 長野県東筑摩郡四賀村の

山林から出火。アカマツ、カラマツ

林等約130ha焼失。

.5・10 栃木県塩谷郡栗山村の固

有林ハタノ沢付近から出火。カラ7

ツ林等約120ha以上焼失。

.5・15 宮城県仙台市の5階建て

市営住宅402号から出火。 1室約55

m＇全焼 。母子4名死亡、 1名重傷。

心中らしい。

.6・6 東京都東村山市の特別養

護老人ホーム松寿国で火災 （グラヒ

アページへ）。

.6・23 岩手県九戸郡九戸村の民

家て火災。 l棟約75m’全焼。隣家の

物置約50m• も全焼。 父子 3 名死亡。・7・10 福井県坂井郡金津町の民

－ ~ 家 1階から出火。住宅と隣接作業小

屋の計 2棟約275m'全焼。4名死亡。

蚊取り線香の火がなにかに燃え移っ

たらしい。・7・30 兵庫県神戸市西区の特殊

塗料製造会社セイコー化成工場製造

棟 1階から出火。屋内にあった溶剤

の入ったドラム缶に次々燃え移り、

大音響と共に爆発。 lt東512m’全焼。

2名死亡、 1名重態、 1名重傷。

＊爆発.5・26 東京都品川区の東京電力

大井火力発電所で、 2号サービスタ

ンクが爆発、炎上D 4名死亡、 2名

負｛務。

.6・11 福島県白河市泉回大久保

の八大白河ゴルフ倶楽部クラブノ、ゥ

スボイラ一室てeプロパンガス爆発。

1名死亡、 20名重軽傷。

• 1 ・ 1 北海道千歳市平和の航空

自衛隊千歳基地にある屋外半地下式

の航空機用燃料タンクに落雷、炎上。

消化作業中の隊員 l名負傷。

• 1 ・ 14 茨城県那珂郡東海村の県

立東海高校本館1階生徒会室床下に

ある地下室でhプロパンガス爆発。9

名重傷。地下室に入った生徒が明か

りをとるためにライターをつけたと

ころ、もれていたガスに引火、爆発

したらしい。

＊陸上交通・5・2 神奈川県足柄下郡箱根町

の箱根新道で、大型トレーラーがセ

ンターライ ンを越え、対向の乗用車

ら4台に次々衝突し横転。 l台を押

しつぶし、母子3名死亡、 2名重傷。

.5・11 青森県上北郡百石町の町

道で、ワコeン車が路肩にとめであっ

たダンプカーに激突。6名死亡。・5・13 群馬県北群馬郡子持村の

国道17号綾戸トンネル内で、観光パ

スにダンプカーが正面衝突。 l名死

亡、 40名重軽傷。

.6・9 山口県徳山市松保町の国

道188号で、暴走した乗用車が中央

分離帯に激突、乗り上げて反対車線

で大型トラ ンクに衝突、大破。5名

死亡。・7・4 三重県伊勢市円座町の広

域農道で、ワゴン車と乗用車が正面

衝突。2台とも大破。4名死亡、 5

名重軽傷。乗用車が無理な追い越し

で反対車線にはみ出たらしい。・7・8 愛知県西春日井郡西春町

の名鉄犬山線踏切で、急行電車と立

ち往生した大型トレーラーカ守賓笑。
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三両脱線。 トレーラーも鉄橋上で宙

