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【執筆に際して】 

 東日本大震災でご被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。この書は

再度の被害を回避、少なくとも最小限の減災へ向けるため、自然災害を調査し

た文献と、それに基づく提言集です。また、その目的はリスクマネジメントの

実践と、工学の立場から各種、自然災害に関する対策をガイドの形でまとめた

たものです。現地の皆様には早いご復旧と共に、各所で BCP の運用具体化を進

める皆様には、是非、「備えあれば憂いなし」の思想で、ご活用いただくことを

願う次第です。 
                      2012 年 春・吉日 

                  （有）QCD 革新研究所 代表取締役 中村 茂弘 

                  （（社）日本能率協会 専任講師担当 URL：qcd.jp） 

過去の教訓を生かし
　　　　自然災害回避した事例の分析～活用対策

　対象は人や組織でなく、自然現象である

① 真摯に「事実を分析する」
② 科学的アプローチを駆使する。
③ 問題解決の支援はJMAの使命として効果的な解決手段

　　を全て棚卸して事にあたる。
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本書の対策視点（目次）

1, 見事に災害から回避
　 された事例から

　「リスク対策の活かし方」
2, 被災時の対応から
　BCP的に災害時に用意

　した緊急時用対策の要件
　～展開を整理活用へ向ける
　具体策を示す。
3, 被災時の対応から訓練

　の重要性と要件を整理する。
4, 以上の対策に加え防災・

　被災時の復旧などに有用な
　技術開発要件を整理する。
5, リスクマネジメント上の

　要点をまとめ、示す。
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第1章 人類が避けて通れない自然災害の実情 

 （１）自然災害の捉え方 
 20011 年 3 月 11 日午後 14:46 分、東日本の沖に位置するプレート東北東に約 500Km、

東西約 200Km の移動と伴に起きたマグネチュード 9.0 の地震は、東日本に津波を送り、死

者・行方不明、約 2 万人（9 月 11 日報道：死者 15,782 人、行方不明 4,086 人）もの犠牲者

を出しました。同時に、漁船 22,000 隻、漁港 300 以上、農地 23,600Ha 被害総額は 16～

25 兆円という大災害を生じました。この地はリアス式海岸という津波被害に弱い環境を持

ちます。このため、先に示した大被害を被りました。加えて、津波対策が不完備だった福

島の原子炉問題が発生したことは、更に被害の増大化を招きました。そこで、以下に行う

解説はともかく、何を差し置いても、まずは、このような災難に遭われたご関係者の皆様、

また、今も復旧に苦労される皆様に心からお見舞い申し上げる次第です。 

この災害は、本文を書き始めた 10 月現在（7 ヶ月を過ぎても）、まだ、大変な被害で苦し

む多くの方々が残存している状況です。特に、今回、①震災、②津波被害だけでなく、③

地盤の液状化に伴う各種災害、④放射能汚染、⑤電力不足問題、⑥風評被害など、多くの

大きな被害が連続して発生中です。早期復興のためには、当然、各種対策が急がれます。

また、ここには、毎日のように報じられる、国や原子力専門関連者達の事前検討～対策の

不備、さらには、一部の方々が利得を狙った理解し難い不祥事などの発覚が関与します。

だが、本書では、筆者の非力から、この種、我々一般人には理解し難い政治的な行為に関

する解析は、その分野の専門家お任せすることにしました。その理由は、自然災害という

物理現象の対策にこの種の内容が余り関与しないためです。以上、本書では「リスク・マ

ネジメントという技術的対策が、今後、企業で働く方々を中心に、過去の教訓を生かす面

で有効な対策になる」という局面にしぼり、各種の実情分析～改善策を模索します。では、

早速、「東日本大震災に学ぶ」というテーマを中心に、被災を含め、防災、被災、減災に努

力した教訓を生かし、今後、技術的に我々が何を進めるべきか？という自然現象への対策

を紹介して行くことにします。 

 人類が自然を敵にして戦うことには自ずと限界があります。古来、人類の歴史の大半は

自然との闘いでした。多分、今後も変わらないと思います。そうなると、孫子の兵法にあ

るように「敵を知り己を知って戦えば百戦危うからず」ではありませんが、地震を含めた

自然災害に対する地球特性の理解が必要です。そこで、まず、「自然災害とはどのような内

容か？」を図 1-1 の上部を用い、解説を進めてゆくことにします。 

日本には、昔から「地震・雷・火事・おやじ」という自然の怖さを示す言葉がありまし

た。今回、発生したのは地震です。また、それに伴う多くの自然現象による災害（人災も

ここに含む注意）でした。東日本大震災(以降 3･11 と略称)の当初、「未曾有」とか「想定外」

という言葉が盛んに使われました。だが、この表現は、後で、「大震災の想定がチリ地震規

模を基準としたこと。さらに、それより甘い基準で各種対策を図ってきたことや、リスク
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対策の進め方に問題があったわけであり、未曾有（未だかつて人類が経験したことがない

事象）、想定外（予想をはるかに超えた事象の発生）というべきではない」ため、現在は、

この種の表現が使われなくなりました。 

図1-1　自然災害（ Natural disaster）と特性

１，定義：自然災害（しぜんさいがい、natural disaster）とは、危機的な自然現象（natural 
　　hazard, 例えば気象、火山噴火、地震、地滑り）によって、人命や人間の社会的活動に

　　被害が生じる現象をいう（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｱより）。
　　　　気象：台風、竜巻、豪雨、干ばつ（飢饉）、高度の暑熱、雪害、ヒョウ、森林火災、湖水・ダム決壊
　　　高潮、・・・・昆虫・生物の異常発生、隕石落下～地球温暖化現象、まで

　・日本の法令上では「自然災害」は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火
　　その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されている

２，発生特性
　　　突然に襲ってくる。予想を違えた進路と障害をもたらす。自然原理に基いた作用と
　　影響が発生する。発生程度と影響程度（エネルギーが膨大）である。など。

３，東日本関する被災内容（含む人災）
　　被害総額約20数兆円、死者・行方不明者約2万人、避難者40万人超
　　漁船22,000隻、漁港300以上、農地23,600Ha 、家屋崩壊27万戸以上・・
　　① 地震による破壊、②津波による被害、③原子炉内のメルトダウン

　　　～放射能被害、④食品を中心とした風評被害、⑤電力不足に伴う
　　一般家庭と企業生産への影響・・・N：政治不信まで

2011年3月11日に現出した内容
（一部、人災に伴う対応不備を含めて）今回出た影響

 
では、自然災害はなぜ起きるのでしょうか？専門家は下に示したように整理しています。

特にここで注目すべき事項は、残念ながら、「人が進める危機管理の程度と対策の甘さ：『脆

弱性』が被害の大小に大きく関与する点」です。 

自然災害はなぜ起きるか？ 当然の理屈（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｱより）

自然災害がなぜ起こるかについては、次の公式に帰結している。
Disasters occur when hazards meet vulnerability.

「災害は、危機が脆弱性と出会うことで起こる」

　社会のもつ脆弱性（災害に対する弱さ）は防災計画がなかったり、適切な危機管理がなされなかった
りすることでさらに大きくなり、人的被害、経済的被害、環境に対する被害を大きくする。最終的な被害
の大きさは、被害者を支援し災害拡大を抑えるための人員の数や、災害からの回復力の大きさに依存
する。
　「disaster」（「災害」）と 「hazard」（「危機」、「現象」）は意味が異なる。ユネスコの地球科学プログラム
では、「ナチュラル・ハザード」（Natural Hazard、自然現象）と「ナチュラル・ディザスター」（Natural 
Disaster, 自然災害）を次のように定義している。
　

◎「ナチュラル・ハザード」とは、大気・地質学・水文学的原因で、太陽系規模・地球規模・地域規模・
　　国家規模あるいは地方規模の範囲を、急速または緩慢に襲う事象により引き起こされる、自然に
　　発生する物理的現象である。地震、火山噴火、地滑り、津波、洪水、干ばつが含まれる。

□「ナチュラル・ディザスター」（自然災害）とは、ナチュラル・ハザードの結果または影響である。社会
　　の持続可能性の崩壊と、経済的・社会的発展の混乱を意味する。

　　　もし天変地異などの「自然現象」（ナチュラル・ハザード）が起こったとしても、その場所に脆弱性が
　　なければ（例えば異変の起こった一帯にだれも住んでいない場合）、「自然災害」（ナチュラル・ディ
　　ザスター）が起こることはない。その環境に人間活動も社会もなければ、自然現象は単なる現象で
　　あり、誰も被害を受ける可能性はないため「危機」にも「災害」にもならない。このため、「自然災害」
　　の「自然」（natural）という部分に対する異議もある。

　自然災害は、人為的な原因による災害（「人災」）に対して、天災とも呼ばれる。しかし実際に「天災」と
呼ばれているものは、社会の脆弱性など人為的な原因により人的被害が拡大されている側面が大きい
ため、「天災」という呼び方は適切なものではない。
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一例として、地震考古学の見地からまとめた寒川旭著「地震の日本史」中公新書を読む

と、「日本列島は地震研究の歴史をたどるのに、他国にはるかに勝る豊富な記録が地層と共

に残っています。また、断層、地割れ、液状化現象などの痕跡が数多、地表に顔を出し、

これほど豊富な地震研究の教材を持つ国は無い」という内容が示されています。この書で

は、3･11 で発生した液状化現象も、過去、何回も繰り返して起きたことや、液状化の痕跡

が地震調査には欠かせない重要な研究材料になっていることが判ります。このことは、図

1-2（出展：東京大学地震研究所 HP）を見て、素人でも推察される内容ですが、残念なが

ら、正に、日本列島は火山帯の上に位置し、「人類が危険地帯で暮し、また、我々が日本に

住居を構えている死を覚悟して暮らす以上、『自然災害を免れる策づくり』を抜きにして、

無事に生活は出来ない」という内容です。 

 

図1-2　地震発生と津波発生の状況

http://www.yokohama-cci.or.jp/sangyoubousai/manual.pdf

 
 

「では、津波は過去どのような頻度で東日本（以降、3･11 と略称します）を襲ってきた

か？」について図 1-3 にまとめてみることにします。我々には、都市を襲った M7.3 の阪神

淡路大震災が記憶に新しい地震です。この地震で、死者 6,434 名、行方不明者 3 名、被害

総額 9.9 兆円という被害が出ました。だが、今回の 3･11 は、その規模をはるかに超える被

害でした。ここで、もし、3･11 が都市部を襲う地震だった場合、被害はさらに増大し、信

じられない被害になっていたことが想定されます。このため、近く発生が予想される関東

大震災を始め、大阪、名古屋などの都市では、大掛かりな対策が進行中です。是非、多く

の対策が進み、今後の被害は軽微になることを願う次第です。ここで、再度、話を戻し、

東日本を襲った地震の歴史（津波を含めた）を追うことにします。図 1-3 の赤丸がついた項
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目が東日本に関与する地震の発生状況ですが、経緯を見て判る通り、東日本で起きた地震

は、発生期間で見ると、何と、『100 年に約 4 回』という頻度だったことが判ります。 

図1-3　日本を襲った大震災と津波

２，関東大震災：1923年（大正12年9月1日、M7.9）
　　死者・行方不明者10万5千余り、家屋の全壊10万9千、焼失21万2千という未曾有の大災害
　がもたらされました。 被害総額は当時の国家予算の1年4カ月分に達するといわれています。
　…という記録

３，チリ地震（1960年チリ・モカ島で発生M9.6）
　　　2010年2月のチリ地震で避難勧告だしても誰も逃げなかった。 自民公明でこれをもとに
　　津波対策の国民への啓蒙・避難・対策をカバーした ... と記載

４，阪神淡路大震災：1995年（平成7年1月17日、M7.3）
　　死者は6434人 。高速道路は倒れ、ビル崩壊に加え大火災が発生

５，東日本大震災：20011年（平成3年3月11日、M9.0）

１，貞観地震：867年：平安時代（貞観11年　M8.3とされる）
　　流光、昼のごとく隠映する。 しばらく人々は泣き叫び、倒れて立つこともできなかった。
　ある者は家屋が倒壊して圧死し、ある者は裂けた地面に埋もれた。牛馬は驚いて走り出し、
…という記録

ジョウカン

1896年「明治三陸大津波」　今回に匹敵する2万人が犠牲

1933年　「昭和三陸大津波」　犠牲者3000人

約100年
に4回！

 
 

また、このことから、「大きな地震が来たのだから、プレートにたまったエネルギーは解

法されたはずだ」とか「もうしばらく、地震は来ないよ！」と考えて生活して行くことは、

大きな判断ミスを招きます。同時に、今回、3･11 では地震・津波対策に対するリスク設定

の程度がかなり甘かったことが指摘されました。その理由は、先にも記載しましたが、「も

し、今回、地球の対岸で起きたチリ津波をモデルにしたリスク規模ではなくて、それ以前、

東日本で実際起きていた、貞観地震＋αで対策しておけば被害は少なかった」としてきた

からです。だが、この指摘も今は、「たら、れば」です。事実、の専門家達の解析は無視さ

れ、釜石に大堤防が建造されました「だが、たとえギネスブックに載ったとはいえ、釜石

に築いた巨大な防潮堤（再度、詳細に後述）では、3･11 規模の津波の回避は出来なかった

ことが想定されていたはず！」という指摘は変わりません。同時に、今回、「少なくとも、

低地に住居を構えていた方の避難や回避、また、巨大な防潮堤も越える津波に対する各種

の対策が進み、想定外とされるような事象に巻き込まれなかったはずである」という反省

は、悔やんでも悔やみきれないほど残念な事象です。もしこのような分析が重視され、よ

り巨大な地震＋津波に対しても、「備えあれば憂いなし」という状況で対策が生かされたな

らば、3･11 の被害はかなり小規模に収まっていたからです。 

以上、このようなの自然科学による解析から、今後、自然災害に際しは、厳しいリスク

対策が望まれる次第です。このためか？3･11 以降、政府や自治体は「低地には『網掛け』

という名称と共に、1,000 年に 1 回の津波にも備える対策に切り替え、津波対策が十分で無

 4 



い住居やビル建設に制限を設ける」としました。この対策は、低地に再度の住居を建設す

る対策に比べ、はるかに費用の増大を招くかもしれません。しかし、人の命はお金で評価

できません。また、再度の災害の繰り返しは何としても防止すべきです。そうなると、今

後は、多くの知恵と工夫を駆使して、何とか高地への住居移転を含め、被災防止のために

有効な対策の探求～具現化に指向すべきです。 

 

（２）リスクの想定について 

 3･11 発生時、「未曾有」「想定外」という言葉が報道では盛んに乱発しました。しかし、

この種の表現をいくら駆使しても、神々が管理される自然現象（自然界のメカニズム）と

は無関係です。「自然界の原理から見れば、残念ながら、単にリスクの想定レベルが低かっ

た」となるからです。事実、近隣の女川・原発では 3･11 規模の津波を予想して防潮堤を建

設していたため被害を逃れました。だが、福島第一原子炉では、防潮堤が低い上、原子炉

停止時に欠かせない補助発電機（バックアップ電源）が 2 台とも地下ピット内にあったと

いう設計・施工ミスを関係者が行った行為に加え、3･11 の 4 ヶ月前に行った工事では、非

常用監視装置の接続線が外されたままになっていました（日本経済新聞 2012 年 1 月 19 日

記事）。各種点検と審査する側も、この対策内容を放置していたという信じ難い管理システ

ムの存在は、多くの方々が衝撃を受けた処置です。このように、「自然災害対策に当たり、

判っているリスクを扱うか？」ということは、自然災害への被災内容に大きく関与します。

そこで、早速、「リスクと想定の仕方（評価）は？」から解説に入ることにします。 

産業界ではリスク・マネジメント手法上、リスクを次のように定義して活用してきまし

た。ちなみに、皆様のご記憶に新しいマグネチュード 9.3 とされるスマトラ沖大地震（2004

年に発生）では、一瞬にして 22 万人、負傷者 13 万人を超える人々を出す惨事が起きまし

た。過去、この地域は、「発生頻度が少ない」とされ、リスク対策は重視されてこなかった

ため対策が脆弱だったためです。だが、事が起きた時の重大性は「致命的」というレベル

でした（その後、この地域は 100～150 年に 1 回大地震が発生することが後の調査で明らか

になった）。このように、自然災害に対しては、たとえ頻度が少なくても、被害が重大な対

象は、その予防策と緊急対策を進めておくべきです。 

リスク＝発生頻度×事が起きた時の重大性 

 【発生頻度：5 段階評価】 ×  【事が起きた時の重大性】 

  ５：必ず起きる         ５：致命的 

  ４：発生可能性大        ４：影響は重大 

  ３：五分五分          ３：影響がある 

  ２：極めて少ない        ２：影響は許容できる 

  １：無い            １：影響は全くない 

以降、この地域（環太平洋）では、スマトラ沖地震の後、国際協力を得て、地震調査の

ため、各地に地震計が配備しました。その結果、過去「頻度が少ない」と言っていたこと
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は誤りだった反省から、防災のための各種予防策が進みました。特に、防潮堤のようなハ

ードの対策だけでは不十分なため、緊急時には避難するための各種対策です。その結果、

その後に発生した津波被害は軽微です。以上、リスクの設定と評価の解説をしましたが、

3･11 は、写真 1 と 2 に例示したような津波の再来が常に懸念される地域です。この意味で

自然災害対策に対しては、許される範囲で、あらゆる知恵と対策を打つ対象です。下の写

真は隣人である JMA 所属の保母さまが 3･11 のボランティアの仲間と共に被災地の支援 

地を回ったルートとその

付近の状況、また、被災

活動に当たった対策前の

現場の状況を撮ったもの

です。被災の状況の凄ま

じさに加え、ご注目願い

たい内容は、写真の右下

の碑です。台の中間まで

津波が来たわけですが、

倒壊無し、後方の高台の

家は無傷であることが判

ります。また、この例は、

残念ながら、ここまで 

【写真１ 】気仙沼と被災状況例として（2011年8月）
JMA・保母氏がボランティア

復興支援で訪問時の経路

 

