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災害や事故は何故
くり返されるのか
──3.11東日本大震災に反省する

にのって自動車や漁船が上流へ流されてゆき、橋に衝
突したり堤防を越えて市街地へ流水もろとも流れ込ん
だりしている。
　振り返ってみると、テレビのニュースで津波の動画
像を見られるようになった嚆矢は、平成16年（2004）
12月のスマトラに端を発したインド洋大津波のときで
あった。風光明媚なタイのプーケット島の観光地が津
波にのまれる光景をビックリしながら見つめた。
　そして７年の歳月が流れて今回のわが国の大津波で
ある。
　現地で実際に被災された住民の方々の体験と遠く離
れた地での私たちの映像による擬似体験とは天地ほど
の差があることを承知の上でも、今回の災害は一般の
人々ばかりか、理論はわかっているはずの地震、津波、
防災の専門家や技術者を心底から驚かせたのである。
　今回の三陸地域（陸奥、陸中、陸前）の大津波は近
代日本にとって最大の津波災害となった、明治29年

（1896年）の死者２万2000人を出した大津波以来の約
120年ぶり、さらに貞観11年（869年）の三陸南部の宮
城県（陸前）沿岸を襲った津波以来1200年ぶりとか評
価されており、確率論議が盛んになっている。
　つい最近までダム事業の見直しや、スーパー堤防事
業の中止という民主党の政策で河川の治水計画の見直
しが進行中であり、利根川の計画洪水流量が200分の
１というのは大きすぎ、30分の１くらいで十分ではな
いかという意見まで取り沙汰されていたが、現実の災
害が発生すれば、防災対策の中身は別としても1000分
の１が大きすぎるという人は居ない。
　人間は事実の前には弱い。どんな理論や哲学（考え
方）も現実の前には無力である。河川や砂防の事業で
も、災害の予防工事、すなわち改修工事の予算は常に
財政当局の目の敵であり、伸び悩みあるいは削減の対
象であるが、発生してしまった災害の復旧費は与野党
一致で補正予算での必要額が確保される。
　解剖医の養老孟司先生の言によると、医学の世界で
も予防医学は不人気であるが、手術や投薬による治療
で病気が治れば医者は感謝される。“罹らなかった病
気に治療費を払う人はいない。”と喝破されている。
その例でいえば、“起きなかった災害の復旧費を払う
奴はいない”ということになろうか。
　私も若い頃、昔の河川計画で「既往最大流量の○○
○㎥ /sを採り、計画対象洪水とした」などと説明が
あると、「“既往最大”なんて先輩たちは数学が苦手で

1    現実に起きた災害の及ぼす衝撃

　まず始めに、今回の大震災と津波で亡くなられた
２万人にものぼる犠牲者そして多数の被災者の方々に
お悔やみとお見舞いを申し上げます。

　３月11日（金）午後２時46分、大地震のあと30分か
ら１時間後に広範囲に発生した大津波の映像を見て、
現場に居合わせない私たちも、魂の凍るような衝撃を
受けた。電子技術の発達により、ふつうの市民がビデ
オカメラや携帯電話で鮮明なカラーの動画を撮り配信
できるので、災害発生後しばらくの間、テレビでくり
返し各地の状況が報道された。
　まるまる一軒の家屋がそのまま浮き上がって市街地
のメインストリートを、まるで船のように流れていく
なんてことが想像できただろうか。ウソのような信じ
られない光景が展開されているのだ。津波の衝撃で、
家屋が一瞬に破壊されたときに立ち上る茶色い煙のよ
うな土埃が、津波に襲われている市街地の上に低く雲
のようにたなびいている。また、川では逆流する水流
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確率なんてわからないのだろう」と浅はかにも内心馬
鹿にしたものだが、計画の社会的な認知納得、財政当
局や政治家の理解といった観点からは至って合理的な
考え方であった。我々は雨量確率、計画降雨、洪水の
流出計算だといっても所詮、自然現象を頭で理解した
つもりで単純化したバーチャルなモデルを作って計算
しているだけで、そこには生の自然の有する複雑さ、
しつこさ、気まぐれさなどという要素が含まれない単
なる数字である。今回の悲劇で技術面でも教訓が沢山
得られたが、その一つに人々が1000分の１という確率
の稀な話をも現実のものとして議論の対象とするよう
になったことである。
　防災の任に当たる土木技術者も脳内でのバーチャル
な思考ばかりで議論をくり返すのでなく、現実の自然
の作用と直接対面し、その恐るべきあるいは偉大な力
に接することの重要性を強調したい。多忙で現地へ行
けなくても、次善の策として人間の眼以上に精度の良
い“オール天然色”のデジタル動画像や精密写真に事
欠かないのだから。

