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　2年前の本誌に「老人の妄想」という駄文を書かせて

貰った。砂防関係の各位にお話しする機会はもうあるま

いと、大げさにいえば遺言のつもりで、どなたにも気兼

ねしないで勝手なことを書き、自己満足していた。とこ

ろが今回又、編集の方から依頼があり、即座にお断りす

る筈が、なんやかや云ってる内に、承知してしまった。

こうなってしまったのは編集の方のねばりが主因ではあ

るけれど、この2年間に発生した大災害、いうまでもなく

3.11の東北大震災のショック、それを契機に考えざるを得

なかった事柄を書いておいた方が良いのではと思い始め

たからでもある。

３.11以後

　テレビつけっ放しの自堕落な昼寝から覚めるともなく、

眺めたテレビには、田畑や集落を破壊しつつ前進する津

波を執拗に追い続けるヘリ画像が、延々と映し出されて

いた。「これが津波だ！」と瞬間的に、深く、思い知った。

災害に関わる仕事に長く関わり、終点に近い時点で初め

て「津波」を実感できたという気持ちと、しかしもう、

何も関わりようがない年寄りであるという自覚があった。

以来、大規模な痛ましい被害の実態、更には福島原発の

深刻な危機が昼夜を分かたず連続して報道され（それは

今も続いているが）、引退したヒマ老人はテレビにくぎ付

けという事態がしばらく続いた。

　昔風の数え年でいえば80歳になる老人で悠々自適の生

活を過ごしている姿にみえても精神状態はそれほど不動

のものではない。若い人には杞憂に過ぎない事柄でも長

く気になり、不機嫌にもなる。そういう自分がバカバカ

しいと判っていて更に不機嫌になる。遠く離れた関西に

住み日常生活には殆ど影響がない東北の災害ニュースで

も、必要以上に反応する自分の気分が腹立たしい。

　当然のことながら、これを契機として、災害について

の考え方、防災技術についての根源的な見直し、反省の

議論が、専門家のみならず、広く一般の人々にも広まり

つつある。防災の基本思想が大きく変革せざるを得なく

なったことは確かである。またそれは原発事故という国

のエネルギー政策の変革をも迫る深刻な問題にも深く関

係する事態になっている。最近、日本地震学会は「現在

の地震学では予知は非常に困難、予知に依存しない防災

を」と宣言した。長い年月をかけて多額の国費を投入し

て、地震予知体制を着々進めてきたはずと思っていた私

にとっては、今更、何を言うのか、という気持ちになるが、

今回の地震発生が及ぼした研究者へ大きいショック、深

い反省がうかがえるし、国の地震研究、対策の方向が大

きく転換されるだろう。今日のニュースではイタリアの地

震専門家7人が地震予知に失敗したとして禁固6年の判決

があったと報じられており、専門家、科学者の社会的責

任をどう考えるか難しい問題を提起している。

　ところで、どのような災害対策についても、対応すべ

き災害の規模、大きさを最初に予想（あるいは仮定）す

べきは当然である。それがないとハード対策としての防

護工を計画できないし、ソフト対応としての警戒避難体

制も策定できない。それは計画量と呼ばれ、200年超過確

率雨量とか、既往最大土砂流出量とかが採用されてきた。

この基本計画量はどのような災害についても、その防災

指針の根幹をなす数値である。今回の災害の教訓として

既往の計画量の見直しの論議が始まり、それはすべての

分野の防災計画の基本思想に大きい影響を及ぼすことは

確実である。

　今、提言されているのは「想定外の規模の災害が起こ

り得ることを考えておく」ということである。「想定外の

こと」とは「考えられないこと」であり、それをどうやっ

て考えるのか、というのは老人のいちゃもんであり、こ

こでは触れない。「想定外」に対応する「想定内」は端的

にいえば今までの基本計画量であろう。それがいつ、誰

がきめたかは知らないが、国の防災投資の基本方針を端

的に表現している。無限に大きい災害を想定して無限の

経費を投入することはできず、世間の人（誰だかよくは

わからぬが）がある程度納得する値として、200年超過確

率雨量とか既往最大土砂流出量が存在していたのだろう。

　今回、それをはるかに超える大規模な災害が発生し甚

大なる被害を生じたことから、既往の計画量以上の規模
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の災害が起こり得ることを自覚し、その対応を考えてお