記載してきた内容を重視した対策の実行が望まれる一例を示す結果となってしまいました

（この碑が我々に訴えかけていると思い、ここに掲載しました）。 

【写真２】　被災地の状況
URL：https://skydrive.live.com/?cid=E1DE36C8302689A8&id
=E1DE36C8302689A8%21577 2011-5震災ボランティアより
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図1-4　リスク発生防止・PPA対策の進め方（Potential　Problem　Analysis)

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

ﾘｽｸ分析
の様式例

予防策と評価　　緊急時策と評価　　Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

PPAの記入様式の例

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

対策を検討・記載する

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の

　　低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況

　　を評価する

 
 

では、つぎに、リスク対策を具体的に進める手順について図 1-４を用いて紹介すること

にします。このリスク解析手順は NASA で開発された KT 法（ケプナー・トリゴー法）の

ひとつ（潜在問題を扱う）PPA の様式です。手順は、まず、①リスクとされる項目の列挙

です。次に、②なぜ、どのような理由でそのリスクが想定されたのか？を説明します。そ

の後、③P と S の欄に、リスクの大きさを記載します。これで、リスクの列挙と P×S で重

大性の整理が終わり、いよいよ、リスク低減のための策を考える段階に入ります。④では

「まず、リスクは回避すべき」という思想で予防策を考えます。同時に、E（Ease）：実施

に移す際の容易性と、F（Feasibility）：実現可能性を次の概念で評価します。 

【容易性：5 段階評価】   ×  【実現可能性：5 段階】 

  ５：極めて容易         ５：極めて大 

  ４：かなり容易         ４：かなり大きい 

  ３：まあ出来るだろう      ３：多少は認められる 

  ２：ほとんどできない      ２：ほとんど効果が無い 

  １：無い            １：は全くない 

しかし、予防策を駆使しても問題が回避出来ない状況に至った場合、⑤緊急時用として

準備した対策を下す必要が生じます。自然災害の場合、例えば、「津波が来たら訓練で得た

内容を基に高台に大急ぎで逃げる」という対策をとるわけですが、その容易性×効果を 5

段階で評価します。このような検討の結果、⑥ 終的にリスクがどの程度低下したか？を

評価し、自然災害対策に対する予防と緊急時対策の準備を図る手続きがリスク対策です。 

リスク対策には「リスクを被った場合の見積もりの想定」がリスク対策を進める際に重

 7 



要になります。リスク回避策の程度にもよりますが、どのような小さいリスクでも、その

全てをカバーしようとすると膨大な費用と時間を要します。しかし、「リスクは 小限にし

たい。」そうなると、リスクと影響を 初に想定して、ある範囲（許容できる範囲）を定め

て対策を進める必要が生じます。この詳細は個々の対象や環境条件などにより異なるわけ

ですが、ここでは、その判定に役立つ事項をハインリッヒの法則と共に示してみたいと思

います。では、図 1-5 をご覧下さい。 

 

【リスクの評価方法】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

図1-5　ハインリッヒの法則と活用　　

リスクの回避：リスクの排除、
損害発生の可能性を皆無にする対策

ボーダーライン

超
え
る
例

リスクの軽減：損害の発生頻度を低くしたり、

　　損害額を小さくするための対策

リ
ス
ク
発
生
時
の
対
策

リスクの転嫁：自社がかかえているリスクを

　　　第三者に転嫁する手法

リスクの保有：財務的検証に基づく経営判断により、

　　　　　　自社でそのリスクを抱え込む。

【問題現出の例】
自然災害
不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・など
物理現象の発生

ヒヤット

多少の
不安

30件の１件が

顕在化する

 
図の右下がハインリッヒの法則です。この法則は、平均的に 29:1 でヒヤット（ニヤーミ

ス）を放置すると被害が現出する様子を示したものですが、ボーダーラインを超えた事象

が災害など物理現象として現れる様子を示します。リスクの発生を処置してボーダーライ

ンを超えると、①リスクの保有という形で全てを被る状況。②リスクは受けたが、転化と

いう形で、高額な保険や支援などで回復へ向ける。③リスクは被ったが幸いに軽微だった

ので少ない資金や多少の支援を受けて回復へ向かうことができるという、3 段階のどれかに

対処することになります。そうなると、自然災害に際しては「 初からボーダーラインの

下に存在するリスクを想定し、手を打っておけばよいではないか！」という対策がリスク

対策になります。そしてその対策の手順が、先に図 1-4 で示した手順です。また、この状況

をイメージと示したのが、シャベルで三角形の砂山を崩す、いわゆる『砂山崩し』であり、

ヒヤットの撲滅こそがリスク発生を防止する 良の活動になります。 

 

（３）自然災害に対するリスク・マネジメントシステムの在り方について 

リスク・マネジメントには多くの対策システムがあります。だが、自然災害に対しては
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「教訓を生かし、絶対に被災者を出さない。出しても 小限にすべきです」と考えるべき

です。なお、企業で活用してきたマネジメントシステムには多くの方式があります。そこ

で、以下「自然災害の防止にどれをつかうべきか？」という選択に入ることにします。日

本では多くの企業が品質改善に当たり PDCA というマネジメントシステム(管理の輪)を使

ってきました。 

図1-6-①　日本的なPCDAと国際的PDCAの差異

ISOのP-D-C＆Act.

Act.：継続的改善へ処置

　　　　　　　一流の追及

Ｐ

D

C

P

DC

ＰD

CP

スパイラルアップして
更なる高みへ・・・

Plan.:顧客要求事項及び組織の方針

　　に沿った結果を出すために、必要
　　な目標及びﾌﾟﾛｾｽを設定する。
Do:それらのﾌﾟﾛｾｽを実行する。
Check:方針、目標，製品要求事項に

　　照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、
　　その結果を報告する。
Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に

　　改善するための処置をとる。　

P-D-C-A　4つの輪を皆で回そう

日本的QC活動

P

D

C

A

　Doは行動
Action も行動

どう違うの？

ISO9000

反省・見直し

 
 

図 1-6 の右側が PDCA：4 つの輪を皆で押して品質向上に努力しようというものです。こ

の図は 初、品質管理で有名なデミング博士が日本に訪れた 1950 年代、「本来は P-D-C 管

理です。だが、P:標準（定めた品質基準という計画）どおりのもの作りを願っても、まだ、

品質管理レベルに未熟だった日本においては、その達成には無理がある。そこで、ある程

度納得行く線で標準化を定め、D：その通り行い、C：確認後、cA：多少の修正を入れてで

も( Corrective Action)標準通りの物づくりに努力しなさい」と指導しました。だが、この指

導を受けた当時の学者先生、“c”の意味が解らなかったようです。そこで、一種の反省のよ

うな解釈と共に“c”の文字を除外して、P-D-C-A をデミングサークルという名をつけ、A:

反省と定め、図化して品質改善運動に利用しました。このよう取り決めはともかく、その

結果、小集団活動をベースとした品質改善運動は、当時の日本で大きな役割を果たしまし

た。その結果、いつの時代からか？正しい意味は忘れられ、D:行動、A:行動の意味の区別

がつかなくなり、単に P-D-C-A と、全くその意味を考えず、お題目のように PDCA と唱え、

品質改善に当たる風潮が一般化しました。そのうち、やがて P:「とにかくやってみよう」

となり、計画に相当する標準化の中身を十分に検討しないまま（いい加減な Plan）、D:でた

らめな行動を取り、C:チェックしてみた結果、問題だらけなので、A:反省のアクションを
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取る活動例が多くなりました。この状況で、完全に A＝反省となり、一時的に cA だった内

容が完全に近い形で忘れ去られました。 

 

　図1-6-②　国際的ＰＤＣとＴＱＣ的ＰＤＣＡとの差異

　「日本的品質管理」
による焼き直し結果

Ｔ
Ｑ
Ｃ
の

　

Ｐ
Ｃ
Ｄ
Ａ

Ｐ

Ｃ

ＤＡ

Ｐ　：　経営者が方針として目的・目標を決める。
　　　　部課長が仕事を標準化して、目的を達成する
　　　　方法を決める。
Ｄ　：　上司が部下を教育・訓練する。そして、ＱＣサークル
　　　　活動によって仕事を実施する。
Ｃ　：　管理者が実施状況を結果でチェックする。
Ａ　：　異常を起こした要因を発見して
　　　　再発防止の処置をとる。

誰かが？オースライズ

国
際
的
な

　

Ｐ
Ｃ
Ｄ

Ｐ

Ｃ Ｄ
Ｐ： 計画を策定する。
Ｄ： 計画通り行う。
Ｃ： 確認の後、

次の計画に移る。

Ｐ　：　目標を達成するための計画を設定する。
Ｄ　：　計画に従って実施する。
Ｃ　：　実施の結果を測定し検討する。
　　（Ａ　：　検討の結果、計画との差があれば
　　　　　　　必要な処置をとる＝Corrective Action ) 

ＴＣＱ学者グループ解釈（新規作成）
　　経営管理に改造る策を考え、解釈を変えた。
　　『全社的総合品質管理』に記載！

Aは下のサイクルの上、

継続的改善を意味する

 
 

この見直しと議論は 1990 年代に入り ISO9000 シリーズを国際的に策定する時になされ

ました。なお、ここには 1980 年代に日本の品質管理・改善を見学、視察した評価が関与し

ます。「日本では TQC（全員参画の品質改善活動）をやっている。優秀な製造現場が QC と

いう統計手法を駆使するということは、事前検討段階で使って品質向上を模索する対策に

有効な統計手法を製造現場で活用しているはずだ！製造現場の方々が開発・設計部門に乗

り込んで品質改善に当たるデザイン・インの活動以外にない。これは、見る価値が高い」

という評価でした。だが、日本企業を訪問・見学した結果、統計を発表会の後づけ資料、

お飾りに使っている例ばかりを見学した視察団の皆様は、ガッカリ。「死亡診断書づくりに

統計を活用する例は統計手法の活用意義を逸脱している。すなわち、1 件ずつ発生している

不良に手を打たず、統計をまとめ討論する方式は『死亡診断書づくり』に他ならない。こ

の方式が世界に広まっては不都合である。不良製造を認め、統計を取ってからワイワイが

やがやと討論している日本の TCQ 方式は決して世界へ流出させてはならない！」という見

解から、ISO9001:1994 年版の規定に「統計の扱いの明確化」を加えました。 

さらに、その後、ISO の関係者は、図 1-6 の右側に示した A＝継続的改善の処置と定義し、

一流品質をベンチマークし P-D-C をスパイラルアップさせる方式を提示にしました。これ

は、既に定めていた ISO14001 にリンクした対策です。だが、「統計の扱いの明確化」とい

う言葉では行動すべき内容が不明確です。そこで、さらに、2000 年の改定で、図 1-6 の右
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側のように内容の明確化を図ったわけでした。これには、同じ時期に規定化された QS9001

の関与します。この規定は ISO9001 より優れた品質マネジメントシステムを提示していた

からです。要は、先に解説した「新製品開発段階、すなわち、事前検討段階に統計をつか

うべき」ということを要求事項として規定化していたためです。 

以上、マネジメントシステムの変遷経緯を紹介したわけですが、要点は事前検討による

問題発生防止です。しかし、自然災害対策に当たって、P-D-C の輪を廻し、スパイラルア

ップすることには、その段階（リスク対策レベル）設定レベルが問題になります。低けれ

ば被災を免れず、反省を基に対策を繰り返す方式は被災の規模に大きく関与するからです。

この教訓は後で述べる東日本大震災における高台への移住に大きく関与します。繰り返し

の解説で恐縮ですが、高台移住の例を調査すると、例えば、宮古・姉吉地区では、今回、

住居を高台に移動していたため被災者ゼロでした。だが、このような意思決定は三世に渡

ったそうです。地方紙・河北新報 2011 年 4 月 10 日報道によると、 初、1896 年の明治三

陸津波で 60 名が死亡、2 名が生き残りました。だが、その後、徐々に生活が便利な低地に

住居となり、1933 年に明治三陸津波が再来、100 名が被災しました。この時、生き残りの

たった 4 名の方がようやく覚悟を決めて高台へ移動、その結果、今回の大津波の被災を免

れた、という経緯です。この事例を見て感じることは、「いろいろな事情はあるにせよ、再

度の被害に親兄弟や子孫を被災させない」というマネジメントを駆使すべき点です。そこ

で、まだ自然災害対策に問題を持つ P-D-C というマネジメントシステムと、自然災害対策

に向けたマネジメントシステムのあり方を提案の形で図 1-7 にまとめました。 

図1-7　自然災害対策マネジメントのあり方について

　対象は人や組織でなく、自然現象である。そうなると、

① 真摯に「事実を分析する」
② 科学的アプローチを駆使する。
③ 問題解決の支援はJMAの使命として効果的な解決手段

　　を全て棚卸して事にあたる。

従来のアプローチ

Plan

DoCheck

　　経験や
有識者の知識

想定？

　　憶測？
　　学説？

安全対策
の実施

被
災
後
の
反
省

で
は
問
題
！

多くが被災！

憶測、期待、主張が産物従って立場や対面重視

新・自然災害対策のアプローチ

正確な問題把握と場と条件に応じた的確な対処策

See

PlanDo

安全対策
の実施

被災を確実に回避！

成功／失敗（被災）
事例を調査～
メカニズム解析

Did
反省を
活かす？
はカット！

検証

 
ご覧のように、図の左側の P-D-C スパイラルアップ・システムは、改善を繰り返し達成

レベルの向上を図る方式です。だが、この方式はスタートラインの設定レベルが被災に大
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きく関与します。悪く言うと、「 初から被災を認める対策を含む危険を持つマネジメント

システム」です。ある種、先の宮古・姉吉地区・高台移動の例のように、意思決定の失敗

を反省しながら 終レベルに向かう危険が内在した例です。こう考えると、誰が見ても、「被

災者を出しながら対策の向上を進める P-D-C システムを自然災害に適用すべきではな

い！」ということになります。その例として、3･11 のリスク対策レベルの多くが地球の対

岸で起きたチリ津波対応のレベルでした。特に、福島原発などでは、費用減のため、潮堤

の高さは 15.7ｍを想定していたにも係わらず、たった 5.7m、しかもチリ津波のレベルより

甘い想定で建造ました。そうなると、自然災害に当たっては、まず過去を調べつくした対

処：Did が必要です。図 1-7 の右側のように、まず、過去に実際あった被害/回避事例を調

べる Do の後（Did で調査を的確に済ませ）、よく実情を確かめる（See）を出発点にすべき

です。この対策には、「ここから下に住居を構えることならず！」という碑銘の活用も有効

です。今回の津波でも、この石碑の付近に「津波が押し寄せることはあっても、被災者は

無かった」という状況でした。我々は、このような過去の教訓を全て生かすため、「起きた

事象（Did）を精査して、被災完全防止のための対策：Plan をつくる。その後、21 世紀の

シュミレーションシステムを駆使して、その対策案を検証の後、有効な対策（安全確保が

十分な Do）を適用すべき！」です。また、これこそが自然対策に当たって適用すべきマネ

ジメントシステムの適用であり、自然災害の再来に被災ゼロを実現させる対策です。要は、

再度の See(被災を見る)ルートカットが自然災害対策マネジメントシステムです。なお、 

この方式は、物理現象を追及

し、問題の要因を除去する科

学的アプローチそのものです。

だが、同時に、自然災害とい

う物理原理に対する対策は、

これ以外に良い対策手順は無

いと思います。また、このア

プローチこそが図 1-8 のハイ

ンリッヒの法則を実務活用す

る対策法になると考えます。

では、ここまで述べてきた内

容を「企業においてこの種の 

図1-8　無災害具体化へ向けたリスク対策アプローチ

基準

自然災害、
一般のケガ～
設備故障や
不良・クレーム
などの発生状況

軽傷の事故

無傷災害

発生率

　1件

30件

1件

29件

災害ゼロ
の状態崩落

 

重大問題を誰が指令を下して扱うべきか？」という課題に対し簡単な解説を加えさせてい

ただくことにします。自然災害対策は、将来にわたり、大きな時間とお金（資金）が掛か

る対象です。同時に、近隣の企業や自治体と連携を取った対策も必要になる例を多く持つ

要件です。その意味で経営トップの意思決定と、従業員や顧客の安全を考えた対策が、対

策上の第一条件になります。要は、自然災害対策とは経営トップが大きく関与する戦略決

定であり、これが BCP に代表される事業継続対策の位置づけです。以上、この意味で、経
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営トップの皆様には、「下に記載した視点に対する解を、自ら、先頭に立ち方針を定め、関

係者を巻き込み自然災害ゼロに導く取り組みを」と、期待する次第です。 

経営トップの皆様には、釈迦に説法で恐縮ですが、・・・

トップマネジメントの注意点（多くの指導内容を整理すると）

１，戦略の重要性
　　「１つの戦略の誤りは1,000の対策（手法）の投入でも

　　カバーできない」

２，管理者の責務
　① 責任を免れない。② 限られた資源（人、設備、金、・・時間）
　を駆使して最良のアウトプットを出す。③ 部下育成～権限移譲へ

３，ビジネスとは連続して発生する問題解決の効果的対策
　　そのためには、
　①理想目標を立て、自らあくなき説得と達成努力を図る。
　② ①の達成の効率・有効性のため、最良の組織化を図る。
　③ 重点テーマを陣頭指揮して未来のモデルを早期具現化する。

　この視点で、また、一種の「提言」のような形で、今回、自然災害対策マネジ
メントの在り方を整理させていただくことにさせていただきます。

 