づり状態。187名重軽傷。

A T車暴走事故続発

.5・27 東京都豊島区の幼稚園

の庭で、迎えにきた母親の乗用車

が急拓盤。園児の列に突っ込み、 3

名重軽傷。・5・31 東京都府中市宮町の市

道てに乗用車が一時停止後急発進

し暴走。歩行者の列に突っ込み、 2

名死亡、 6名重軽傷。・6・2 山口県防府市で、乗用

車が下校途中の小学生の列に突っ

込み、 1名死亡、 l名負傷。・7・l t奇玉県浦和市の駐車場

で、乗用車が鉄製フェンスを突き

破り、約 4m下の空き地に転落し

炎上D 1名死亡。・7・14 東京都渋谷区で乗用車

が急発進し暴走。 6台の車に玉突

き衝突。横断中の自転車が巻き込

まれ1名負傷。・7・21 新潟県新潟市の市道で、

自宅車庫にタクシーを入れようとし

たところ急発進。路上で遊んでい

た2児をはね、 l名死亡、 l名重傷。

• 1 ・ 27 東京都練馬区で、乗用車

が突然急発進し暴走。プロ ンク塀

に激突し大破。 l名重傷。・7・28 東京都港区で、ハイヤー

が急発進し暴走。カフェテリアに

突っ込み、客ら 3名負傷。

＊；毎難

. 5・31 北海道紋別北74kmのオ

ホーツク海上で底引き網漁船竜宝丸

(96 t）と第85初枝丸 （96t・15名乗

組）が衝突。初枝丸は沈没。 5名行

方不明。

.6・13 福岡県北九州市戸畑区の

戸畑港で、停泊中の遠洋トロール船

榛名丸 （4,049t. 47名乗組）船倉付

近から出火。 5日以上燃え続け、 2
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名死亡、 1名行方不明、 1名負傷。

安航空

es・15 佐賀県杵島郡福富町住ノ

江港沖の有明海で、双発式セスナT

303型機（ 4名乗組）が訓練飛行中墜

落。全員死亡。・7・10 青森県十和田市の上空で

陸上自衛隊の観測用ヘリコプターO

H6D型同士か接触。159号機（3名

乗組）は十和田市三本木野崎の水田

に撃港。166号機 （3名乗組）も六戸

町の麦畑に不時着、炎上0 4名死亡、

1名軽傷。

＊自然・6・9 北海道上川管内上川町層

雲峡の国道39号と石狩川に、通称天

城岩頂上付近の柱状節理のがけが崩

れ約1万m＇の岩石が落下 。通行中の

トラ ックや修学旅行の高校生を直

撃。3名死亡、 5名重軽傷。

脅その他・5・9 徳島県三好郡東祖谷山村

の祖谷川にかかる滝ノ瀬橋新設工事

現場で、ワイヤて吉守った仮設橋が崩

れ落ち、作業員が谷底に転落。 l名

死亡、 1名重俳人 5名重軽傷。

es・19 長野県飯田市川路の天竜

川で、天竜下り会社の観光船 （27名

乗組）が丸太に衝突し転覆。 l名死

亡、 2名行方不明、 6名負傷0・6・9 東京都港区芝の臨海ビル

地下 l階変電室で、炭酸ガス消火設

備点検中に突然ガスが噴出。酸欠で

2名死亡、 1名重休 2名軽症。

＊海外

es・5 インドネシア ・スマトラ

島の石灰石採石場で、土砂崩れ。44

名死亡、 50名行方不明。・5・6 中国黒竜江省大奥安嶺地

区で大規撲な山火事。20日間以上燃
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え続け、 17,000km'焼失。同月29日現