くべきだというのが、「想定外の規模の災害の可能性を考

えておく」ということの意味だろう。既往の計画量を決

定するのに超過発生確率の考え方が基本にあったわけで、

確率論的に考えれば、計画量以上の規模の災害が全く起

こらないとは思っていなかったはずである。しかしなが

ら一旦計画量が決定されてしまうと，いつのまにか、そ

れ以上の災害は起こり得ないと思いこみ、思考停止状態、

想定外になってしまう。阪神大震災で多数の橋脚が倒壊

したときも同じような話があったように思う。十分な強

度設計で造られた橋脚だから絶対に倒壊しないと思いこ

むと、そこで思考停止が起こり、万が一、破壊されたと

きの対応は誰も考えなくなる。起こり得ないと思うけど、

仮に橋脚が破壊されても橋桁がすぐには落下しない方策

を考えておいたとしたら走行車両が落下しないですんだ

だろうという議論だったと思う。

　人間は本質的に異常なこと、例外的なことを嫌うよう

で、日常的に決まった、或いは決められたことを殆ど無

意識のうちに粛々とこなして暮らしていくのが快適だと

思うようである。要するにその範囲外のことは「思考停止」

して暮らしているのである。「思考停止」は一種のはやり

言葉のようで、iPadで検索すれば、ずらずらと項目がで

てくる。経済不況の折から、経営危機における経営者や

社員の「思考停止」の弊害を論じているのが多いように

思う。古く遡れば古代ギリシャ哲学懐疑主義派（ピュロ

ン派）に「エポケー」（判断停止）なる概念があったそう

な（最近読んだ本にもっと説明があったと思うが、何の

本だったか全く思い出せないのでこれ以上は触れない）。

といったような反省から、最近公表される、今後の太平

洋沿岸部の津波の最大高さは各地で20ｍに迫る巨大な規

模になっている。これは複数の悪条件が複合して揃った

場合の最大値であり、それが必ず起こるわけではないが、

起こる可能性は皆無でないことを忘れないで（思考停止

しないで）防災計画を立てるべきだということである。

当然、既存の津波に関する防災計画は根本から考え直す

ことになる。今でも遅れ気味といわれる東北地方の復興

事業を進めるのに大きい影響を及ぼすであろうし、21世

紀前半には発生する可能性があるという南海トラフ巨大

地震による東海、近畿、四国の太平洋沿岸部の津波対策

も再検討が必要である。

　問題はこういう提議を防災技術者側がどのように消化

して具体的な対応策が提案できるかということだろう。

このような巨大な規模の津波に対して、ハード対策工の

限界は明白で、20ｍ前後の巨大擁壁群で日本列島を取り

囲むわけにはいかないし（大津波を対策工で直接阻止で

きるのは、それこそ原発クラスの重要施設だけだろう）、

対応の主体は、既にいろいろ議論されている通り、ソフ

トな対応策で居住地の高台移転の促進や警戒避難体制の

強化だろう。しかしそれもマスコミで指摘されている通

り簡単な問題ではない。

　私は「想定外の規模」だけで思考停止してしまうと何

も出来なくなってしまうと思う。例えば20m高さの津波に

対して、10m分はハード対策で、こぼれ出る10m分をソフ

ト対応でという考えはナンセンスでしょうか。シロウト論

議はやめにするが、ハードとソフトの分担、その有機的

な繋がりを考えるのはどうだろうか。

　この災害を契機として、国土の防災基盤を強化してい

くべきだという議論も出てきた。その通りだと思うが（公

共事業待望論は論外であるが）、昨今の財源問題を考えれ

ば、地道に長期計画で進めていくしかない。ところで最

近の人口動態予測によれば、2080年代には日本の人口は

6000万人台まで急減するという。それは当然国の総生産

量の減少を齎すだろう。守るべき人間が減り、財源も減

る訳である。人口減は全国一律に生じるはずはなく地域

的格差は拡大するだろう。また災害は地域の問題である。

地域ごとの人口、産業動態の将来予測と振興策を示す地

域計画の提示がまず必要で、その一環として防災計画が

あるべきだろう。

　と、いうような課題が3.11以降に、日本の防災屋全般に

突きつけられていると思う。

　ところで、砂防屋の皆さんはどうお考えでしょうか？  

3.11以降には、紀伊半島で未曾有の豪雨で深層崩壊が多発

し、崩土による天然ダムがいくつも出現し、崩落が心配さ

れたが、事なきを得たようだ。天然ダムの問題はかなり

以前から多数の研究の蓄積があったから、その成果も生

かせたのではと、勝手に思っている。ところで、この災

害は想定外の規模だったのでしょうか？　私が申し上げ

たいのは例えば、3.11を契機として、防災専門家のみなら

ず、一般市民の災害への関心が高ま

り、防災計画に関わる基本的な考え

方にも意見を出すようになり、砂防

計画の基本的な計画量なども仲間内

だけの閉鎖的議論で決められなくな
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り、広く一般市民が納得する開けた議論にする時代が