２    災害や事故の記憶は忘れられる

２-１　可能性としてのリスクと現実の危機は異なる
　三陸地方は昔からたびたび地震や津波に見舞われて
おり、多くの調査研究がなされ、近い将来に（30年以
内）70％の確率で海溝型の地震と津波が発生すると予
測されていた。そのため、沿岸部の集落や河口に防潮
堤や防潮水門の建設が進められ、避難警報のシステム
の整備や定期的な防災訓練などソフトな対策も実施さ
れていた。
　すなわち、三陸地域の人々や防災の専門家が地震や
津波のことを忘れていたわけではない。しかし、人間
は予想していたからといって直ちに真剣で直接的な行
動を起こすとは限らないことは、社会や家庭でのあら
ゆる場面で日常見られることである。
　予想とか想定という人間の知的行動は、養老先生の
いう“脳内活動”で、人間が勝手に頭の中で考えるこ
とであり、身体の反応まで含めた本気の活動ではない。
　本気になって予想を信じたら、古代のトロイやユダ
ヤの巫女や預言者のように周囲の人に何と思われよう
が騒ぎまくるはずだ。こういう条件の下では避難せね
ばならぬと頭で考えているのと、実際に危ないと確信
して具体的な行動を起こすのとは心理的に大きな違い

があるのだ。
　火災報知機のベルに素直に従って仕事を放り出して
脱兎の如く逃げ出す人はまずいないだろう。大抵の人
は火災報知機の故障か試験と思い、人声が騒がしくな
ったり、電燈が消えたり、煙の臭いがしたりして初め
て腰が上がる。今まで何も異常はなかったのだから、
異常があるはずないだろうと思い込む“正常化バイア
ス”と、本当に危険があれば皆が逃げるはずなのに誰
も逃げないから安全なのだという“集団同調性バイア
ス”の２つの心理法則に支配されて直ちに避難しない
ことが正当化されるのである。
　９月号の「文芸春秋」に、岩手県洋野町では地震や
津波のとき、消防団が分署長以下、血相を変えて真っ
先に逃げ出し、町民に避難を促す方策にしていると紹
介されている。そのおかげで今回の災害で一人の死者
も出さなかったとのことである。
　危機対応の任に当たる消防団が先頭になって逃げる
ことで、バーチャルな避難指示が命にかかわるリアリ
ティのある強制力に変化するのだ。
２-２　個人レベルの記憶は失われる
　まず第一に大災害や大事故はそうしょっちゅう発生
するわけではない。一人の人にとって一生に一回ある
か二回あるか稀な現象である。今回の津波のように80
年ぶり（昭和８年以来）か、1200年ぶり（貞観の津波）
かどうかはともかく、人の一生に比すればタイムスパ
ンの長い事件を個人レベルで記憶し伝承するのは困難
である。
　とくに、現代は情報過多で毎日あらゆる出来事に関
する情報にあふれているので、“人の噂も75日”です
ぐ忘れられる。（例えばニュージーランドはクライス
トチャーチの地震で大勢の日本人学生が亡くなったの
はいつのことだったか覚えていますか。）
　さらに、災害や事故は人が亡くなり財産も失われ、
いやな話題であるから早く忘れてしまいたいと思う日
本独特の気風も影響し、忘れ去られることになる。
２-３　組織レベルの記憶伝承の不熱心
　防災哲学の先駆者でもある寺田寅彦が、すでに昭和
８年の三陸の津波災害に際し、災害の記憶について個
人の記憶が頼りないことに続いて、組織ならどうかと
いう点について次のように述べている。
　“さて、個人が頼りにならないとすれば、政府の法
令によつて永久的の對策を設けることはできないもの
かと考へて見る。ところが、國は永續しても政府の役
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人は百年の後には必ず入れ代つてゐる。役人が代る間
には法令も時々は代る恐れがある。その法令が、無事
な一萬何千日間の生活に甚だ不便なものである場合は
尚更さうである。政黨内閣などといふものの世の中だ
と尚更さうである。★”
　それにしても、現代のわが国では事故や災害の組織
としての記憶の保存に熱心でないのが気にかかる。事
故、災害に限らず、戦争や事件もそうである。何十年
か経過すると裁判記録も処分してしまうお国柄であ
り、大学や図書館も資料や書物の置き場に困り、役所
で文書整理週間といえば古文書を捨てることと同意義
であった。ちょっと昔の日本の出来事を調べるのに
マスコミや学者がアメリカの国立公文書館詣でをする
という全く情けない国は先進国では珍しいのではない
か。我々は過去の出来事を忠実に記録し後世へ伝える
義務があるのである。