在死者191名、 51,000名以上り災。

es・8 中国江蘇省南通市の楊子

江で、貨客船カ引き船と衝突、転覆。

約100名全員絶望。・5・9 ポーランド ・ワルシャワ

市南方のドンブロフカ地区の森林

に、ポーランド国営航空イリューシ

ン62型機 （乗員乗客183名乗組）が墜

落、炎上。会員死亡。

es・21 ソ連 ・シベリア南部のパ

イカル地区で、 1か月以上に及ぶ森

林大火災が発生。内蒙古自治区の原

生林地区に延焼のおそれ。・5・22 アメリカ ・テキサス州の

サラゴサで大樹莫な竜巻が発生。少

なくとも37名死亡、 110名以上負傷。

es・28 中国 ・広東省で19日から

降り続いた豪雨により、 114名死亡、

家屋24,000軒破壊、 47万名避難。・7・14 フランス ・アルプス地方

ルグランボルナンのキャンプ場で、

集中豪雨のため付近の谷川がはんら

ん。土石流で22名死亡、 28名行方不

明、 10名重軽傷。・7・16 韓国南部や東海岸、済州

島地域で、台風5号の被害か相次ぎ、

17日夕現在死者74名、行方不明211

名。また、同国中部で、 21日から22

日にかけ、豪雨のため、土砂崩れや

家屋の倒壊が相次ぎ、 22日6時現在

死者83名、行方不明52名0

• 1 ・ 26 韓国 ・ ソウル、京畿道地

方で集中豪雨。死者71名、行方不明

13名。また、漢江支流のはんらんで

約60,000名被災。・7・26 フィリピン・ルソン島パ

ギオ市近くの山中に、フィリピン航

空ホーカーシドレー型旅客機 （乗員

乗客50名）が墜落。日本人客8名を

含む全員死亡。・7・30 メキシコ市郊外の高速道

路に、貨物機ボーイ ング377型機が

墜落 （グラビアページへ）。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田一雄 災害問題評論家

安倍北夫 早稲田大学教授

生内玲子 評論家

大塚博保 科学警察研究所交通部長

川口正一 東京消防庁予防部長

根本願吉 気象研究家

野村英隆 日本火災海上保険側

森宮康 明治大学教授

山下東洋男 同和火災海上保険側

編集後le

．創刊 150号は一つの区切り、何か記

念になる企画をということで読者のメ

ッセージをいただきました。区切りと

いう意味では 151号は新たなスタ ト

として、将来ヘ向けての企画を考える

べきではないか、ということが編集委

員会で話題になりました。．科学技術

の進歩の結果、地球規模で汚染が進ん

でいる、森林破壊もうれうべき状態だ、

砂漠化も進んでいる、将来を考えると

今のままでいいということはないはず

だ、，ここいらで現状をしっかり見直し

ておくべきだと、概ねこのような議論

の結果まとまったのが、赤木委員の「こ

れからの地球像」、佐和隆光氏の「21世

紀への文明論」、座談会「予兆と予測」

です。．本誌では通常あまり扱わない

ような広いテーマですが、防災の仕事

をしていくうえでも時にはこういう視

点での思索があってもいいのではない

かと思います。 （山国）

予防時報 酬附（摂）
⑥ 151号 昭和62年10月1日発行

発行所
社団法人日本損害保険協会
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防災事業室長山田裕士
101東京都千代田区神田淡路町2-9

まま（03)255ー1211（大代表）

本文記事・写真は許可なく複製、配布する

ことを禁じます。
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時別養護老人ホームr松寿園」で火災
昭和62年 6月6日午後｜｜時2日分ごろ、東京都東村山市に