製造業の経営トップに必要な視点

【トップ経営視点１】　3･11：東日本大震災の被害総額やメーカーへの影響は？

【トップ経営視点２】　東日本に津波被害が起きる頻度は？

【トップ経営視点３】　経営トップが判定すべき「自然災害はなぜ起きるか？」

【トップ経営視点４】　経営トップが判定すべき「自然災害の回避策」は？

【トップ経営視点５】　自然災害マネジメント・システムのあり方？

【トップ経営視点６】　BCP利用に際し被災の経過をどう見るか？

【トップ経営視点７】　文書だけに終わったBCP事例をどう見るか？

【トップ経営視点８】　ハザードMAPをどのように利用すべきか？

【トップ経営視点９】　異分野に学ぶ被災時の訓練と指揮の不備

【トップ経営視点１０】　自然災害対策とニュービジネス

　自然災害対策に対する下記の視点に対し、経営トップとして情報をまとめ、

関係者に指揮、指導する活動が必要（下記の視点は多くの企業からご相談

をお受けする相談内容を例示したもの）です。
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第２章 東日本大震災の影響 

（１）東日本大震災の被害規模 
先に説明のように、3･11 は約 2 万人の死者・行方不明者を出しました。同時に膨大な被

害額も発生しました。では、図 2-1 を用いて被害の概要を解説することにします。 

 

図2-1　東日本大震災の影響

① 地震による破壊、②津波による被害、③原子炉内のメルトダウン～放射能被害、

（土地汚染、野菜、果物、食肉、腐葉土など）、④食品を中心とした風評被害、
⑤電力不足に伴う企業生産への影響・・・N：政治不信まで

１，人的被害　2011年7月20日警視庁発表内容

死亡：15，597名、行方不明：4，980名、避難（内閣府発表14日現在）91，552名

２，経済的被害　 2011年3月23日（内閣府による直接的被害額）１６～２５兆円

　　　　　　　　　　　　　　　　　GDPは０．２～０．５％落ち込む（１兆2500億円から2兆7000億円）

　　　東北３県の被害推定額（日本政策投資銀行調べ）
　　　　　岩手県　　　　　　　　　　　　宮城県　　　　　　　　　　　　福島県　　

4兆2760億　合計

3兆5220億沿岸部

　　7540億内陸部

6兆4920億　合計

4兆8970億沿岸部

1兆5950億内陸部

3兆1290億　合計

1兆8590億沿岸部

1兆2700億内陸部 ３県合計
１３兆８９７０億円
（GDP比２．９％）

３，逆に復興に伴う特需（東洋証券調べ:但しビジネスチャンスという狙いは、

　　　　　　　　　　　　　回復が多年度に渡る。関係者の心情的な内容が関与して利益確保は期待薄！）

　　４９．０兆円　　　２６．２兆円　　　　３０．５兆円東日本大震災（予想）

　　１５．９兆円　　　　８．５兆円　　　　　９．９兆円　　阪神淡路大震災

　　生産誘発費　　復興建設費　　　　被害総額　　　被害対象

 
 

3･11 に関しては、すでに多くの文献、写真集や書籍が発行されています。そこで、ここ

では、自然災害対策マネジメントに関する要件にしぼり解説を進めることにします。ちな

みに、3･11 の被害額は 16 兆円～25 兆円と言われます。だが、ここには、それ以外の被害

が発生しました。特に、放射能被害や被災地で暮らす方々の生活と今後は大問題です。早

く、国の予算を含め、各種の資金援助による効果が出てくることを期待する状況です。 

今回、目に付く被害の項目は、①地震による被害（含む千葉県・浦安近郊の液状化現象）

を始めとして、②津波(含む、火災などの)被害、③原子炉メルトダウン～原子炉の爆発に伴

う放射能被災(住民の避難と移転、土壌汚染～洗浄対策、・・・・)、④放射能に伴う風評被

害、⑤電力不足など、今も復興に努力される方々や避難される方々を含め、問題には、人

的、経済的に膨大な被害が出ました。今後、さらに、⑥現地の経済や生活環境～被災者の

方々の健康、生活・経済、・・教育や精神的な障害など多くの内容が残存する状況です。そ

こで、この中から、自治体が被災時に概略を見積もった被害状況を金額でまとめたのが、

図 2-1 の中央にまとめた被害額です。この金額を見て判ることは、総計が 13 億円にものぼ

り内陸、沿岸部両方に被害が及んでいることが判ります。さらに、下の表をご覧願うと、
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被害額に加え、復興、生産誘発にそれぞれ膨大な費用がかかる状況が、阪神淡路大震災に

比べて、比較にならないほど大きな金額であり、これは津波の被害の甚大を示す例です。 

 つぎに製造業の生産への影響を見て行くことにします。図 2-2 はその例ですが、震災直後、

東日本で生産する自動車の重要部品の製造が止まり、世界中で生産が止まる事態が発生し

ました。朝日新聞が 2011 年 7 月 2 日に伝えた内容を右上に例示しましたが、特に、日本企

業の自動車生産に対する影響は大きく、前月同比を大きく下回る状況に至りました。その

影響の要点を東京大学大学院経済研究所の藤本先生が調査なさった文献によると、図の下

に示したように、半導体集積回路、合成ゴム、微小部品不足が自動車生産に障害を与えた

内容によるものです。 

 

図2-2　東日本大震災が及ぼした産業界への影響の例

　　　７．１　７１，９４０　　日産

▼２４．３　８３，８９２　　ホンダ

▼２４．１１１０，９３７　　トヨタ

　　２５．２１２０，３９４クライスラー

　　　９．２１９４，１１４　フォード

　　　６．０２１５，３５８　　GM

前年同月比販売台数

6月の米新車販売 記事の要点
１，トヨタとホンダ、震災の影響で大幅減
　販売店での品揃えが限られたことが
　大きな影響として出た。
２，トヨタは震災による部品不足により
　日本からの完成車の輸入と、米生産
　共に大きく減少した。特にプリウスの
　不足が大きく62％減だった。
３，7～8月には回復をさせるが、時間

　がかかる様子である。

記事の要点
１，トヨタとホンダ、震災の影響で大幅減
　販売店での品揃えが限られたことが
　大きな影響として出た。
２，トヨタは震災による部品不足により
　日本からの完成車の輸入と、米生産
　共に大きく減少した。特にプリウスの
　不足が大きく62％減だった。
３，7～8月には回復をさせるが、時間

　がかかる様子である。

震災と共に影響を受けた部品の例
東京大学ものづくり研究センター2011年5月
東京大学大学院経済学研究科　藤本隆宏先生

　東日本大震災で自動車関連が大きい影響を受けた部材
① 半導体集積回路（ASIC)：
　　近年、茨城県ひたちなか市にあるルネサスエレクトロニクス・那珂工場で生産してきた製品
　このチップに顧客が特殊なソフトウエアを書き込む対象品の供給が3ヶ月滞ったため混乱した
　研究開発的な意味を持ち、秘密保持の関係から1社購買で開発～調達が進められるため、

　特に代替が難しい。
② 合成ゴムなどの機能性化学品：タイヤブレーキの関連（例：EPROMの茨城県鹿島・日本合成

　　ゴム、練りの福島県小高・藤倉ゴム工業、添加剤の福祉前権原町・大内新興科学）
③ 微小部品・消耗品：3万点に及ぶ部品の末端部品を東北で生産（特にトヨタ自動車関連）

 
 

 では、このようなキー部品について、「東日本を中心とする日本でどの程度生産している

か？」を、まとめることにします。図 2-3 がその状況です。なお、この集計は「宝の島」社

出版による書に示された内容をまとめたものですが、この内容を見ると、「東日本では、モ

ノづくりにいかに重要な部材を生産していて、生産財の世界的な生産比率がいかに大きい

か！」が判ります。この事例は現在の日本経済の一端を大きく示した内容のひとつです。「バ

ブル崩壊と円高にあって、日本経済は苦しい」と言われ、月日が経過してきました。だが、

実情を見ると、経済不況が関与したにもかかわらず基幹産業である部材の生産の大きさが

日本を支えてきました。すでに、この種の内容は、唐津一氏が「日本経済力の底力」とい

う日本経済新聞発行の著書や、長谷川景太郎氏が「素材は国家なり」という東洋経済新聞

の著書などで詳しく解説してきた内容です。書では「素材や部品関係では世界に圧倒的な
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シェアを持っている企業や業界が日本には随分ある」という書き出しでしたが、ここには、

多くの優良企業の事例、また、部品や材料といったモノづくりの基盤技術が日本経済の大

半を支え、国際的、経済的な競争力強化に大きな貢献をしている状況が具体的なデータと

共に示されています。今回の影響は、ある意味、その記述を如実に示した一例です。日本

で製造する部材は一級品です。しかも、長年培った技術と技能に支えられるものが主体で

す。このため、国際競争力に優れ、利用が盛んなわけです。過去、危険分散の観点から、

海外移転も検討されました。「だが簡単に、海外だけでなく、今まで製造してこなかった地

区へ生産を移しても、モノづくりは出来ない」という事情がありました。要は、「似たもの

が出来たとしても、品質や機能の面でかなり劣るものしか製造できないと」いう問題です。

今回、この状況が 3･11 で顕在化したわけですが、3･11 の復旧とリスク分散は今後の大きな

課題です。 

図2-3　日本企業の被災状況と世界シェア

経済評論家・長谷川慶太郎監修
「震災後の日本経済が判る本」宝島社

シリコンウエハ

32.4%

29%

2009年/ガートナー調べ

信越化学工業
福島県西郷村の
白河工場が被災

　SUMCO
山形県米沢市の
事業所が被災

リチウムイオン電池の電極用バインダー

約70%

2010年/クレハによる

　　クレハ
　いわき市の
　工場が被災

表面波フィルター（携帯電話などに使用）

約40%

2010年/村田製作所による

村田製作所
仙台市の
　工場が被災

自動車用マイコン（半導体）

約42%

2009年/ルネサスエレクトロニクスによる

ルネサス
エレクトロニクス
　８工場が被災

　長谷川氏の記載内容：「財務省が2011年6月20日発表によると5月の日本の輸出額は前年同期比
10.3%の減（4兆7608億円）だった。しかも、被害は米国、フランスなどの先進国、躍進中のアジア新興

国の電子工業や自動車工業もおしなべて動かなくなった。このため、世界的人道支援が盛んになった
傾向が見られたが、復活の立ち後れは海外生産国による生産（置き換えの）驚異を意味する！

 
 3･11 の影響は中小企業にも大きく及びました。図 2-4 がその調査の一例です。図に示し

たように、796 社の 70％が「影響が出ている」とし、17％が「今後影響が出る」としてお

り、87％という大きな影響として集計されました。加えて、3･11 は原発停止に伴う電力不

足問題を誘発し、2011 年の夏は猛暑到来といった状況の中で多くの企業が 15％低減対応に

苦心しました。このため、アンケートでは電力問題がクローズアップしました。また、こ

れに続く形で、消費の低減(市場・景気の底冷え)に続く形で、原発を受けた被害、先に解説

した東日本生産の部材の枯渇～風評被害です。販売先も部材調達と同等の問題があり、図

2-4 の下のグラフには、「国内での新たな販売先の開拓、新製品の強化に加え、今後の自然

災害に当たって、危険分散の見地から海外生産を含めた分散化の対応が必要である」とい

う内容が、アンケートが示す問題の要点です。 
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図2-4　中小企業基盤機構による796社の震災影響調査内容

13%

17%

70%

影響が出ている

今後影響が出る

今後も影響が出
ない

http://www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/b_0_keiei/chosa/pdf/higashinihondaaishinsai.pdf 
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ｎ＝６８１

％

　　　電力供給の不安定による影響

　　　　　　　　　消費自粛による影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　　　原発事故の影響

連携企業が被災したことによる影響

　　　　　　　　　風評被害による影響

　　　　　　　　観光客減少による影響

3

3.6

6

7.9

15.1

19.2

23.4

30.1

44.5

0 20 40 60

ｎ＝６６７

％

　国内での新たな販売先を開拓する

　　　　新商品・製品開発を強化する

　　　調達先の国内分散化を進める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

海外での新たな販売先を開拓する

　　　　　　　　調達先を海外に求める

　　　　　　　　新たな事業手法の強化

開発・生産拠点の国内分散を進める

開発・生産拠点の一部を海外に移転

震災後の開発・生産・販売の考え方について

 

 

 

（２）自然災害対策に対する海外生産を含めたリスク分散の状況 

 自然災害の対策にリスク分散のため、自然リスクが及ばない地域へ向けた生産工場の分

散という対策があります。図 2-5 は、その実情を示した内容の一例です。 

上のグラフは、3･11 以

降、部材の調達に問題

を感じる状況や取引先

の自然災害リスクを分

散化させるための対策

が 3 番目に高い比率で

示されていますが、そ

れに次ぐ形で、4 番目に

海外に分散した生産を

検討する状況が高い比

率で提示されています。

それで無くても、円高

や不況に伴うコスト対

策、更に、少子高齢化 
図2-5　3･11以降、リスク分散に対する各社の対応

http://www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/b_0_keiei/chosa/pdf/higashinihondaaishinsai.pdf 

7.7

8.8

15.2

16.6

21.7

24

40.6

0 20 40 60

ｎ＝217

％

　　　　　素材・部品の調達難による稼働率低下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取引先の変化

　　　　　　　　　　　　　　取引先の分散化の促進

　　　　　　　　　開発・生産拠点の海外移転加速

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

国内の開発・生産拠点の被災地以外への移転

　　　　原発被害による海外への輸出品の低下

大手販売先・納入席の
震災後の影響について

2011年7月9日・日本経済新聞「電力危機で空洞化懸念」

韓国通信大手と合弁で韓国にデーターセンターを建設　ソフトバンク

炭素繊維の新工場を韓国に建設　　　　東レ

輸液関連製品など主力の医療機器の海外生産比率を高める　　　テルモ

電力不足が長引いた場合、原料樹脂を含めて海外生産を検討　関西ペイント

自動車向け鋳物部品の生産の一部を米国と韓国のグループ工場に移管　日立金属

ITO(参加インジウムすず）ターゲット材の生産拠点を韓国か台湾、もしくは中国に新設する方針JX日鉱日石金属

スマートフォンの回路基盤向け電解銅箔をマレーシアでも生産　　三井金属

自動車の変速機の油漏れを防ぐシール生産を需要が拡大している中国とタイにも分散　　　NOK

節電要請に対応し、9月末まで液晶テレビ用ガラス基盤の加工工程を台湾に日本電気硝子

　　　　　　　　　　　　　記載されている対策内容　　企業名

中小機構

海外移転

 

といった問題と共にグローバル展開を進める自動車、白物と呼ばれる家電品、さらには、
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PC などの量産製品を戦略的に企業に、3･11 に伴う自然災害と、図 2-6 に例示した電力不足

の問題は、更なる海外生産の展開を後押しする状況です。 

 

図2-5　2011年夏の節電状況と今後

朝日新聞Y11-9-2記事の要点

高浜（福井）
関西

1184号機

九州 55.91号機玄海（佐賀）

56.62号機
四国

56.61号機伊方（愛媛）

　822号機島根（島根）中国

117.52号機大飯（福井）

　873号機

82.62号機

　502号機美浜（福井）

135.66号機
東京

1105号機柏崎（新潟）

91.23号機泊（北海道）北海道

9 10  11 12   1  2   3   4   5出力（万KW)　原発会社

営業運転中の原発が定期点検に入る時期

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定 　　８０％　8月25日沖縄電力

　　８０％　7月31日九州電力

　　９２％　8月18日四国電力

　　８９％　8月9日中国電力

　　９５％　8月9日関西電力

　　９４％　7月13日北陸電力

　　９３％　8月29日中部電力

　　９０％　8月18日東京電力

　　９７％　8月5日東北電力

　　９０％　8月9日北海道電力

使用率7～8月で

高の日

【報道の要点】
① 企業と個々人の努力で1993年並の電力使用におさまった（何とかしのぐことが出来た）。
② 上表のように次々と原発15基が次々停止すると今冬の供給見通しが立たない状況にある。
③ 不足量は電力9社合計で0.7％という規模。ちなみに東北電力は暖房使用で7.3％の不足
　　原発依存が高い関電では8.4％が不足する計算結果である。

 
 

では、「海外に生産移転して完全に自然災害回避は可能になるのでしょうか？」2011 年

には予想以上に巨大なモンスーンが米国を襲いました。中国でも大浸水が発生しましたが、

企業に大きな影響を与えた災害は 2011 年秋にタイを襲った大洪水でした。図 2-6 にその状

況の一部をまとめましたが、タイでは世界のハードデスクの 6 割を生産してきた関係上、

世界にその影響が大きく波及しました。また、自動車ではホンダが大被害を受けた状況が

報道されました。タイは日本の多くの製造業が投資を強化し、東南アジアの戦略拠点とし

て急成長の中にあったため、図 2-6 に記載した企業の中には、日本で製造を強化して対策す

る例を含め、「グローバル調達を早急に見直す」という状況が発生しました。特にタイは 10

月の月末に潮位が上昇します。このため、今回、タイの人口の 1/5 に当たる 1200 万人が住

む地域を洪水が襲いました。タイでは GDP25％を占める首都部への影響を懸念している状

況ですが（2011 年 10 月 19 日の報道）、特にアユタヤの工業地帯を襲った冠水の影響は大

きな被害となりました。 

これに加え、リーマンショック時に世界経済を何とか支えた中国では、GDP の成長率が

低下中です。また、国内の受注減に加え、ヨーロッパの金融不安から、海外からの新興国

投資は控えぎみの状況です。輸出の減速の中で、高まる人件費問題もあり、自然災害以外

に経済面での問題がのしかかります。このため、既に、日本から中国生産を始めた企業の

倒産や他国への生産移行などが加速状態です。だが、ますます、国内空洞化を招く状況を
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考えると、「果たして、自然災害のリスク分散策のため、安易に海外生産という状況では無