近く来るのでは、というようなことである。

高齢者予備軍の方々に

　今、難しい局面で奮闘されて

いる優秀な現職の砂防専門家に

役立たずの妄言をぐずぐず云う

のはやめましょう。本稿を終わ

る前に、話はがらりと転換し、後期高齢者入りしてだ

いぶ時を経た老人から、最近、高齢者入りした方々、

或いは高齢者予備軍の方々に老婆心ながら申し上げた

いことがあります。

　ぶっちゃけていえば、人間、年を取っていくという

のは、死に刻々近づき、体力が減少し、数々の病が増え、

身内や親しい人との別れが連続し、何もいいことなし

になっていくことです。さらに高齢になればなるほど、

数々の苦が増大していくわけです（みもふたもなく、

そういうことをいったのがお釈迦さんのようで）。老人

性うつ病に陥るのも当然でしょう。しかしながら、人

間はそれを回避する方策も心得ているようで、多くの

方々は、そういう現実については「思考停止」し、楽

しいことや、やりたいことに熱中して、終点を迎えた

いと思っている。不幸にも、思考停止が出来ないくら

いの深い悲しみ、苦しみに遭遇してしまったら、どう

するのか。テレビでの、ある精神科医の先生の、「究極

の段階で救いになるのが、“祈り”です。ひたすら祈る

ことです」という発言に、なるほどと思った。それが

宗教なのだと感心した。

  「思考停止」を可能にする楽しみ、やりがいは何か。

本当はそれは仕事だと思う。哲学者、小説家、画家、

音楽家等々、自分個人の力だけで生涯現役を続けられ

るモノをお持ちの方は大変幸運で、何も言うことあり

ません。一般に、研究者は大学等を定年退職しても生

涯かけて独自に好きな研究を続けられるとお思いでし

ょうが、私のごとく砂防学、緑化工学などフィールド

調査をも欠かせない応用工学系の研究者には、その道

は大変困難である。急こう配の山道を登れなくては話

が始まらない。計測器の目盛が老眼で見えないでは話

にならない。応用工学は時代の流れや社会経済的条件

に従って、内容は大きく変わってくる（そうでないと

意味がない）。勿論、長年その道の研究を続けてきた者

として、お手伝いできることはあるが、フルタイムの

やりがいというわけにはいかない。

　私は還暦の頃、何か趣味を作りなさい、とのご忠告（或

いは苦言、余程、教養のない人間だったのだろう）を

複数の方々から頂いたことに大変感謝している。80歳

近くになったいま、後輩の方々には、趣味は持った方

が良いというより、持つべきもの、持たなイカンと申し

上げたい。自己を直視すれば、お釈迦様の言う通りの

宿命にある。年を取りつつヒマになれば、その宿命に

意識が集中するのは当然で、よほど強靭な神経を持つ

人でない限り、老人性うつ症状の方向へ進んでしまう。

それは本人の勝手ともいえるけれど、人間、孤独では

生きていけず、周りの関係者にとって扱いにくい老人

になり、大迷惑である。

　やりがいがある（思考停止に値するだけの）趣味と

いうのは、深く広い基礎知識や技術習得を必要とし、

長く関わらないと作り上げられないし、楽しみという

境地に至らないから、なるべく早い時期から始めるべ

きだと思う。

　私ごとで言えば、60歳前半に学術会議会員を6年ほど

勤めさせて頂き、広範な学問分野の大先生方に接して、

未知の広大にして深遠な学術世界をちょっとだけ覗か

せていただいた。特に理学部系、文学部系の先生方の

発想は私には新鮮でした。60歳後半から8年ほど小さな

文系単科大学にお世話になり、若くて優秀な（それと

功成り、名を遂げた老齢の）文学部出身の先生方との

交流は貴重でした。この２つの幸運によって、専門外

の広い世界の存在を認識でき、趣味としての読書の範

囲を拡大できました。今は自然科学系の読物（宇宙論

や生物進化、地球の話）、人文系の読物（高齢者らしく、

哲学・宗教、歴史）の乱読ですが、読めば読むほど、

どんどん忘れる。これでは意味ないなと思いながら、

それでも続けていると、読んだことを全部忘れていく

わけでもなく、数パーセントの記憶の残り滓でも集積

し、年を重ねると知識の構造が形成され（歪んだ構造

でしょうが）ることが判りました。そうなると本の読

み方に余裕がでてきて、楽しくなってきます。

　絵が好きな自分を60歳で発見したのも幸運でした。

比較的若い頃から、リモセン関連の画像処理の仕事を

していたが、60歳頃からペイント系のソフト上でマウ

スを使って絵を描けることを知り、比較的簡単にはま

ってしまった。ピカソみたいな（ピカソに失礼だ！）
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妄想的絵をマウスの動きにまかせて描くのは最良の気