３    技術的な反省と教訓

３-１　多重安全システムが多重ではない
　故障率が起動100回に１回の信頼性のあるディーゼ
ル発電機を２台併列してあるから100分の１の２乗で
１万分の１の故障率だと自慢してみても、同じ建物、
同じ環境条件下にあれば、“想定外”の外力で全部が
同時にやられてしまうので、全く多重安全ではない。
　３発のエンジンのついたジェット旅客機が、飛行中
に３台のエンジンが全て停止するという、理論的には
有り得ない故障が発生したが、パイロットの技量がよ
く、危うく着陸することができた。故障の原因は１人
の整備士が３台のエンジンの同一部分の整備に当り、
燃料パイプの継ぎ手でゴムのパッキンを入れ忘れたと
いう共通の過ちを犯したことにあった。
　電源を別々に２ルート確保してあったのに、受電盤
が共通だったため、受電盤のショートで２ルートとも
断線してしまったとか、似たような話は多々ある。
　どの分野の技術者であれ、多重安全というときは自
分の都合だけで考えたのでは多重安全になっていな
い。とくに防災ではあらゆる自然の作用に対し、どれ
を重点にして対処するのかという方針は別としても、
想定外ということはないようにしたい。
３-２　前例を無視または軽視する傲慢な専門家
　技術はその基礎の多くを自然科学の合理性に求めて
いるから、地域性を越えた普遍性を有する。特に近代