い」という状況が、国内生産の悩みです。この種の問題は BCP 上、単に、自然災害だけを

考えていては行き先を間違える問題を提起しているため、企業戦略というもっと大きな枠

組みの中でモノづくり、市場開拓、・・・の中に自然災害リスクを考えて行く必要がありま

す。なお、この問題は、本書が扱う範囲を超えるので、対策に当たっては、個々の企業で

各種の調査や条件を考えた将来計画の検討をお願いする次第です。 

 

図2-6　タイの洪水の影響

2011年10月13日タイの洪水の報道がなされた。サプライチェーにかなりの影響が出た内容を報道

9.6

9.1

6

4.1

4

3.6

3 .3

60.3

その他

コンピュータ（部品を含む）

自動車（部品を含む）

宝石・宝飾品

電子集積回路

天然ゴム

精製燃料

ゴム製品

1953億
　ドル
（10年）

日刊工業新聞
　10月13日号

生産委託先工場に影響なし。三菱ふそう

トヨタ自動車向けの生産ラインを一時停止したが、
7日から通常操業

日野自動車

11日夜勤から16日まで操業停止いすゞ自動車

2輪車工場で12日から3日間操業を停止スズキ

13日～15日まで操業停止三菱自動車

11,12両日は操業停止、13日以降は検討中マツダ

13日まで通常操業、以降は様子をみる日産自動車

4輪2輪、汎用製品とも14日まで操業停止ホンダ

10日～15日まで3工場で操業を停止トヨタ自動車

　　　　　　　状　　　　　　況

日系自動車メーカー各社のタイ工場の状況

バンパイン工業団地でスイッチング電源や蛍光灯用ｲﾝﾊﾞｰﾀを製造10日より停止のため、国内の

工場とベトナム工場へ生産移管を検討
四変テック（香川県）

自動車関連企業向けに対磨耗超合金を生産、団地が軍の警備下にあり状況がつかめていないｻﾝｱﾛｲ工業（姫路）

アユタヤで電機メーカー向け樹脂部品を生産、今週一杯休業の予定八海ｸﾘｴｲﾂ（新潟）

電子機器用部品をロジャナ工業団地に持つ操業停止のため、国内で代替生産を開始日栄化工

フィルター生産をロジャナ工業団地に持つが精密ﾌｨﾙﾀｰの生産めどが全く立たない状況ﾔﾏｼﾀｼﾝﾌｨﾙﾀ（横浜市）

アルミホイール工場が浸水し、生産を止めた（トヨタ自動車やホンダ向け）復旧には2～3ヶ月光生ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ工業（愛知）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状況　　企業名（日本の所在）

新聞で例示したタイ進出の中小企業工場の状況

 
 

（３）東日本大震災の教訓が余り生かされなかった Y11-台風 15 号の反省 

 大きな経営戦略上の対策は、個々の企業にご検討をお願いすることにし、自然災害リス

クに話を戻し、「備えあれば憂いなし」の対策に関する課題検討の必要性を紹介させていた

だくことにします（後で再度、この状況は詳説します）。2011 年 9 月 21 日に台風 15 号が

日本を縦断する形で日本を襲いました。筆者は東京在住ですが、12 時に東京タワーの近く

にある JMA の仕事を中断して自宅へ移動したため、台風による交通手段の遮断に遭わずに

帰宅できました。しかし、多くの方が台風を甘く見たためか？・・・また、3･11 時に避難

マニュアルが不備だったためか？『帰宅困難者』が東京で再生しました。確かに、台風は

3･11 とは異なり、やり過ごした後に帰宅困難者の方々は深夜に帰宅が出来ました。だが、

「3･11 の教訓が何も生かされなかった！」という報道と共に、高層ビルなどは飲食料の備

蓄や避難場所の確保などの見直となりました。そこで、「自然災害は、襲ってくる対象が異

なっても、類似のリスク対策への対処を怠るべきはない」という注意として、短文ですが

台風 15 号の反省を記載させていただいた次第です。 
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第 3 章 自然災害の物理現象解析と予防対策 

（１） 原理図化法による災害メカニズム解析の必要性 
規模の大小にかかわらず、自然災害が起き、テレビ報道や新聞、書籍などで「なぜ起き

たか？」という解説を見聞きする度に、皆様は「自然災害は、正に物理現象の現出である」

という状況を強く認識されるはずです。自然災害は、人の考えや意思、想定に係らず、自

然原理（物理現象）の中に原因があって、その作用が、やがて結果である被災となる事象

です。図 3-1 をご覧ください。これは「火の無いところに煙は立たない」という物理現象の

事象発生メカニズムを簡単な図で示した、『原理図化法』と呼ぶ解析法です。また、このよ

うな図を用いて、自然災害における原因と結果の関連を簡単な図で示すと、多くの対策を

検討することができます。 

 

　図3-1　自然災害発生メカニズム（原理図）

原因 結果

火の存在

木が燃える
煙がたつ
　　↓
　燃える

問題の発生原理とメカニズム

　「火の無いところには煙が立たない！」という教えがあるが、自然災害～ケガ
や不良、設備故障や環境問題の発生も全く同じである。要は、原因があって、
被災という結果を招く。従って、被災の基となる原因の除去、または、問題を出
す兆しがあった時に有効な防止策を適用することが要点となる。

事実情報
データー

物理現象と
して証明する＋

 
 

では、簡単に原理図化法という原因：結果を示す図の構成要素を解説することにします。

火事の基になる煙の発生は火種です。だが、これだけでは燃え上がりません。周辺に燃え

る題材、例えば、薪があり、酸素があり、火種の熱が薪に作用して引火し、熱せられた薪

から発する蒸気が引火点という温度になった時に、はじめて火は燃え上がります。要は、「C:

カーボン＋αとO2：酸素との化学反応でCO2：燃焼による炭酸ガス発生と共に、この変化

のメカニズムが進む過程で炎となる」という内容が、この物理現象です。多分、皆様は、

この内容を小学校時代に『物理の原則』のひとつとして学んだはずです。ここで、「このよ

うな燃焼がなぜ自然界でも起きるのか？」が自然現象で起きるのか？が問題になるわけで
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すが、そのためには、事実情報の収集と共に、物理現象が確実に発生する証明が必要にな

ります。上のような図の場合、種火が煙の発生になるメカニズムとして、例えば、木々の

摩擦熱が発火の原因になった。または、火種が高熱であり木材の一部が気化して引火の条

件に至ったとか、直接的に薪の一部が火種に当たり類焼していった結果、炎から火事に至

ったといった状況が火事に至るメカニズムです。したがって、火種を消す。まわりにある

酸素を無くす（遮断や供給させないようにする）。薪と火種の距離を十分取り、冷却して引

火の条件に至る環境をつくらない、といった対策を進めれば、理の当然といった形で、大

火に至る要件である炎発生や小火（ボヤ）の発生は防げます。だが、この種のメカニズム

は対象によって物理特性が異なります。例えば、2011 年 10 月 17 日にタイで発生した洪水

被害の場合は、下に示すような内容で大被害を各国、各産業に及ぼしました。 

 

タイの洪水に伴う主な変化
１，問題の根源となっている事項
　　① ５０年に１回程度大雨があるとされてきた。今回の降雨は平年の1.4倍
　　② 先のチリ津波で、この地区はやがて温暖化で水没するので注意とされた。
　　③ 06年・タキシン元首相時代クーデター以降「洪水対策」は先送りされてきた。

２，産業への影響
　　① 世界のハードデスク駆動装置(HDD)の約6割を生産
　　② 日本の主力自動車メーカー（含む、関連）全てがタイでも生産
　　③ 関連企業を含め、日経企業の約139社が被災した（合弁を含めると215社：東京商工リサーチ）。

３，時系列を追った主な被害状況と対策の推移
　・10月17日　洪水発生～深刻化
　・10月18日　アユタヤ工業団地で大被害、ホンダ、ケーヒン、パオニアは水没。トヨタも部品工場が
　　　　　　　　　水没し、減産の状況。その他、古川スカイ、ミネベア、HOYAなどが水没～生産停止
　・10月19日　首都バンコクに洪水が迫る。ナワコン工業団地にある、東芝、パナソニック他104社が2mの冠水
　・10月20日　インラック首相は市内の運河の水門を開けることを指示

　　　　　　　　　日系８車社は全工場停止、日産はインドネシアのサプライチェーンに影響
　・10月21日　ソニーはデジカメの生産ができず新製品発売の延期を発表、バンコク北部のパトムタニ県のﾊﾞﾝｶﾞﾃﾞｨｰ
　　　　　　　　　工業団地に新たに浸水、東芝など被災。近隣のベトナム、ラオス、カンボジアのインドシナ3国でも被害
　　　　　　　　　が広がり『経済回廊』と呼ばれる物流が寸断の恐れ。日本政府は5万ドル緊急支援。
　　　　　　　　　オークマなどは設備納入50社に調査・回復支援団を送った。
・10月23日　首都バンコクが浸水、チャオプラヤ川の一部堤防決壊が報道された。
・10月25日　トヨタは国内6,000台/日の減産を発表。ホンダは当面の生産中止を伝えた。
・10月26日　ホンダはマレーシアでの4輪生産休止を発表。国内便ドンムアン空港の滑走路冠水で閉鎖へ
・10月27日　冠水拡大、港も輸入停止。食品を始め品不足が多発。
・10月28日　タイ政府は浸水長期化を宣言、高潮の警戒を発令。ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ、森精機、ブラザー工業は工作機械
　　　　　　　　復旧支援を開始。金型などではフェイサー社が通常の10倍の受注で金型整備に対応
・・・11月7日　カーメーカーの一部で生産再開の動き（タイ以外の他国へ分散生産してサプライチェーンを機能化）

 

 

この被害発生を現地では 50 年に 1 回と言っていたそうです。しかし、このような周期は

勝手に人が推定しただけの話しであり、通年の 1.4 倍の降雨が起きれば、すぐ起きる現象で

す。残念なことに、タイという国は広大な平地であり、地球温暖化と共に水没することが

懸念される地帯に位置します。災害時、タイ政府は都市防衛のため、首都のバンコクの周

辺に土嚢を積む策を採りました。だが、水は高い方から低い方に流れたため、水害地が都

市から住居へ移りました。更に、多少の高低差を持った地域なので、大水は北から南へ、
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ゆっくりと水が移動しました。その結果、全体が冠水、さらには、海の潮位が増す時期と

なると、運河や河川に入った水が十分に海の方へ移動しないため水位が増す状態になりま

した。その状況は図 3-2 の航空写真とタイ政府が報道した冠水域の状況が示す通ですが、こ

こまでの解説の物理現象が作用して、表 3-1 に示すような大災害となった例です。 

図3-2　タイにおける2011年11月の冠水地域の状況
出典：URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E5%A4%A7%E6%B4%AA%E6%B0%B4より抜粋・作図  

 

表3-1　タイの洪水に伴う商品への影響の例（１）

日本向けに「プラレール」などを作る玩具工場が13日から操業停止タカラトミー

ハードディスク工場で減産。冷蔵庫の圧縮機をつくる工場が操業停止、冷蔵庫の生産に影
響も

日立製作所

プリンターやプリンター用紙工場の操業を停止。タイの別地やベトナムで代替生産へキヤノン

デジタル一眼レフカメラの主力生産拠点が操業停止、年末商戦で品切れ懸念ニコン

カーナビなど車載機器の4割を生産していた2拠点が浸水。中国の自社工場の代替生産へパイオニア

デジタル一眼カメラの主力工場が浸水。タイの別の工場で代替生産の準備へソニー

　　　　　　　　　　　　　　被害の状況　　　企業名 朝日新聞2011年10月21日

日刊工業新聞2011年10月21日

稼動被害なし鋳鉄部品アイシン高丘

稼動被害なしプロペラシャフト自動車部品工業

稼動被害なし過給機IHI

大半停止被害なしカーペット林テレンプ

生産調整被害なしエアコン、電装品デンソー

大半停止被害なし排気系部品などユタカ技研

住友電装

アイシン精機

　　　　　社名

生産調整被害なしブレーキ部品３０４工業団地

減産被害なしワイヤーハーネスアマタナコン

　工業団地

　　操業　　被害有無　　　　　生産品目　　工業団地

タイの洪水に伴う主要自動車部品メーカー状況（２）
問題なし： 減産や生産調整： 停止：
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表3-1　タイの洪水に伴う主要自動車部品メーカー状況（３）
日刊工業新聞2011年10月21日

停止被害なしキーロック、スイッチ東海理化

稼動被害なしブレーキチューブなど三桜工業アマタシティー

　　工業団地

生産調整被害なし２輪・４輪車用ネジ青山製作所

生産調整被害なし足回り部品ヨロズ

生産調整被害なしシート、トリムトヨタ紡織

イースタン

　シーボード

　　工業団地

稼動被害なしタイヤ住友ゴム

生産調整被害なしパワステポンプジェイテクト

停止被害なしディスクブレーキなど曙ブレーキ

大半停止被害なしエアバッグ、樹脂部品豊田合成

停止被害なしシートベルト東海理化、トヨタ紡織

生産調整被害なしエンジンプラグ、酸素センサー日本特殊陶業

エクセディ

　　　　　社名

生産調整被害なし２輪・４輪車用クラッチアマタナコン

　工業団地

　　操業被害有無　　　　　生産品目　　工業団地

日刊工業新聞2011年11月15日報道によるタイ国への経済的な影響
1,　被害額予想230億ドル～330億ドル（約1.77兆～2.54兆：
　　①工業分野：約6500億円、②観光：約1050億円、③農業：約2125億円）
2,経済成長率：当初年率約４％の見通しが0.5～1.0に低下
3,被害者は約280万人(10日時点）、失業者は一時解雇を含めて100万人に
　達する恐れがある。1997年のアジア通貨危機依頼の打撃が見込まれる。

 

 

表3-1　１１年度上半期自動車生産に対する

「東日本大震災」と「タイ洪水」の影響（４）

　　９３万６９３８

　　（▼２９．１）

　　　８万９８２２

　　　（▼４５．６）

　　２９万４２３４

　　（▼３９．５）

　ホンダ

　　８４万２０１９

　　（▼　３．９）

　　１２万２７１２

　　　（▼１３．９）

　　４７万４６５４

　　（▼１３．２）

　スズキ

　　２７万４２３８

　　（　１４．３）

　　２０万７３６３

　　（▼　４．４）

　　２８万１９５４

　　（▼１２．６）

　三菱自

　　１５万９９９９

　　（▼１２．２）

　　３０万１９７１

　　（▼１３，７）

　　４０万９３９３

　　（▼１０．６）

　マツダ

　１７１万２１９６

　（　１８．４）

　　３４万９８６

　　（　　４．１）

　　５３万９７９８

　　（▼　６．１）

　日産

　　　６万８６１９

　　　（▼１１．８）

　　１１万４０５４

　　　（▼３０．６）

　　１７万７９９６

　　（▼２７．２）

　富士重工

　　１８万９２２

　　　（　３．４）

　　　　１万９０４

　　　（▼４８．１）

　　２８万３１３０

　　（▼１４．６）

　ダイハツ

　１９１万２１５０

　（▼　７．８）

　　６６万５１０５

　　（▼２１．２）

　１２３万５０１１

　　（▼２３．４）

　トヨタ

　　海外生産　　　　輸出　　　国内生産　企業名

朝日新聞２０１１年１０月２７日

 
 

自然との共存に加え、先にも紹介した孫子の兵法の「敵を知り己を知って戦えば百戦危

うからず」の言は、自然災害の対策上でも重要な要件です。自然災害は物理現象です。必

ず自然界で決まったルール（法則）に従って、メカニズムが現実化し、被害という形で現
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れます。人のように、感情や豹変、だましや証拠の隠匿はありません。「備えあれば確実な

安全確保」ができる対象です。そこで、3.11 で発生した津波の解析に対し、「相手が物理現

象なら、その対策は物理的手法で」という観点を基に、同じような津波を受けても津波を

回避した成功例と、大きく被災したケース比較しながら、原理図化法を自然原理に応用す

る方法の解説を進めることにします。 

 

（２）東日本大震災で発生した各種の津波発生メカニズムと今後の回避への道 
これは、筆者の大学時代の話です。3･11 が起きたとき、突然思い出した話であり、筆者

が早大・理工学部・加藤研究室に入った時のご指導内容です。加藤榮一教授が「お茶にし

ようか！」と言い、研究員を集めて「科学的解析のあり方」ということで、ヨーロッパで

発表された文献を紹介された時のご指導内容です。先生は「君たちも工学をめざす一員と

して勉学から将来はやがて産業界に道を進めるわけだが、科学を実践するという意味で参

考になる文献があったので紹介したい。この文献は津波対策だった。リアス式海岸に津波

が来ると大変なことになる事象は君たちも学校で習ったと思う。図 3-3 の右下がその状況

だ！しかも、津波というのは、海岸に押し寄せて引く波のように、瞬間的なエネルギーが

来て、海岸で反射されて帰るというものではない。連続したエネルギーが先端から末端ま

で板状に押し寄せるから破壊力が強大になる」という切り出しで自然現象の解析を話され

ました。 

図3-3　温故知新：「50年余前：科学的解析で被災を免れた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアス式海岸の少投資対策」

　「地球上には、被害を被った事例と、似た環境なのに影響がなかった事例がある。」という比較分析の
考え方で事例を調査した結果、「リアス式海岸なのに津波の影響が軽微だった」という事例を抽出した。
その影響は小さい島だった。そこで、数値解析を進め、膨大な時間が掛かったが、本当に津波が来た
時、まったく理論通りの回避ができた。

陸地側

リアス式海岸

陸地側

小さな島の存在

陸地の状況

リアス式海岸に見る津波上昇の原理

津波が
絞られる
　　現象

津波の波高が進むに従い高さを増す状況

山側

小島
　効果

対策原理は、津波の先端が
リアス式の開口部に入る前に
分散させ、被害を防ぐ対策だが、
2011年3月11日、同自然現象は

松島近辺で起きた。

 
 