分転換、ストレス解消法であり、今でも続いている（マ

ウスがタブレットに変わったが）。73歳で引退後に、運

動不足解消のため戸外でのスケッチを始め、今は鉛筆

や絵筆での絵も描くようになった。

　私にとって絵を描くことは、時を忘れて熱中する手

段（思考停止の手段）であり、出来あがった絵は重要

ではない（欲しい人には差し上げるが、そんな物好き

は数少ない）。最近、私の絵は細密化の傾向にあり、職

人さんのごとく、細かい図形を単調に繰り返し、時間

を掛けて無心に描く。そんな単調な作業は若い頃の私

はもっとも苦手としたはずなのに。美学系の大先生の

言では、昔は細密にして絢爛豪華な伝統的日本工芸品

を手掛ける若い職人さんは食を減らして、人為的に若

さ故のエネルギーを減退させ、長時間の単調にして繊

細な仕事に耐えたという。つまりはエネルギーが枯渇

した老人になったということだ。

　読書や美術、音楽鑑賞といった、頭脳だけ働かせる

受動的な趣味よりも、絵を描くとか楽器を演奏すると

いった身体を使う能動的趣味の方が良いといわれるが、

その通りと思う。能動的趣味の方が「思考停止手段」

として有効だと思うからである。ただし能動的趣味が

楽しみに達するまでは、それなりの技術習得が必要で

（鉛筆やマウスで円や直線をフリーハンドで自由に描け

るようになるだけでも結構な時間を要する）、それゆえ

なるべく早く始める方が良い。最近は身体論とか心身

一体論とかの議論があり、身体を使うことが精神にも

良い影響を及ぼすということらしい。

　私が良き趣味として推奨したいのは家事である。家

事は生きている限り避けられない仕事でもある。これ

からの未曾有の高齢化社会、少子化時代に、家事を雑

事として避けて一生を終えられる人は余程幸運な方だ

けである。家事はせざるを得ないなら、それを消極的

雑事と思わないで、積極的趣味と考える方がよろしか

ろう。しかしながら、家事と趣味の決定的違いは、趣

味は気が向いたときだけやれば良いが、家事は毎日恒

常的に続けなければならず、気が向かない日には消極

的雑事としてでもこなさなければならない所にある。

　私の担当する家事は料理である（いつの日か、家内

との力関係で決まったらしい）。2，3日ごとのスーパー

への買出し（大勢のジジイが私と同じ境遇にいるのが

判る）を含めて毎日3回延々続く。外食や既製品（最近、

品質向上がめざましい）でごまかす日を作って、士気

低下を防ぐ。完全な食事担当者になって数年になるの

で、今では日常生活のサイクルの一環になっているが、

思考停止のマンネリとなるのは禁物で（趣味でなくな

る）、日々気分一新、仕事のごとく真面目に、なるべく

几帳面に進めるべきである。手抜きやオフザケは、テ

キメンに作品に現れ、それを消化する私本人に報いて

くる。料理の趣味としての価値は、製作過程では職人

的ものづくり感覚が味わえること、出来あがった作品

の品質が良ければ、短時間で消えてなくなり、満足感

が得られることだろう。

　つまらぬ私の趣味の紹介になってしまって申し訳な

いが、男性でも80歳前後まで（もっと延びるかも）は

生きなくてはならないのです。早いうちからなるべく

多様な趣味を育成すべきだと思うからです。私の経験

では趣味を見つけるきっかけは日常生活の中に沢山こ

ろがっています。ただし、自分に合ったものしか長続

きはしませんし、高齢になると無理になるものもあり

ます。70歳位までは、野山の花を写真にとり、図鑑で

学名を調べるという趣味もあったが、だんだん写真の

ピントが合わなくなり、戸外で撮影のためしゃがむと

立ちくらみが発生するようになり、諦めました。

　末筆ながら、皆さまのご多幸をお祈りします。

小橋 澄治・画
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