ある特別養護老人ホーム「松寿圏」 2階リネン室付近から

出火。鉄筋コンクリー卜 3階建ての 2階部分750附を焼失

し、 7日午前 2時前に鎮火した。出火当時、圏内には宿直

の寮母2名と74名の老人が就寝中だったが、重症者が火元

の 2階部介に集中していたため、救出に手間どり、 12名が

焼死体で発見され、 5名が収容先の病院で死亡、 13名が負

傷した。死亡した 17名のうち 14名は寝たきり老人だった。

同園は、防火や安全管理などの薗で、現行の法的基準を

すべて満たした優良施設であったが、スプリンクラー設備

はなかった（施設の規模が小さいため、消防法上のスプリ

ンクラー設置義務はない）。この火災を契機に、厚生省は、

緊急対策として、全国約 300か所の既存施設へのスプリン

クラー設備の設置を決め、設備費の半額を補助することに

した。また、自治・厚生・建設・総務の 4省庁は「防火安

全対策検討委員会」を発足させ、今後の安全管理体制の強

化に乗り出した。



航空機墜落事故続発、市民を巻き込む

． メキシコ・西ドイツ・アメリカ 圃
・昭和62年 7月30日午後 5時すぎ、競技用馬18頭を載せた

貨物機ボーイング 377型機（乗員 8-9名）が、メキシコ市

郊外の高速道路に墜落。さらに道路わきのレストランに突

っ込み爆発、炎上。この事故で近くのガソリンスタンドや

集合住宅にも延焼した。道路はラッシユ時で、少なくとも

40名が死亡、50名以上負傷。26台の車も大破・炎上した。

・昭和62年 8月｜｜日午後、軽飛行機パイパーが、西ドイツ・

リーム空港に着陸しようとして失敗。 ミュンへン郊外のド

ライブインに墜落し、炎上。飛行機には 4名が乗組んでい

残がいが散らばったノースウエス卜機の事故現場（62年 8月16日）

たらしいが、少なくとも 6名が死亡、 14名が負傷。パスと

乗用車 6台も炎上した。

・昭和62年 8月16日午後 8時46介、米・ノースウエス卜航

空MD80型ジェッ卜旅客機（乗員乗客 153名）が、デトロイ

ト・メトロポリタン空港を離陸直後、空港周辺のハイウエ

一高架橋に激突、炎上した。 4歳の少女が生存し重症で

院したが、 152名が死亡。また、地上で巻き添えになった 2

名が死亡、少なくとも 6名負傷、乗用車｜日数台が大破した。



刊行物／映画ご案内
防災誌

予防時報（季干IJ)

奥さま防災ニュース（隔月刊）

防災図書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

ν 石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンビュータの防災指針

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

そのとき 1あなたがリーダーだ（安倍北夫著）

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

自のつけどころはここだ 1ー工場の防火対策

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

理想のビル防災ービルの防火管理を考えるー

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

とつぜん起こる大地震

暮らしの防災ハンドブック

防火管理必携

クイズ防災ゼミナール

倉庫の火災リスクを考える、
,,;;. リクス・マネジメント

電気設備の防災

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさ ぐる）〔21介〕

森と子どもの歌〔15分〕

あなたと防災～身近な危険を考える〔21分〕

おっと危いマイホーム 〔23分〕

工場防火を考える 〔25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する）(26分〕

わんわん火事だわん〔18分〕

ある防火管理者の悩み〔34分〕

友情は燃えて 〔35分〕

火事と子罵〔22分〕

火災のあとに残るもの（28分〕

ふたりの私〔33分〕

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21分〕

煙の恐ろしさ〔28分〕

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）〔21分〕

動物村の消防士 〔18分〕

婦害保険のAB C 〔15分〕

映画は、防災講演会・座談会のおり 、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝（011)231-3815、

東北＝（0222)21 6466、新潟＝（0252)23-0039、横浜＝（045)681-1966、静岡＝（0542)52ー1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝（052)971 1201、京都＝（075)221-2670、大阪＝(06)202-8761、神戸＝（078)341-2771、広島＝(082)247-4529、

四国＝（0878)51-3344、福岡＝(092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

社団
法人 日本損害保険協会 宮製'C~ff~~滑l~ ~＊f詔01
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今年の防火ポスターです；

モデルは酒井法子さん。

•• ’－一一火災予防のたのに一一
1店舗自動車の寄贈
火ポスター由の寄贈

S雄氏様簡の募集
審会防災博士の表彰

．消防債の引受付

主要 日本損害保険協会

朝日火災

オールステート

共栄火災

興亜火災

住友海上

大正海上

大成火災

太陽火災

第一火災

大東京火災

大同火災

千代田火災

東亜火災

東京海上

東洋火災

同和火災

自 動 火 災

日産火災

日新火 災

日本火 災

日本地震

富士火 災

安田火 災

（社員全社so音順）
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