「リアス式海岸では、このエネルギーと推量が三角形の底辺から先端に集約されるため、

波の高さが海上では 1m でも 20m～30m になる。しかも、先端になったところはエネルギ
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ーが集約されるので、破壊力が強大になる。本来、この状況は細かい計算でその値を示す

べきだが、今日は、その話ではない。科学的アプローチの話なので、先へ進むことにした

い。さて、この文献だが、科学は進みつつある。だが、やはり、未知の分野は多い。従っ

て、自然現象を見て、我々は、そこに潜む科学的メカニズムに気づくことが重要である。

この例に、ニュートンのリンゴが木から落ち、『万有引力の発見』になった有名な例がある。 

では図を見て欲しい。かつてヨーロッパのある地区で津波対策に巨大な防潮堤を築いて

町を守ろうという計画があった。だが、数十年もの税金を総てつぎ込んでも、とてもでき

る内容ではなかった。そこで、ある学者にこの対策が依頼されたわけだが、この学者は「リ

アス式だが、津波被害の少なかった場所」という視点で調査した。すると、図の左上のよ

うに、沖合に小さな島がある地区で大津波にも湾内は小さな津波で済んだ例を見出し、依

頼を受けた地域を研究して、沖合のどこにどの程度の小島を手作りすべきか？を計算した。

当然、手計算なので 3 年も費やしたそうだ。その後、模型を作り実験、これで、関係者に

説明して、実際に島をつくった。また、被害が出ない、人が住む地区と住んではけかない

地域を分けた。だが、これでこの論文は終わって無いところが重要な点だ。島をつくって 3

年後、本当に津波が来た。しかも、想定を超えた津波だった。その時、「この小島が、見事

に、津波の力を図のように分散させ、町とは関係ない沿岸部に津波を分断させた。町も無

事だった」という話だ！どうだろうか？工学とはこのような役割を持つのではないだろう

か？すなわち、①自然現象を精細、科学的に解析して、理論を打ち立てる。②理論を実践

に役立つように実証する。③安全値を考えて実用に当てる、というアプローチだ！だが、

科学はここまでである。工学はさらに、④実際の問題に当たって立派に機能を発揮する。

⑤その結果、人類の平和と安全や進化に貢献する。以上が、私の言いたいことだ。・・・」

というお話をいただいたわけでした。その後、筆者達は研究室で仕事を進めたがこの話を、

筆者は今も大切にしてきました。また、会社人生に入り先生にお会いした時、「あの文献の

出典は？」とお聞きしたが、「オランダのノーベル賞学者・ローランド博士の論文だったと

思うが・・」ということでした。この時、「筆者が人の話を聞く態度に欠陥あり！文献をお

借りしてコピーを取っておけば、・・・残念なことをした」という反省談です。 

図 3-3 の内容は、科学的に見て、極めて論理的、実践的な解析内容です（この内容の証明

は、今後、シミュレーションを待つ対象です）。では、この原理と効果（影響）を単なる話

だけでなく、この理論の評価を釜石港に設置された防潮堤の大破壊と、湾に点在する多く

の島を持つ松島と比較して分析結果を比較する形で自然災害が及ぶ影響を比較して行くこ

とにします。図 3-4 は釜石と松島の津波被災状況を示したものです。図に示したように、東

日本大震災に伴う津波被害は関係者の想定以上でした。だが、この中で、同じ条件で津波

を受けた宮城県の松島湾の津波被害や状況と、岩手県・釜石港では、受けた津波の規模と

被害状況が大きく違っていました。津波発生まで、釜石湾の防潮堤は世界が注目した対策

のひとつでした。その理由は、「高さ 65m×200m というギネスブックに載るほどの防潮堤」

だったためでした。しかし、今回の東日本大地震であえなく、その一部は崩壊、また、高
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い防潮堤を津波は簡単に乗り越えてしまいました。このような事象に至った理由は①防潮

堤の高さ設定がチリ津波を標準に考えたためだったこと（貞観大地震のレベルではなかっ

た）。②湾内に設けた津波避けの防波堤が相撲の横綱に例えると、正面で大関・小結 3 名程

が直線上、共同で押してくる力を、1 人、かつ、正面で受ける形（さらに、返す津波が防潮

堤裏面の底部を 2m も削り取り倒すという状況）でした。③防潮堤は追加工事されたが、そ

のため、被災する地に人々が安心して住む形、すなわち、「津波が来ても被災は受けない」

と思い込み、住居を増やしていったことが、3･11 後、反省されています。図をご覧願うと、

この状況が読者の皆様にご理解願えると考えますが、釜石の防潮堤の状況は、正に、台風

に対して風を正面から平たい壁のような盾で受ける姿に似ています。もし、これが、傘で

身を守り、側面へ風を分散させる形の場合、津波が湾内の住民や建物を襲う形態は小さく

なっていたはずです。この状況を示したのが、同じような津波を受けた松島湾です。被害

が小さかった理由は、津波の圧力は少なく、高潮程度だったためです。 

 

　図3-4　釜石湾の防潮堤の破壊と松島湾の状況
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　津波対策のため、釜石湾では明治三陸沖津波：1896年
を参考に（高さ5～6m）、事業費1200億円、約30年をかけ
2009年に完成し、沖合いと海岸沿いの二重堤防を建設

ギネスブックに乗り、海外からの見学者も多い状況だっ
た。だが、完全に破壊、湾内にコンクリート塊の形で
破壊～分散した。神奈川県の湾岸空港研究所のｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝでは、津波を6分遅らせる程度だった。

津波

湾内の津波は
極めて小さい
規模だった！

二段構えの
防潮堤を
建設

群生する島

 
 

状況を見ると、確かに多くの島が関与し、複雑なメカニズムで津波を受けたという解釈

があります。だが、よく見るとわかりますが、違いは、津波に対し分散する傘のような形

で多くの島が対抗している点です。先に図 3-3 で沖の小島が津波を分割するメカニズムを例

示しましたが、小島が、正面から向かってくる津波に対し津波の力を分割する傘の先端の

役目をしているわけです。要は、釜石の場合、1 人の強い力士が数名で続く力士の力をガブ

リ四つの形で受け止める対策に対し、松島のケースは、合気道の師が、次々と押し寄せる

弟子の攻撃を、左右に割り振りながら転がして行く姿(分散する形態)に例えることができま
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す。言い換えるなら、点在する多数の島々は、合気道の弟子が師を手伝い、本陣に波のよ

うに押し寄せる兵士の攻撃を混乱させ、本陣への影響を軽減させて形態に似ています。 

以上、このような問題と対策法を 2011 年の JMA マネジメントレビュー6 月号に掲載し

ました。すると、多くの方々から反響があり、「今後の津波対策に活用する！」という話も

いただきました。ヨーロッパのある国で行った科学的津波防止例に似た物理現象が、期せ

ずして東日本に近隣する形で存在したため、ここに『メカニズム分析に必要な科学的アプ

ローチ』を解説する題材に紹介させていただいたわけですが、この種の理論の実証は、今

後の専門家によるシミュレーション解析や、対策後の実証を待つ形となります。また、「こ

の解析が、今後の津波防御対策を関係者が検討される一助になれば幸いである」と思って

いた矢先、8 月 10 日にここまで紹介した内容に追加する形で、テレビ朝日による朝の番組

であと 2 つの参考にすべき例が紹介されたので、ここに紹介することにします。 

テレビ報道はカメラを積んだプロペラ走行のハングラインダーで東日本の被災地、海岸

地区を上空から撮影した様子と、大学による解析と、自然現象に対する解析でした。図 3-5

がその要点を原理図化法で模式化したものです。 

 

図3-5　被災海岸地区と隣り合い回避した地区の状況
2011年8月10日　テレビ朝日特集

津
波
被
災
地　
　
　

隣
地
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避
地

当時村長が村の反対を押し切って
15mの防潮堤を建造したが、これが

村を救った。

松島は点在する島が津波
を分散させ、高潮程度だ
った。

海岸の形状が三角波を生む
地形のため被災した

防潮堤の高さと構造の差 　　　島の存在　　 　海底の地形形状　　

岩手県

普代村

岩手県

田野村

東松島

松島

いわき市
豊間地区

いわき市

　　四倉

巨大な
防潮堤

津波

低い防潮堤で被災

津波

平板的低い防潮堤で被災

海底の形状が津波の
力を減らす海底の形状
で被害は低下させた。

 

 図の上部が津波の被災地です。これに対し、下部は隣接していてが回避した地です。左

の岩手県普代村と田野村は防潮堤の高さが、津波の被災の分かれ目になりました。田野村

は貞観地震＋αで建造していた防潮堤が津波の被災を防ぎました。この防潮堤は、過去の

被災内容を歴史的に調査した歴代の村長が系統的に堤防建設を進めた結果、極めて巨大な

防潮堤が、今回、村への津波被災を防ぎました。ある意味、この対策は後で紹介する濱口

 27 



御陵が築いた防潮堤対策の取り組みに似た内容を持つ事例です。 

真ん中は先に示した津波を分散させた結果、松島が被害を受けなかった例です。これは、

先に図 3-4 で解説した内容です。しかし、残念ながら、すぐ隣に位置する東松島は津波の直

撃を受けました。そして、右側はハワイの波乗りパイプラインで有名な地の地形と同じ地

形の作用が関与した例です。ここでは、いわき市豊間地区は海底の構造が波高を高める作

用が大きな被害を招きました。これに対し、近隣の四倉の地形は津波の波高を高めない海

底の構造が被災を軽減させました。このように、自然現象は場所と条件により津波が及ぼ

すメカニズムは異なります。また、自然原理と津波が住宅地域に及ぼす現象と影響などを

理解すれば、今後、津波の被災を回避してゆくために的確に手を打つヒントを与えます。

また、この解析と対策こそが、先に解説した、起こった事実：Did を正確に把握して：See、

災害対策：Plan を構築することにより、災害の再来時：Do に被災を再発させないという『災

害対策マネジメント』の実践となります。以上、ここに記載した解析は、全て、今後、津

波被災防止を検証するシミュレーションの題材していただくために紹介した物理現象の例

です。 

【温故知新】「濱口御陵」に学ぶ過去の調査と対策 

小泉八雲が紹介したことで有名になった和歌山県・広村の防潮堤建設は歴史的に見て、

科学的解析を生かした津波対策の例があります（ある意味で、先の図 3-5 の左側、岩手県・

田野村の取り組みに共通した内容です）。この取り組みは、下記、URL に詳しい紹介があり、

NHK の「その時歴史が変わった」という番組でも取り上げられた内容です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%B1%E5%8F%A3%E6%A2%A7%E9%99%B5 

 濱口御陵氏は、安政大地震の発生時、広村で津波に被災しました。その後、血の出るよ

うな努力と共に、濱口氏は資材を投げ打って村へ再来する津波を防ぐ防潮堤を村人と共に

築きました。その結果、1946 年 12 月 21 日・昭和南海大地震の津波の際に村と村人を救い

ました。では、御陵氏の努力を箇条書きにして追ってゆくことにします。 

① 濱口御陵氏は、紀州広村の醤油醸造業を営む濱口儀兵衛家（現・ヤマサ醤油）の頭

首です。御陵氏は 35 歳のとき、1854 年 11 月 5 日夕方 4 時頃に、M8.4、震度 6 強

の地震と共に現地を襲った安政南海大地震に遭いました。御陵氏は自分が闇夜に村

を襲ってくる津波から逃げる中、とっさに、人を高台に導き助けるため、稲むら（田

にあった稲の山）に火を放ち、安全な地へ逃げる誘導をしました。その結果、農民

や両氏が暮らす静かな村の村人 1300 人の 97％を救いました（この地震・津波で喪

われた方は 6000 人とされています）。 

② ところが、次に倒壊した家屋、相次ぐ余震、病気に倒れる人々の発生など、村人に

は過酷な現実が待ち受けていました。このため、地震と生きるすべを求めて次々と

村を人が去る状況が発生しました。この時、御陵氏は「このままでは広村は滅びる」

という危機感から、「百世の安堵を図れ」の言と共に、財産を投げ打って、当時 1300

人いた村人と共に復興に立ちあがりました。 
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③ 地震と同時に、御陵氏は海を見たそうです。理由は、「大地震の後には必ず津波が来

る！」という代々、濱口家に伝わる教えがあったからでした。『安政聞録』という古

文書によると、「このとき、にわかに異様な雲が沸き天に閃光が走り、雷のような轟

音といった異常な気象状況があった」と記録されています。御陵氏は「これこそ、

代々伝わる津波の前触れに違いない」と考え直ぐに家を飛び出し、村人達に「高台

の八幡神社へ逃げるよう」指示してまわりました。御陵氏は、多くの村人が逃げる

のを見て、御陵氏は最後に近い状況で八幡神社に向かったわけですが、そのとき、

津波の第一波が、広村と御陵氏を襲いました。このため、御陵氏は押し寄せる海水

に飲み込まれ、半身が沈み、浮き沈みしなかが逃げたそうです（手記に記載：九死

に一生を得たわけでした）。 

④ その後の京都大学防災研究所『巨大災害研究センター』のシミュレーションの解析

によると、震源地から広村までの距離は 110Km、発生時、津波の速度は 500Km/H

という推定です。地震発生の後、津波は徐々に速度を落としながら紀伊水道に到達

していったわけですが、太平洋から、狭まった海域に入り高さを増し高さは 4.2m、

広村へ達する速度は 50Km/H という推定値でした。また、40 分後には津波が広村に

達する計算になるそうです。 

⑤ ちなみに海岸から八幡神社まで、遠いいところで 1.7Km、足場の悪さなどを考える

と最低 20 分を要する道のりであったと想定されます。濱口家は、ほぼ海岸近く、地

震直後の対応を考えると、かなり短時間で高台非難を完了させる必要がある計算結

果になります。この間、御陵氏は避難を伝え、最後に逃げたことを考えると、かな

り短時間で多くの処置を進めたことが解ります。だが、同時に、多くの村人が逃げ

遅れ、空は真っ暗です。しかも、夜更けに向かう中で、家屋などの被害で景色が変

わった地で、逃げ遅れた方々を高台へ導くための『稲むらの火』は、方向をガイド

する大きな助けになったことがわかります。事実、第二波到来で恐れる村人の多く

が逃げ惑う助けになった記録は、火で逃げる方向をガイドが大きかったことを示し

ています。なお、安政聞録の記載によると、「第二波は 5m、都合、第５波までが広

村を襲った」としています。 

⑥ その後、御陵氏を始め、村人たちは 4 年をかけて復興と共に巨大な防潮堤の完成に

持ってゆくわけですが、ここにも大きな苦労がありました。まず、津波が去った翌

日（11 月 6 日）、八幡神社から広村を見た御陵氏は津波被害のあまりにもすさまじい

状況に、御陵氏は愕然としたそうです。時代は違いますが、正に現在の東日本大震

災そのままの惨状だったためです。やがて余震の続く中、厳しい寒さと病気が村人

を襲いました。そこで、御陵氏は紀州藩に窮状を書状で訴え、支援を求めました。

だが、いつまで待っても支援はきません。紀州藩はこのとき、財政が厳しい上に、

黒船到来で台場の工事への寄進で更なる財政難だったことが、ここに大きく関与し

ました。広村に救済は無く、助けを待つ中（2 ヶ月の経過の頃から）、津波の再来の
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うわさもあり、村を捨ててゆく者が次々と発生しました。 

⑦ このとき、御陵氏は私財を投げ打って村人が住める仮小屋を 50 件建設、農機具など

も無償提供したわけですが、すでに家屋は 1,700 戸から 300 戸に激減しました。だ

が、この状況を見て、御陵氏は「自力で村を再建する！」という思いを持ったそう

です。この行動を具体化へ向けるため、御陵氏は、紀州藩に自らの資産を投げ打っ

て対策する決意を文面に記し、波除土手（防潮堤）の上申書を出しました。当時、

御陵氏は江戸に醤油の生産も行う販売店を持っていました。また、ここでは広村出

身者が多数働いていた関係もあり、江戸の醤油点協力をあおぐ形で、安政 2 年(1855

年)2 月に村人全員を集め「給金を払って広村を再生しよう！」と話しました。だが、

防潮堤の規模は 900m、高さ 4.5m、盛り土式であり、村人が何年働いても完成が先

になるという膨大な規模でした。このため、400～500 名もの方が日々建造に努力し

たそうです。当然、ここでは老若男女を問わず、建造活動が開始されました。また、

労働に必要な賃金は全て御陵氏が支払った結果、被災で絶望の底にあった村人は立

ち直りました。しかし、その矢先、今度は江戸を直下型・安政江戸大地震・M6.9 が

襲いました。死者は 12,000 人でした。広村には直接の影響は無かったわけですが、

資金の支援をする江戸の醤油店が壊滅的な被害を受けました。 

⑧ この被害の後、御陵氏は、安政 3 年（1856 年）2 月に急遽、江戸へ向かいましたが、

御陵氏は村人に向かい「1 年後には必ず戻ってくる。その時は堤防を完成させよう」

と話しました。村人は笑顔で送ったそうです。江戸に着くと、江戸の醤油店は予想

以上の被災でした。幸い、銚子の醤油店は被害が少なかったのですが、番頭が、広

村への「資金送付は無理・・」と進言してきました。このため、御陵氏は決断に悩

みました。その理由は、これまで堤防建設に 1518 両（現在の金額で 1 億円相当）を

つぎ込んできたわけですが、この金額は醤油総売上高の 2 割を占める状況だったた

めです。御陵氏が番頭の進言に悩む中、やがて江戸の醤油店は閉店となりました。

この時点ですでに約束の 1 年が経過する頃、村人達から手紙がきました。手紙には、

材木を集め神社を建設していること、また、御陵氏を村の守り神にする努力を告げ

る内容でした。この手紙で御陵氏は防波堤建設を「続けるべき」と決断しました。

なお、「この手紙で中断に悩む（迷い）を消し去った」と自叙伝に記載があります。 

⑨ この決定の後、銚子の店（生産工場を含む）には新たな機運が生まれてきました。

特に広村出身の職人は身を粉にして働き出しました。このため、この年は最高の醤

油生産量を果たし、広村には 500 両が送金されました。 

⑩ 安政 5 年、御陵氏はやっと村に帰ることができました。そのときの模様を御陵氏は

「村人は、もはや村を捨てようとした過去の姿は全くなかった」としています。特

に、工事が継続して進めてきたことは防潮堤の完成に大きく貢献しました。そこで、

御陵氏は最後の仕上げにかかかりました。具体的な行動は、御陵氏は山から数千本

もの松の木を根ごと取ってきて、堤防にそって植える指示です。安政 5 年（1858 年）

 30 



12 月、ついに巨大な防潮堤は完成しました。「この工事に携わったのは述べ 56736

人だった」と記録されています。 

 以上、濱口御陵建造の努力を紹介しました。ここから学ぶことは、津波を防ぐための物

理現象対策に当たっては徹底した対策が必要な点です。加えて、（1）地域を思う心と戦略

の大切さ、（2）濱口御陵という防災に対する思いとリーダーシップの在り方、（3）トップ

ダウン＋ボトムアップによる人生をかけた理想の実現ではないか？と思います。東日本大

震災の後、やはり、当面の生活をしのぐ策を重視される傾向が出つつあります。大場より

急場ということで、危険だが平地に住居などを再建する対策です。だが、急場の対処と将

来に渡って行う大場の対策は切り分けて対処すべきです。また、このため、ここに防潮堤

建設の経緯を紹介させていただいた次第です。 

 