工業の成果たる、機械、化学、電子が支配的になるに
つれ、製品の品質や制御技術の論理そのものは組織の
縄張りや国境に無関係となる。したがって、海外や他
分野において事故や災害が発生した場合、その情報を
入手し原因を追究し、ひるがえって我が身の世界を点
検し、同じような失敗はくり返さないというのが当然
であるが、これがなかなか簡単ではない。
　いわく、◯◯国の技術はいい加減だから日本では起
きない、日本では耐震設計がしてあるから壊れない
等々……。こうしてサンフランシスコ地震で高速道路
の高架橋が崩壊した例、韓国の大邱の地下鉄の電車火
災、スマトラ、インド洋大津波の高さ10ｍ以上の津波
による被災など、多くの犠牲の代償として提供してく
れた貴重な教訓を無視又は軽視し、何年か経ってから、
わが国でも似たような事故や災害を生じせしめている
のである。
　７月の中国の高速鉄道の衝突事故でも、事故原因も
判明しないうちからマスコミに日本の新幹線は大丈夫
という見解がのっていたが、十分検討もせず、いとも
気楽に日本は違うという、その非技術的判断が分野は
違っていても１人の技術者として大いに気になるとこ
ろである。
３-３　サブシステムの故障がシステム全体の崩壊を招く
　現代の技術は、数多くの部分的なサブシステムの複
雑な組み合わせとなっており、各システムがすべて正
常に作動してシステム全体が目的とする機能を果たす
ようになっている。末端の“つまらない”システムは
数が多いから故障の回数も多いが、その故障が全体に
波及しないよう十分に考えられていないと大事に発展
する可能性がある。
　このたびの原子力発電所の災害でも、当初は大地震
にもかかわらず原子炉が無事停止したと喜んでいたの
が、外部電源の震災による供給停止、引き続く津波に
よる予備ディーゼル発電機の運転不能により、原子炉
及び使用済核燃料の冷却ができなくなり、爆発や放射
能漏れの大事に到った。すなわち原子炉本体が停止し
たというのは、いわば“御本尊”が無事だったという
だけであり、周辺のコマゴマとしたサブシステムが故
障すると、御本尊がメルトダウンしたり爆発したりし、
結果としてすべてのシステムが破壊されてしまうので
ある。
　今回の地震で内陸部を走る東北新幹線が運転できな
くなったが、地震発生時は東海道新幹線を含め90本近
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い電車が無事停止した。震度が大きかった東北新幹線
では高架構造の軌道にはたいした被害がなかったの
に、いわばサブシステムである数百本の架線用の電柱
が倒れたり、又、駅の天井が落下したりして電車は長
期にわたり運休してしまった。
　すなわち複雑な複合システムでは、メインの施設の
安全性が高くてもそれをサポートする周辺のサブシス
テムの安全性が低ければシステム全体の安全性は低い
ことになるのである。
３-４　技術の専門分野別縦割による知識の片寄り
　今回の原発の津波災害で我々水理技術者が一様に驚
いたのは、現代科学技術の粋を集めたはずの原発が、
いとも簡単に津波の侵入に端を発し破壊されてしまっ
たことである。
　そもそも水に弱い発電所という施設が防水とか水密
とかといった水の侵入に対する考慮がなされていない
のは不思議である。予備のディーゼル発電機は地下に
置かず高い所に置くというのは、電話局、鉄道、病院
等では常識化しつつあるのに、なぜか原子力の世界に
は通じていなかった。
　今回はたまたま原子力の世界のことが表沙汰になっ
たが、技術分野が細分化されるにつれ、ある分野では
当たり前のことが他の分野では全く顧みられず知識も
なければ話しのタネにもならないということが多々見
られるようだ。
　技術者は自分の専門に集中する「専門バカ」といわ
れることがあるが、これが冷やかしではなく本当のバ
カにならぬよう、特に防災、事故防止に関しては広く
他の分野の情報や事例を集め、自分のものとするよう
巾広の努力が必要である。
３-５　資材、部品、燃料、食料などの資源のストック、
　　　余裕が社会全体に不足していること
　わが国では、交通、流通、ライフラインが完璧に常
時機能していることを前提に、生産活動、病院等の公
共サービスばかりか家庭生活まで営まれているから、
災害や事故で交通やライフラインが停止するとその瞬
間から、ミルクがない、ガソリンがない、自動車の部
品がないと上を下への大騒ぎになる。
　ストックを持つことは倉庫や収納場所を必要とする
うえ、ストック分の資金が寝るという経済効率上の理
由で生産、流通、生活全ての分野でストックを嫌う文
化ができ上がってしまった。
　高齢者や若い人に人気の高いマンションは日常品の

入手の便利なコンビニの近くだとのことである。
　ストックを持つということは戦争、内乱、テロなど
の非常事態に備えることであり、安全で平和な日本に
おいてストックを持つなどという思想は、戦争などの
非常事態を想定するということにつながり、忌み嫌わ
れることであったし、今もそうだろう。
　とくにトヨタ自動車の部品のストックを持たないと
いう「ジャストインタイム」、「カンバン方式」などと
いう経済効率万能主義が、あたかもビジネスの成功譚
扱いされて有名になったことも大きい。
　オイルショック以来、石油の備蓄は認知されるよう
になったが、政府が米の備蓄をわずか数か月分行って
も倉庫代の無駄だと攻撃される。
　ましてや流行するかしないか予測できない感染症の
ワクチンを数千万人分確保するなどという発想はない
から、インフルエンザ流行の兆しがあるとなるとあわ
ててワクチンを海外から輸入し、国産の体制が整うと
今度は大量に余って破棄するというバカなことを２年
前にやったことをご記憶だろうか。

４    おわりに

　以上、今回の大災害で私が技術者としての職業人生
で最大のショックを受け、気分が高揚している状況で書
いた駄文をお読み頂きありがとうございます。
　私も、最近現地を視察しましたが、津波が全てを流
し去り、木造家屋は上物は無くわずかに土台の跡があ
るばかり。一面の荒野の中に鉄筋コンクリートや鉄
骨のビルが内部は失われてポツンポツンと点在してい
る、この光景どこかで見たぞ……。そう、記憶のファ
イルを繰ってみれば昭和20年（1945）夏の東京の、横
浜の、名古屋の、広島や長崎の今次大戦による空襲後
の焼跡そのものです。まさか一生の間にこんな光景を
２回も見るとは思いませんでした。
　社会や家庭にとって戦争も大災害だということを改
めて痛感した次第です。
　技術者の方々が、今回の災害の経験を基に、より安
全で安心のできる美しい国土を作り出して頂けるよう
心から期待しています。
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