（３）津波火災の発生メカニズム 
 次の解説は『津波火災』です。2011 年 9 月に NHK スペシャルでは津波と共に起きた海

上火災の状況を特集しました。津波に並行して、行方不明の捜索がなされる中で、海上に、

その障害となる大火があったためです。事例は、海に地震＋津波と共に流失した石油が、

湾内に停滞する対象に対して、宮城県・名取が燃えて大火になる状況をカメラの映像でと

らえました。ここでは、燃えるはずがない重油がなぜ燃えたのか？また、海上に燃え広が

っていったのか？を東京理科大で松山準教授が実証実験しながら津波火災発生メカニズム

を解説しました。では、その要点を図 3-6 と共に解説することにします。 

 

【火災発生メカニズム】　2011年9月9日・NHKスペシャルで紹介した内容を原理図で図化

① ガスボンベなどの破壊～ガス漏れ　→　② 津波で摩擦するガレキによる発火（山火事に似た現象）
→　③ ガスに引火　→　④ガレキが炎上　→　⑤ガレキの灰が触媒＋ガレキにしみ込んだ重油発火
→　⑥ 炎上の拡大　

①ガスボンベなどの破壊～ガス漏れ　→　② 津波で衝突～火花発生で起きる発火　→　③～⑤ 海上火災（炎上）へ　　　

火災発生原理の証明

　　海上に重油をまきバーナーで
　あぶっても引火は全く起きない。

引火実験の状況

①木材に引火～炎上の状況　　→　海水上の重油にも引火
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　やがて木材も類焼

海上に見立て離れ木材を置く

図3-6　津津波火災発生メカニズム

コンテナ

　　　高台

コンテナ

押し寄せる
津波と
瓦礫

津波で移動～衝突へ　　　　発火！

コン
テナ

東京理科大：松山准教授がNHKスペシャル（Y11-9-9放映）に実験結果を紹介

赤く照らされる海上
と重油へ引火拡大！

重油が漂う海上

重油を入れた容器へ点火

木組み
して
　引火

バーナー点火で絶対に燃えない
はずの海上の重油も、木材の
灰の触媒作用で引火を引き起こ
す現象を証明！
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 以下の解説は NHK が映像と共に細かく示した解析内容です。まず、津波が多くの瓦礫を

運ぶ中で、家庭用ガスボンベの破壊があり、白くガスが放出されながら、ガスボンベが岸

にあるコンテナへと運ばれる状況が時間の経過と共に映し出されました。やがて、コンテ

ナと衝突、その直後に発火。炎が大きくあがる模様が映像に映し出されました。この時、

ガスへの引火です。テレビでは、「ガスボンベとコンテナが激しく衝突した際に発生する火

花が原因である」と説明しましたが、正に、それを示した映像でした。その後、火は瓦礫

に飛び火、やがて、津波上で燃え広がり『津波火災』に変化しました。加えて、石油タン

クからもれた海上に漂う石油(重油)に対し、燃え広がった瓦礫から引火、やがて海上全体が

炎につつまれて行く状況が克明に映し出されました。なお、このメカニズムは図 3-6 の下に

示されたように、東京理科大の松山順教授が実験で実証する形で解説をされました。この

ような海上火災の発生原理ですが、まず、海水に見立てた大きなトレイに重油を満たして

バーナーを用い、直接、しかもかなり強い火力で表面の重油に引火を試みました。だが、

全く引火は起きません。そこで、四角いトレイの片隅に木材を浮かせる。対角線上に木材

を浮かべる、という環境をつくり、相互に約 1m 程度離れた環境の下で、片方を木材群にバ

ーナーで火をつけました。短時間で引火、木片から炎が立ち上りました。やがて、木片か

ら海上に見立てた重油が徐々に燃え立ち、大火災の波がトレイの片隅から広がって行きま

した。その後、炎が海を渡る形で『津波火災』状態がつくられ、もう一方の、対岸に見立

てた木材に達し、海上は“火の海”の状態となりました。このイメージを図の右下に原理

図の形で記載しましたが、燃えるはずが無い海上表面にある重油が燃えた理由は、木片の

火災と共に発生した灰が触媒となり引火を促したためです。 

 これ以外にも、NHK スペシャルでは、もう一例、物理現象を紹介していました。読者の

皆様にはご記憶が新しいと思うわけですが、津波で自動車のおもちゃを風呂に浮かせたよ

うな状態で押し流し、渦に巻き込みながらクシャクシャにされる状況でした。この際、自

動車が持つ電気が何らかの形でショートして引火する。これが、瓦礫に引火、その後は先

に解説した実験同様のメカニズムで重油への引火～『津波による海上火災』へと進展して

行く状況です。映像では『火事発生メカニズムを証明する』という形で映し出しましたが、

身の毛もよだつ『津波火災』の発生メカニズムです。 

 

（４）高層ビルを含めた都市部の火災発生原理と対策 
① 災害時に起きる火災～『炎の津波』に対する注意  

 災害の歴史的な経過を追うと、「地震は必ず火事を伴う」現象がクローズアップしてきま

す。また、都市部に津波が来なくても、震災と共に発生する火災は、正に『炎の津波』と

なって都市一帯を襲う危険が生じます。事実、このような事象が 1923 年（大正 12 年）の

関東大震災で発生しました。ちなみに、関東大震災の被害は、当時の国家予算の 1.4 年に当

たるそうですが、「死者・行方不明者 10 万 5 千人余り、家屋の全壊 10 万 9 千、焼失 21 万

2 千という大災害が出た」とされます。また、2011 年 8 月のNHKスペシャルでは防災の専
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門家の方が「東京の都市部に 7 万人住んでいたが、その 9 割が火災で死亡された」と話さ

れました。加えて、「関東大火災で梅の公園に逃げた 3 万 8000 人もの方が一瞬にして火の

海に呑まれ焼死した」わけでしたが、正に、これは『一瞬にして炎の津波』に襲われたと

いう事象ではないでしょうか？なお、現在、その原因と対策は次のように整理されます。 

(1) 関東大震災で、大きく被災した地域と対策 

関東では、墨田区、台東区、千代田区には過去 21 万棟が密集する形だったため、火

災で全てが焼けました。その後、墨田区を例にすると、都市計画をつくり碁盤の目の

ように道路と住居を配備し、道路と公園などの避難場所の確保などを図りました。そ

の結果、火事によるハザード・リスクを大幅に低下させました。同時に、神田明神な

どは、数回の火災被害の反省から、信者の方々の猛反対をしりぞけ、神殿の柱を木材

から鉄筋コンクリートに変更しました。「従来の神仏に対する風習を変える」という発

想で英断した事例です。なお、現在、この対策は防災建築のお手本となっています。 

(2) 関東大震災時の被災の原因 

関東大震災で多くの方が被災した理由は、当時、大八車を引き被災地に集まったた

めです。関東大震災では、火が大八車の荷物に類焼し、一瞬に避難地全体が火の海に

なり、避難者すべてが『炎の津波』に飲み込まれる形で死亡しました。この問題を我々

は、「過去の問題」として処理すべきではありません。現在の車両集合環境に置き換え

ることができるからです。車両にはガソリンが積まれています。このため、もし、1 台

の燃焼が発生すると、道路に密集する車と道路は火の海となります。仮に、ビルの谷

間でこの種の火災が発生した場合、ビルへの引火となる危険性をはらんでいます。さ

らに、防災専門家は「震災時の車両の運行は禁止すべき！同時に、消防車などの緊急

車両が通行する妨げになるため初期消火の機能を低下させる」と警告しています。こ

のようにガソリン車の状況をとらえると、EV 化は防災の一手段になります。現在、我々

も EV 化に努力中なのですが、「EV は、火災時に駐車場に位置する車の集まりに燃料

が無い環境をつくる」ということに気づきます。さらに、EV の電池は被災時に使用可

能です。日産リーフの場合、一般家庭 2 日分の電力の確保ができるそうですが、マン

ションや高層ビルの非常用発電装置の電気容量が 4 時間であることを考えると、この

面でも EV の普及は有効な対策となります。加えて、3･11 では日産・リーフの 20 台の

購入があり被災したそうですが、バッテリーの障害は皆無だったそうです。 

(3) 関東の火災危険地における対策 

  現在、関東における最大の火災の危険域は環状 7 号線付近とされています。特に杉

並区・阿佐ヶ谷・高円寺付近と世田谷区が問題（東京都の重要ハザード地域）になっ

ています。ここは、高度成長期に農地に密集する形で住居が建造された経緯を持つ地

域です。過去、住居は、狭い農道が迷路状になった道路に接近する形で密集して建て

られました。このため、現在、行政では火災対策に対し、苦慮しながら住民の協力を

得て空き地の確保や安全地帯の拡充に努力中です。だが、この対策は数百年に渡る仕
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事となっているようです。その理由は、道路整備や安全地帯の確保に多大な時間と説

得の手間や投資が膨大にかかる環境になっているためです。当面手が打てる対策とし

て、初期出火対策が残されています。この対策は、例えば、世田谷区の密集地では町

ぐるみでスタンドパイプという簡易の消防設備を町民が自主的に設置しています。ま

た、バケツ・リレーで協力しあって消化を行う訓練を繰り返してきました。今後、関

東を襲う直下型大地震の際、この種の訓練は必ず効果を発揮するはずです。 

(4) 火災の発生原因対策 

現在、大きな地震の際、ガスや石油ストーブの火元を止める対策は一般化していま

す。だが、予想外に多い出火原因は電気配線からの漏電出火によるものです。地震の

倒壊家屋や送電線のスパークが関与するという内容ですが、防災の専門家たちは、「一

般家庭だけでなく、高層ビルにおいても、大震災発生時にブレーカーを切ると防止が

できる分野が多い」としています。これは、この地での徹底をお願いしたい用件のひ

とつです。 

(5) 避難場所 

避難に関して、行政は多くの準備を進めてきました。たが、まだ、一般住民には意

外と知られていない状況が残っています。大震災の際、地域住民は、(ｲ)一時避難所：

足腰の不十分な方を含め、被災時に住居に近い場所で逃げることが指定された場所。

(ﾛ)公益避難所：被害がおさまった後、飲料や食料の受給を受けることを目的とした避

難場所。(ﾊ)避難所：生活を続けるため、寝食がある期間可能な避難所、という区分と

共に、(ｲ)→(ﾛ)→(ﾊ)の順で各地毎に避難形式が定められています。なお、この種の情

報の認知は、当然、行政を中心とした関係者の指導と徹底が必要なため、PR が進行

中です。加えて、企業の場合、また、ビルで仕事をする企業の場合の、個々人に同種

内容を関係者に伝え、衆知徹底し、訓練を進めることが求められます。 

(6) 超高層ビルにおける被災時の準備 

3･11 で特に顕在化した事例として、(ｲ)高層ビルのエレベーターが停止すると、閉

じ込められ開閉に 3 日を要すること。また、ビル上階への人の上下に難が発生するこ

とが明確になりました。特に、足腰が不自由、高齢者が上階に住む場合、覚悟が必要

な注意となりましたが、高層階層を持つ企業の事務所や研究所や設計部門などは、同

種の問題を持つため、個々の条件に応じた対策が望まれます。(ﾛ)次に断水の危険が心

配です。屋上タンクに 20 トンの水があっても、400 世帯では 1 日分です。したがっ

て、ビル家屋では補助電源稼働時に風呂やバケツなどに目一杯の水の供給処置が必要

です。地震発生に伴い水道が機能しなくなる危険も配慮しておくべきです。こうなる

と、各種の備えが個々に必要となるわけですが、このような問題は、工場生産の現場

や事務所でも対処すべきテーマです。(ﾊ)震災時、高層ビルの電力は、緊急時に補助電

源による発電が行われる用意なされています。だが、燃料の備蓄に制限があります。

このため、一般のビルでは 4 時間程度が限界となる状況です。したがって、節電対策
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と共に販売された家庭用蓄電器などの整備は有効な策となるはずです。工場において

も、この種の状況は把握して対策方法を整理しておくことが必要であることは言うま

でもありません。なお、EV 化が進めば、ここから給電が可能になります。そうなる

と、工場や住宅地の駐車場など、今後、災害対策＋地球環境改善を合わせ業と考え、

EV の普及率増強対策を平行させる策が有効です。 

(7) その他 

その他、災害時に人がケガをしては、物理的に逃げるなどの際、回避行動がままな

らない状況になります。特に、高層ビルなどにおいては、移動できないことが大きな

支障となります。このため、一つ一つは小さい対策ではありますが、家財や機器、書

棚や設備の固定、ガラス落下によるケガ発生などの防止を確実にしておくことが重要

です。さらに、高層ビルにおいては上層から下層階への移動が障害になります。この

ため、少なくとも 5 階毎に災害時の備蓄を設ける策をビル建設の条件にする法を施行

する地区が増えてきました。加えて、3･11 以降、交流が少ないビル住まいなどにお

いては、近隣の方々との交流を図り、緊急時に助け合う対処の必要性が高まりました

（若者の結婚者も増加したとのことです）。 

以上、ここまで記載してきた対策に当たっては、さらに、①各種の防災対策情報を

集める。②専門家に診断願う。③同種の経験者に相談に乗ってもらう。・・・といっ

た対策を付加し、自然災害に対する備えを強化してゆくことが必要です。 

 

② バックドラフトの原理の理解と対応への注意 

 ビル火災の際、注意すべき用件に映画などで有名になった『バックドラフト』という現

象があります。一見、特殊に見える現象のようですが、発生条件が整うと必ず発生する現

象です。この原理は、図 3-7 に示したように、(ｲ)窓やドアーなどを締め切った状態で室内

の火事が進行すると酸素が次々と消費された後に発生します。(ﾛ)バックドラフト現象は、

酸素不足で火の燃焼はいったん治まったかのような状況の時に起きます。(ﾊ)例えばドアー

を開ける。窓を破壊する事象があると、突然、外にある酸素が室内に入り、(ﾆ)一揆に大爆

発を起こします。過去、この現象は特殊な現象だと思われていました。だが、近年、この

バックドラフトはビルだけでなく、機密性の高い一般家庭や工場建屋においても起きる状

況があるため、ここに紹介しました。「対策は、この現象を知って行動すること」とされま

すが、特に小火などでくすぶる部屋の消化に際しては、ドアーを締め、燃焼物に十分な酸

素を燃焼体に与えない対策が必要です。ドアーなどを開けたままで消火器や水などの消化

物を取りに行くと、戻った瞬間に発生するタイミングとなる例が多い状況です。従って、

バックドラフトの危険を感じた場合、「煙が立ち上り小さな火が燃える事象を見たらその場

から逃げる」という対処が必要です。数年前ですが、バックドラフトの映画が盛んに放映

された頃、実験施設でバックドラフトの実験をした模様がテレビで放映されたことがあり

ました。ここでは、1m ほどの耐熱ガラスで囲った箱の中に木組みをして引火し、ある程度
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燃焼した状況で窓を閉めると、いったん火は沈下の様子になりました。だが、もう、火が

「もう鎮火する」という時にバックドラフトが起きました。 

図3-7　知って役立つ火災に伴う各種現象と対策
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画像では、ドアーに当たる箇所を空けると、煙のようなものが部屋から立ちあがり、や

がて 2 分程度の後、一気に爆発した 2m ほどの火柱がドアーから一瞬で噴出す状況が映写

です（筆者はこの文章の記載に際して、再度、映写したわけですが、その爆発の状態は正

に筆舌に尽くしがたいという内容でした）。特に、ビルなどの密室で火災が起きたとき、部

屋を開けると、くすぶる臭いと共に、小さな炎が見えるだけの状況が多いと思います。こ

のような状況を見ると、誰でも「簡単に火を消せる」と思い勝ちになると考えます。しか

し、もしこの状況で、ドアーや窓を空けたまま水を取りに行くと、戻ってきた瞬間にバッ

クドラフトに遭う危険性が高まります。火柱による炎の爆風と火力と熱を浴び、炎に吹き

飛ばされる状況で火達磨になります。以上、この現象は条件が整うと必ず発生する、危険

極まりない物理現象なので、ここに紹介させていただきました。 

 

（５）大雨に伴う山崩れ～河川の堤防決壊の原理と対策 
① せき止め湖の発生原理と危険性 

 2011 年は九州で火山の爆発があり、その後、3･11 を追うように、米国では巨大なモンス

ーン、イランでの震災、・・・と続きました。さらに、国内では震災以外の自然災害が起き

ました。その例として大きかった事象は台風 12 号により 9 月 2 日～8 日に紀州を襲った豪

雨と、日本列島を縦断した 15 号による被害です。その状況は図 3-8 のイメージとなります。
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この事象は和歌山県田辺市の富田川・日置川と同県の新宮市の熊野川で起きました。特に、

ここでは、切り立つ山の合間を縫って流れる河川を大水で崩落した山の斜面の土砂が地す

べりの形でせき止め、いわゆる『せき止め湖』が発生し、被害を発生させました。せき止

め湖が生まれる原理は今回の山の土砂崩れだけではありません。すでに存在する中禅寺湖

は男体山、また、大正池もせき止め湖です。しかし、大正池は焼岳の噴出物によって形成

されたものです。だが、今回、奈良県と和歌山県につくった 5 つのせき止め湖は、豪雨に

よる山の土砂が崩れたため出来た湖です。もし、せき止め湖が決壊し、鉄砲水で下流の住

民が被害を受けた場合、大変な被害となります。このため、避難勧告と共に住民は安全地

帯に避難しました。今回、幸い、大きな決壊に至らなかったわけですが、それでも、危険

性の高まりから、名古屋では 100 万人に避難勧告が出されました。 

 

図3-8　台風の豪雨で生じた「せき止め湖」の発生過程
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 では、簡単に堰止め湖の発生メカニズムを解説することにします。豪雨による雨量が多

いと、山間に浸透した水が山の壁面にたまります。同時に、重量が増します。たまった水

は外へ出ようとするわけですが、逃げ道が無い場合、山の表層の地面を前面に押す力に変

化します。この時、斜面の角度が安息角という斜面を支える程度のなめらかさを保ってい

れば、崩落の機会は少ないのですが、切り立つ山肌という状況は図の右側上部の状況が発

生すると、簡単に右下の状態、すなわち、地すべりに変化し、山の土砂崩れとなります。

そして、地滑りの後、崩れた土砂が狭い山間を縫うように流れる河川をせき止めたのが『せ

き止め湖』です。要は、短時間で崩れ落ちた土砂や土石がダムをつくる現象です。しかも、

このダムが強固であれば崩れ落ちて流れに土石や大木を巻き込む危険は無いのですが、簡
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単に崩れる危険があり、下流に土石流を発生させる要因を持つ対象です。 

 

② 輪中提が破壊するメカニズム 

 図 3-9 は山間の山村をコンクリートの箱で囲って河川による水害時に被災を免れようと

いう目的で建造されてきた『輪中提』と呼ばれる四角い防波堤です。図の上部に解説のよ

うに、この例は、先の台風 12 号で簡単に破壊しました。この構成は、自然災害時に水が輪

中堤を越えると、四隅が囲われているため四角い枠内にたまる。さらに、外側の壁に当た

る底面が濁流で削られると、内圧で壁面を内側から外側へ水圧が推すという原理で簡単に

破壊された物理現象の例です。『輪中堤』が破壊されると、家屋はガレキと化して一気に流

されます。幸い、このケースの場合、ソフト的対策があり、住民が輪中堤の外側に設けら

れた避難所へ退避していたため、家屋は倒壊・流出しましたが、住民は無事でした。しか

し、この例から、「絶対安全とされた、輪中堤、どのように万全とも思われる自然災害対策

を図っても、ハード面の強化には限界がある」という評価となりました。 

図3-9　河川で進められてきた「輪中堤」と破壊の状況

　2011年9月16日「おはようニッポン」放送で紹介、2011年9月、台風12号で紀伊半島一帯は大被害を

受けた。特に、三重県の紀宝町では川が氾濫、住宅の天井まで水につかる被害が出たが、被害が
あった場所には、国土交通省の指導で、洪水対策のために高さ９㍍を超える 新鋭６００億円を
かけた巨大堤防「輪中堤」が住民の安全を確保する目的で建造されていた。だが、濁流はこの堤防
を簡単に上回った。さらに、濁流で堤防は決壊した。このため、集落に押し寄せた水が、地面を削る
形で流れ、破壊され、濁流が流れ去った付近の家屋が崩壊～傾く状況だった。
　① 幸い住民は全員避難したため無事だった。
　② 輪中堤へ超えた水は短時間で住居の2階まで達した。
　③ 住居がある山側に避難場所があった。多少、堤防より高地だったが床まで浸水した。
　④ このため、住民は豪雨の中で裏山へ移動して、何とか水害から免れた。
　⑤ 住民の話では、「門を閉め、輪中堤内に居れば川の氾濫、濁流被害は無いと思っていた」とのこと。

輪中堤の被害
の状況は津波
と似た状況

（ガレキの山）　

輪中堤壁
　　

　　　住居

　　　避難場所

山林

　河川

倒壊
　箇所

堤防の破壊　　　　　溜まった水と圧力
メカニズム

破壊前の地面

洪水で削られた
河川の底

 
 

③ 河川に対する防波堤対策の工夫 

 これまで、大きく自然災害を被った物理現象とそのメカニズムを紹介し、自然現象に際

して、物理的、論理的な解析による対策の必要性を例示してきましたが、ここで、物理現

象を巧みに駆使した結果水害の防止の役立った例を紹介することにします。朝日新聞が伝

える「04 年の豪雨の教訓を生かした新潟県・五十嵐川、刈谷川」とした内容です。記事は、

04 年に 6 河川・11 箇所で堤防が決壊、16 名もの死者・行方不明者を出したことがきっか

けとなり、5 年もの年月をかけて、図 3-10 に示したような対策をとった結果、2011 年の 7
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月の豪雨に難を逃れたというものでした。 

過去、河川の洪水対策は、ダムを建設する。堤防をより強固にする、というものが主体

的でした。しかし、「水の量を計算して、短時間に低地側のある海へ放出する」という基本

原理を基に計算した結果、図に示すように、川底を掘り、より深くする対策が採られまし

た。結果は見事な成果発揮を示したわけですが、この策は筆者が住む目黒川ですでに 40 年

前に行われ、成果を得ている手法と同じです。 

 

図3-10　新潟・福島豪雨対策（成功例）

2011年7月31日朝日新聞より

04年豪雨の教訓を生かした

新潟県五十嵐川、刈谷川
など6河川・11箇所で堤防
が決壊、16名の死者・行方

不明者を出したが、5年かけ

対策してきたことが、今回の
水害対策に間に合った！

　　　過去：堤防強化

今回：川の水位を下げる対策

従来の対策：堤防の強化

今回の対策：川底を掘削～早く排水

04年の豪雨の教訓を生かし

被災軽減につなげた。
★この種の対策はITシミュレーション

　が有効

　（既に、筆者の住む近くの目黒川
　　では、この種の対策を済ませ
　　40年になるが被害は出ていない）

 

 

筆者の住居から 2 つ駅の先に、過去、東京では有名な洪水と氾濫を続けてきた目黒川が

あります。ここには中目黒にお寺があり、水害の対策に女性が人柱になって川の氾濫の防

止を神に祈った記録が掲げられている碑が中目黒駅の近くのお寺にあります。当時、いく

ら策を下しても問題解決が出来なったため行った、何とも悲惨な対処です。だが、図 3-10

と同じ策を施してからは、何回も豪雨に見舞われても川の氾濫はありません。 

筆者が研修支援でお邪魔する福井市で氾濫した河川も同等の対策がなされています。洪

水の再来がないことを祈る次第です。以上、物理現象を正しく解析して自然災害の防止に

つなげる代表例を紹介しました。当然、自然災害は他にも多くの対象があります。昨今、

日本で発生が多く報道される竜巻や火山などもこの例です。米国では山を掘り住居にする

竜巻対策を見てきましたが、これも現地にあった物理現象対策の一例です。いずれにせよ、

自然災害対策が大きな物理現象によってもたらされる以上、地球上に起こった事例と事実

を物理条件として解析した対策は必ず必要です。また、読者の皆様には、「是非、自然災害
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対策に当たって、ここまで記載した『原理図化法』と共に、昨今、進化した IT シミュレー

ションによる解析を加え、十分な安全確保につながる策の適用を、・・・」と願う次第です。 

 

【参考になる治水対策】川の護岸壁対策に極めて有効な対策の例 

 日本の土建関係では、どのように物理現象の解析が科学的、また、実証的であっても、「納

入実績や政治的・人的コネ」が無いと受け入れられないようです。2011 年 7 月「夢の扉」

という番組でその例が紹介されました。｢ブランチブロック｣という名で知られる、造園家

の吉工園の吉村隆顕氏が 6 年もの歳月と個人の資金をつぎ込んで開発した技術です。技術

的には早い完成だったわけですが、市場への適用への理解が進むまでには多くの難関があ

りました。原理は、日本の築城際の城壁にヒントを得て、自然物を研究した結果、「木の根

が岩を奇妙に囲うことが、河川の風水害で防波堤として強固な構造である」という発想（調

査～発明）を得たそうです。構造は鉄筋コンクリートで 3 方に魚の骨が枝を張る構造にし

た仲介材を自然石で包み込む方式です。例えば。河川における堤防壁を建造する場合、ブ

ロックを積み上げながら、蜂の巣のような六角形の構成でブロックを積みながら中間に石

積みを行います。この構成で壁の表面から奥へ木の根を張る構成になるわけですが、川の

流れも制御します。また、工事費と工事期間はコンクリート壁の堤防の数分の 1 です。加

えて、川などに設置した場合、昆虫や動植物が積み上げられた岩に住処をつくるので、自

然環境が育ちつつ自然災害を防止するという構成物です。事実、2008 年兵庫県・豊岡市で

護岸に使った実績では、過去、面一のコンクリート堤防に対し、魚の数が 4 倍にも増えま

した。さらに、2009 年の台風には無傷でした。技術的にも徳山工業高等専門学校における

実証試験がここまで記載した内容を定量的に証明していましたが、現在、『造園家が学者を

うならせた発明品（特許も保有）』という評価と共に、台湾の風水害対策で効果を発揮しま

した。この技術は、「自然災害には自然をよく観察して、防災に強固な環境を自然災害に当

てる」という例ですが、「自然の中に自然災害対策の技がある」という、観察と気づきを求

め、対策を実現させた代表例のひとつです（詳しくは下の URL をご覧下さい）。 

 URL: http://www.kikkouen.com/ 



第 4 章 BCP 作成前に必要な事実解析 

（１） 古文書、遺跡など、災害の痕跡に学ぶ防災のあり方 
 自然災害対策に当たっては、地震専門の方々が、地震や津波の痕跡を事実として残した

内容を未来に活かす活動が地道に進めてられてきました。この学問体系を『地震考古学』

と言います。ここでは、各地の碑、古文書などを含め、物理現象の形で起きる災害の記録

を現代に活かすためです。この例として、2011 年 8 月に NHK スペシャルに特集でも、「過

去の被災に学ぶ」という番組が特集されました。ちなみに、番組では、「2030 年までに関東

大震災が起きる確率を 70％」としていましたが、ここへ、過去の記録を参考にしてもらい

たいという訴えでした。過去、関東には 400 年に 8 回も大震災があり、震災や津波に関す

る、多くの絵や記録が残されています。そこで、本書でも、この種の情報を整理して、自

然災害に対する過去の記録の生かし方を整理することにします。 

(1) 元禄地震記以前に関東を襲った地震・津波の調査 

元禄地震記（1703 年：元禄 16 年 11 月 23 日）は、過去、江戸の津波対策に当たり基本

にしてきた対象です。震源は千葉県・野崎沖 M8.1 と推定され、野島岬は沖合の小島から地

続きの岬に変貌したというほど巨大な地震だったことが予測されてきました。これは、1923

年 M7.9 だった関東大震災より大きな規模です。東京大学地震研究所の都司嘉宣准教授が

NHK スタッフに協力する形で調査した内容は、「以前にさらに大きな津波があったはず」

という想定に基づく調査をされた様子が映写されましたが、その例に千葉県・鴨川の西徳

時を訪れると同時に、1605 年（慶長 9 年 12 月 16 日）に起きた津波の解析の状況が紹介さ

れました。また、その要点は次の通りでした。 

ここでは 10Km 先、海岸にあった寺から 3 体・合計 100Kg の仏像が西徳寺（海抜 7m）

に流された古文書があり、10m 以上の津波が西徳寺まで押し寄せたこと。また、八丈島の

古文書には 25m もの津波が来たこと、さらに、徳島県にも大きな津波が押し寄せた記録が

紹介されました。震源は東京湾の沖 200Km・ M8.6 という推定です。事後談で残念ですが、

このような事例と、対岸のチリ津波が Mw9.5（金森博雄博士によるモーメント・マグネチ

ュード値）だったことを考えると、「災害史の立場からすれば、3･11 で遭遇した M9.0 は想

定の範囲内にして、各種対策を進めるべきだった」という反省となります。 

(2) 1605 年の震災・津波が及ぼした千葉県への影響と現地に残る情報 

専門機関が 1605 年の地震と津波の状況をシミュレーションした結果を見ると、千葉九十

九里浜一帯は 10m の津波が地震の 20 分後に襲った計算になるそうです。そこで、NHK 関

係者が鴨川・天面地区を訪れました。だが、この地で地震の歴史を知る方は皆無でした（記

録も言い伝えも無いという実情でした）。また、ここの防潮堤の高さは 3.4m、「設定値は、

その後に起きた元禄地震を参考に」したというものでした。証拠として、防潮堤には「元

禄地震による最大の波高」と明記があったのですが、この高さでは、3･11 や、それ以前に

起きた波高 10m 超の地震が再来した場合でも、この防潮堤では津波防止になっていない。
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という実情でした。 

(3) 3･11 による千葉での津波被害 

千葉県を襲った 3･11 に伴う津波の波高は 7.6m であり、死亡者が 14 名も出ました。し

かし、その後の行われたの地層（堆積物）の調査を見ると、過去、10m の津波が千葉一帯

を襲ったという記録が見つかりました。このため、現在、自治体では「10m を目安に対策

の検討に入る」という取り組みを進めています。 

読者の皆様は、以上のような例をご覧になり、「なぜ、過去の教訓や記録を生かした取り

組みを過去してこなかったのだろうか？」と思われるはずです。だが、こうなった経過を

非難することは出来ません。その理由は、①震災の被害者が死亡、または、逸散して伝承

しなかったこと、②当時は文字を読み書きする方が少ない時代だったことに加え、③現在

のような情報ネットワークが無かったこと、④地震があっても津波の発生頻度が少なかっ

たこと、さらに、⑤津波対策の防潮堤の建造には膨大な費用と時間が掛かる、という理由

があったためです。しかし、現在はグローバル（地球規模）時代、科学も大きく進化し、

津波対策には多くの情報や知恵と工夫ができる時代です。また、過去の津波や地震につい

て科学的に解析し、今後、多くの対策を模索することが可能な環境です。この一例として、

千葉の一の宮市では、津波が来る前に、退避可能なビルの検討を開始しています。調査の

一例では、一の宮市だけでは避難する方々を収容しきれないため、近隣の地域に避難依頼

をする策の検討、準備などが進められています。事実、この案の検討の際、自治体の方々

が実際に避難対象となるビルを訪問され、避難時の姿をシミュレーションされました。こ

こでは、「荷物などをかかえた退避空間は 1 人 1m 四方が必要」と設定する。具体的に収容

可能なビルと避難方法を検討するという事実確認がありましたが、この種の活動は、必ず、

災害時に効果を発揮するはずです。 

筆者の体験談で恐縮ですが、阪神淡路大震災では、筆者達を指導された小学校教師・松岡

先生のお宅が芦屋市の活断層の直上でした。このため、お宅は真 2 つに破壊されました。

だが、幸い、ご夫婦は、倒れ掛かったタンスと壁が奇妙な角度で隙間に入り、「九死に一生

を得た」というお話をクラス会の毎に、お聞きしてきました（残念ながら、筆者の友人の

何名かは地震で戻らぬ人となりました）。この大震災以降、政府は活断層に関する調査を盛

んに進めてきました。しかし、阪神淡路大震災で津波対策が無かったためか？残念ながら、

津波シミュレーションひとつをとっても、国の予算がつかず、ごく少数の専門家がほそぼ

そと進める状況でした。その理由として、①津波は発生頻度が少ないかったこと、②津波

の影響をシミュレーション結果として提示すると、余りにも影響する規模と範囲が大きい

ことが予想されるため、行政にとっては対策費が充当できない。また、③「問題の大きさ

は予想していてが検討は先送りしてきた」という状況だったそうです。しかし、3･11 以降、

この考えは変わりました。④3･11 では約 2 万人が死去・行方不明になったためです。地震

によるケガ人が 6000 人だったことを考えると、津波が膨大な影響を及ぼしたことが判りま

す。このような対処のため、⑤例えば、関西では、先の橋下知事がシミュレーションを専
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門機関に依頼して結果を公開しました。確かに一部には、「公開することで多くの地域に恐

怖をあおる懸念が心配である」という方がいましたが、橋下氏は、あえて結果を公表しま

した。また、その影響は、梅田付近まで津波が押し寄せるという状況でした。これに対し、

大阪府民の大半の方は、「先に危険な状況を知ることができた！」また、「今後、何をすべ

きか？が明らかになった！」という評価です。要は、「知らないで津波に被災されるより、

危険が及ぶ範囲を知って、対策を準備すべき」という大半の大阪府民の声でした。なお、

この状況を伝えたあるあるテレビ局では、口を揃えて「3･11 もこのようなことが事前に判

っていれば、多くの対策が進み、今回のような大被害にはならなかったはずである。・・・」

という反省を伝えました。現時点では、これは印象的な映像であり、ある種、事実を示す

局面を示す内容ではないかと思います。 

現在は IT が自然災害対策の予知を助けてくれる時代です。そうなると、「過去を学び、シ

ミュレーションで検証して、何を防災の有効策として手を打ってゆくべきか？」という対

処は、極めて重要な自然災害予防策です。先に、図 1-7 を示して、このような解析に必要な

アプローチ手順を『災害対策マネジメント』という内容と共に解説したわけですが、自然

災害対策は現状分析を出発点とします。このため、再度、その要点を図 4-1 に記載するので、

自然災害防止対策の基本にしていただければ幸いです。 

 

　対象は人や組織でなく、自然現象である

① 真摯に「事実を分析する」
② 科学的アプローチを駆使する。
③ 問題解決の支援はJMAの使命として効果的な解決手段

　　を全て棚卸して事にあたる。

図4-1　自然災害対策マネジメントの進め方

新・自然災害対策のアプローチ

See

PlanDo

安全対策の実施被災を確実に回避！

成功／失敗（被災）
事例を調査～
メカニズム解析

反省を
活かす？
はカット！

検証

正確な問題把握と場と条件に応じた的確な対処策

Did

既に自然災害記録情報は山とある！どう使うか？という
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦略的解析が必要！

科
学
的
解
析
事
例
に
学
ぶ
！

 
 

２） 3･11 後の時系列的解析で明らかになる、BCP 上の検討要件 
以降に起き

（

 報道各社は「3･11 の悲劇を再来させるべきではない」という思いから、3･11

た事象や対策を新聞などが掲載してきました。また、河北新報や朝日新聞は、日々報道し
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た内容を 1 冊の特集にまとめ販売しました。3･11 以降の 1 ヵ月の記録です。津波が東日本

を襲った状況を見て、筆者は「幼少の頃、太平洋戦争で焼け野原となった日本の大地に似

た惨状に似ている」と思いました。だが、日本では、あの凄まじい戦後の焼け野原も、今

は全くない状況で復興から発展を進めました。しかし、残念なことに、今度は、3･11 が東

日本を襲いました。ここで、先の記事が訴えたいことを筆者なりに整理すると、①あらゆ

る知恵を駆使して再度の被災を防ぎたい。②もし、被災を受けた場合、被災状況に応じ、

的確、迅速な手を打ち、生存者の救済～安全確保を確実にしたい。③特に、中枢となるエ

ネルギー・物流支援や工場の復旧などを早期、かつ、有効性を確保したい、という 3 点が、

『過去の事例から学ぶ』対処内容であると考えます。さらに、このような考え方は 4 月 21

日に JMA の報道関係者と共に、日本経済新聞社が 3･11 の写真展を開催した内容を見学す

る中で強く感じた内容です。写真展の写真は惨状を訴えていたが死体など映像は皆無でし

たが、ビルの屋上に船がある。山地にタンカーがあり、町は津波で家屋が総ざらい、ガレ

キの散在やビルの倒壊はありました。また、避難された方々が心配そうに助けを待つとい

う惨状でした。これを見て、筆者は、「再来がないことを祈る。または、「早く復興の手を」

という訴えが写真展の会場を通して訴える内容である」と強く感じ、今回のような解析と

対策を本書にまとめを開始しました。月並みで恐縮ですが、「筆者の立場でできることは、

3･11 後の 1 ヵ月の状況を表 4-1 のようにまとめ、産業界に訴えることが筆者の使命」と考

えたためです。 

 

表4-1　新聞記事を時系列的に整理して眺める被災経過

物理現象の解析
～対策が必須！

リスク想定基準　　　　・・・・　　　　　　　　　　　　回避事例報道

設定のあり方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・BCP成功事例から学ぶ

各時点でBCPなど

に生かすべき要件

事前検討とリスク
想定は皆無・・・

緊急事態宣言（首相）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月：飲料水

　原子炉爆破～避難指示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月：水産物と農作物被害

　　　　　緊急冷却対策　　　　　　　逐次被害拡大へ　　　　5月：下水道汚泥

　　　　　　　　・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月：海水汚染、土、砂汚染

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月：牛肉（ワラ）・・8月：米・・　

３，原子炉と

　　被害の広がり

（含む電力不足問題）

過去の教訓を生か
し回避した事例～
BCPの準備活用は

お手本にすべき・・・

　避難場所確保　

　　仮設住宅整備陽性

　　・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○生産復旧

２，津波被害の

　　復旧活動

貞観地震など参考
にすべきだったが、
チリ津波規模で対
応してきた

地震・津波の状況

　　被害状況と電力・通信の不足

　　　　死者・行方不明者

　自衛隊派遣・消防隊派遣　　　　

１，被災状況の把握

　　年月

教訓となる事項　　　　　　　　　　　起きた事象　区　　分

別紙：「エクセル」にて紹介、下表はまとめ方の構成

別紙にて
解析内容を

紹介

 
  次のページには 3･11で起きた各種の被災状況と対策の分析を例示させていただきます。 
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新聞記事を時系列的に整理して眺める主な被災経過と対策事項（河北新報・朝日新聞特別誌特集より） その１ （２０１１年８月JMA・中村茂弘まとめ）

　　　区分 　　　3月11日～13日 　　　3月14日～15日 　　　3月16日～17日 　３月１８日～20日（約1週間後まで） 　　　　　教訓となる事項
・地震の状況と主な被害 ・道路寸断・孤立地域の把握 ・水産関係者現地被災の確認（うなだれる） ・　避難所風邪が蔓延） ① 被災の現状把握と共に、72時間以内に

１，被災状況全般 　各地の被害・冠水状況報道 　緊急寒さ・物資不足で ・当面備蓄食品など不足、    の恐れ（寒さ真冬並み) 　　生存者の救助が必要だが、自衛隊と
・仙台市避難所開設 　　　耐力消耗者発生 　各所で支援求める ・石巻・鮎川捕鯨基地見る影もなく 　　消防関係のプロの活動が大きく作用
　　　病棟準備～救助 　　倒壊家屋での救出 ・三陸の動脈寸断（航空輸送開始） 　宮古・田老防災堤見る影もなく破壊
　　　死者・不明者の状況を報道 　海上漂流者の捜索 　　給油不足で長蛇の列 ・仙台空港ビル土砂と流木（復旧難航） ② 冬場で寒冷地対応が緊急となる状況
・通信手段が全く機能しない事態発生 ・JR復旧めど立たず ・食料支援は本格化 ・新幹線1100箇所で被害（実態報告） 　　だったが、季節毎にBCP面の対応の区別
・気仙沼では重油タンク炎上 　停電便乗で盗み（盗難）相次ぐ ・小・中・高学校卒業式 ・仙台市ガス配管ズタズタ惨状を報道 　　が必要であることを痛感させられる内容が
・各所で交通麻痺：緊急宿泊手配発生 ・通電火災相次ぐ 　・死者・行方不明者数の報道開始 ・宮城県インフルエンザ流行の恐れ 　　現出した被災内容だった。
・関東は輪番停電開始 ・水不足、食料不足に現地の残物を使用 　　　　　　　　　　新学期を変更へ
・自衛隊派遣指示（3月11日） ・福島原発事故により米国ﾄﾓﾀﾞﾁ作戦中断 ③ 県知事を始め被災地のリーダーの活動が
　状況に応じた船艇・機材を投入 　　現地対応の大きな差になって出ることが
・消防隊の派遣支援を国が要請 　　判る。
・12日政府は被災予算2038億投入 ・自治体の体制整備開始と ・被災者避難（トラック大量輸送） ・仙台港の利用再開

２，津波関連 　　　を決定 　職員の収集～問い合わせ対応 　　　被災地は統一選延期 　仙台港に燃料・給油・救援物資緩和へ ④ 物資補給と共に、まずは、電線の配備で
　　復旧状況 　・13日宮城県知事震災復興基金 　安否確認を仮庁舎で開始 ・内陸関係にへりで物資輸送開始 　　当面の被災影響を切り抜ける策が必要
　　（含む対策） 　　　　1兆円を要請 ・宮城県警：遺体収容～確認 ・被災者避難（トラック大量輸送） ・高速バス次々再会 　　加えて、情報網の整備が物資補給と

　・自衛隊10万人に増強支援 　被災者の疎開を検討 ・遺体安置所と避難所不足 ・生鮮食品徐々に流通 　　被災地の救援に大きく作用することが
・13日には各国から支援、捜索へ派遣 　　食糧不足顕在化～知事要請 ・補給路・仙台空港再開努力 ・気仙沼：幹線道復旧急ピッチ 　　判る。

・無力の津波堤防の実情が報道 ・ボランティア拠点の発足 ・宮城県：避難者に県外非難要請
・メモの山で行方不明者を捜す処置開始 ・宮城県知事燃料安心宣言 ⑤ 期限を3日、1週間など区分して各種の

・仮設住宅着手、物資も搬入 　　緊急対応内容を整備して行く必要。
・魚市場再開へ清掃開始（塩釜）

・福島第一原子炉津波被災 ・16日より東電計画停電に入る。 ・高濃度放射能飛散が判明 ・３号炉地上放水・自衛隊ヘリ水投下 ★次々と発生する事故に対して、全てが事後
３，原子炉問題と ・3月12日炉心溶融半径２０KM 　　福島原子炉より30Kmは屋内待機の指示 　～原発冷却へ総戦力戦開始20日安定へ 　　対応となった原子炉爆発対応だった。
　　被害の広がり 　　　　　　以内避難指示 ・原子炉メルトダウン・放射能 ・4号機火災発生 ・放射能被害食品検査指示（厚労省） ★各国とも原子炉政策の見直し開始へ
　（含む電力不足） 　・3月12日1号炉爆破 　　飛散の懸念 　放射能漏れ関東に及ぶ 　　福島市高い放射線量（降雪の影響） ◎自衛官、消防庁の緊急時対応には、緊急

　　　3月13日4号炉爆破 （既にSPEEDYでは把握） ・宮城・岩手・福島を除き、東北電 ・陸上自衛隊・警察庁の共同で冷却 　時の対応、原子炉爆破～緊急対応の検討
・女川原子炉は自働停止 ・原子炉制御不能冷温停止 　計画停電開始　 ・原発事故レベル５に引き上げ 　現地で統制が取れた活動には訓練面で学
・福島8万人の緊急避難本格化 ・生活関連情報（医療、身の回り品、金融、 　（4月12日レベル７へ変更 　ぶべき点が多い。

　交通・・ゴミ処理問題など）の状況一斉報道 ・相馬市1700人県外避難開始
・福島双葉町さいたま市へ「自治体疎開」

① 現状把握 ① 避難箇所を中心に支援強化 ① 物流網の整備 ① 当面急ぐ復旧対象の対策 ●左記の状況から、段階的に何が問題となり
４，全般的な状況 ② 安否確認 ② 情報共有と物資支援対策 ② 一次疎開など緊急生活確保体制の確保 ② 多少、長期に渡る被災対策手段の適用 　何を緊急に行い、その後、中長期的に何を
（原発対応は別途）③ 緊急支援を早急手配 　　（含む、寒さ対策・エネルギー支援） ③ ボランティアなどの受け入れ ③ 物流～現地支援を含めた地区別リーダー 　すべきか？を想定した段階的対策の必要
　　 　　による統制体制づくり 　性が被災事象の整理から明確になる。
５，各時点でBCPに①まずは震災の規模と対処指示 ①放射能飛散地域は把握 ①コンビナート火災で石油不足 ①被災から1週間後は物資輸送・供給 　　　　　　【結論として】
　活かすべき要件 ②関係者の安否把握 　していたが公開を渋っていた 　物流関連対策BCP要件 　　メインの確保を完了するBCP面の ① 被災後数日は、まず、救出と安否確認

③避難場所方法と被災環境対策 　このため被爆地に一時避難 ②電力・通信対策はバックアップ 　　準備が必須である。 　　～当面の衣食住対応がBCP上の要点
④組織と役割の設定 　（情報公開～共有の重要性） 　をBCP上、盛り込む必要大 ②あらゆる支援の内容の整理がBCP 　　となる。
⑤救助までの食・住対策 ②原子炉は 悪配慮のBCP ③ボランティアなど外部受け入れ 　上の準備情報として必要 ② 被災対策は人海戦術が主体となるため
⑥都市は帰宅難民対策 　不足を暴露（安全神話障害） 　　体制の準備（BCP上） ③警察庁の原子炉冷却準備はお手本 　　情報環境を整備後、管理組織の整備と
⑥病院は被災者受け入れと停電で混乱 　　とすべき訓練内容が紹介された。 　　リーダーの活動のあり方が重要
　自家発電に切り替える活動が始まる ③ 1週間以内の対応は、情報共有と物資

　　補給のウエルマッチが必須

注釈：マネーゲームに伴う円高や株価暴落などの要件は上表から除外した。
　　　　浦安の液状化、新潟の地震などは除く 　　　



新聞記事を時系列的に整理して眺める主な被災経過と対策事項（河北新報・朝日新聞特別誌特集より）　その２ （２０１１年８月JMA・中村茂弘まとめ）

　　区　分 　　　　　　3月21日～23日 　　　　　3月24日～3月31日 　　　　　　　4月1日以降 　　　　　　5月～ 　　　　　教訓となる事項
・気仙沼・唐桑漁船が160隻消える ・宮城・南三陸は防潮水門、高台避難が ・宮城の被害額2兆円超と試算 ・引き続き瓦礫処理が問題 ①物理現象の対策に過去の教訓を生かすこと

１，被災状況全般 ・石巻で80歳祖母、16歳の少年が9日ぶり 　過小評価と問いただされた。 ・多賀城周辺、角田周辺は汚水あふれ街に ・津波被害を受けた地域に編みかけ 　　BCPの準備がいかに重要であるかが判る
　に救出（家屋倒壊の隙間で生存） ・自動車部品の調達困難品で影響 　臭気（一時120箇所で逆流） 　住居建設は禁止
・家族の遺留品捜しが各所で始まる ・石巻：津波直後幼稚園バスに津波 ・宮城県では冷凍水産物投棄（4月1日） ②自然災害の対策は1社や限定した地域だ
・看護に人手不足・医療は窮迫 　5人犠牲（後に訴訟問題となる） ・宮城の農業再建が難（11％浸水） 　　けで対応は困難である。業種や地域を
　停電、断水で多賀城編塩病院の転院 ・明治三陸大津波38.2mの教訓生かし ・仙台は震災特需で住宅機材枯渇（5日） 　　越えた支援ネットワークの構築の必要性
　進まず 　被害ゼロの実情報告（3/27日報道） ・自動車新車販売58.6%減の影響（7日） 　　が、この種の事実分析の整理から判る
・岩手・大槌町長遺体で発見 ・27日：陸に船、街中に車散在がれきの壁 ・M7.4の地震、一時津波警報
・被災車両自治体で保管（政府方針） 　国が撤去指針（費用負担対策は8月に） ・トヨタ北米工場操業停止（10日） ③ サプライチェーン問題はBCPの検討の際
・気仙沼・信金で4000万円盗難 　宮城だけでも推計1800ｔ、車両は15万台 ・震災・津波理由の解雇相次ぐ 　　詳細な分析が必要であることが判った
・ソニー他海外移管を検討（23日） ・春の田植えなど作業延期要請（3月28日） ・東電会長廃炉認める（3月31日）

・都市型ビル被害深刻の判定（29日）
・小型船9割壊滅が判る（31日）

・仙台市中心街では3連休で買い物が ・石巻工業港９岸復旧～救援物資陸揚げ ・東京エレクトロン新工場10月稼働めど（4月1日）◎6月ウエッジが各社の復興支援を特集
２，復旧状況 　徐々に始まる ・東北新幹線全線復旧は1ヶ月の予定 ・パナソニック仙台、旭化成石巻、岩手東芝 　・ヤマト運輸の物資停滞支援
　　（含む対策） ・気仙沼、岩の酒造メーカー、社業再生へ ・ホタテ産地で共同生活円滑化 　関東自動車岩手　製造業再考へ一歩（1日） 　・NTTドコモ・NTT東日本の通信基地復旧
　　 　立ち上げ開始、塩釜では製塩立ち上げ ・東北道全面再開（支援物資輸送加速） ・仙台港高砂埠頭の復旧を急ぐ 　・仙台ガス局・日本ガス協会は4200人を

・仙台９市町村で土葬を容認（遺体処理が ・被災者支援金対策、各地で本格化 　コンテナ回収を本格化（2日） 　　全国規模で精鋭を集め復旧努力
　満杯のため身元不明者を埋葬） ・宮城・南三陸で集団避難動きが盛んに ・仙台ガス復旧多雨活躍総勢2700人（2日） 　・東北電力は5月6日に99％を復旧
・宮城県は下水道復旧2年と試算 ・16都道府県が住まい・生活資金・教育 ・宮城の被災企業BCPが奏功（3日） 　・JR東日本は4月29日に全線復旧
・仙台市はガス復旧新潟ルートで対策 　の受け入れを申し出（3月28日） 　例：名取市オイルプラントナトリ、皆成建設 ◎時事通信主催で「震災から学ぶ自治体
　塩釜にタンカー1．5ヶ月をメドに活動開始 ・仙石線一部開通（3月28日） ・南三陸集団2次避難開始（3日） 　広報」として2011年7月29日BCP事例を
・東北道大型車の制限解除 ・宮城県業業再開へきざし（3月28日） ・塩釜魚市場マグロに活気（5日） 　紹介、マイクロソフト他
・鳴子温泉で1000人避難受け入れ　 　三陸の水産加工塩釜から復興へ（30日） ・かもめの玉子（菓子）再開（） ◎日本電気自動車協議会（APEV)は被災時
・23日盛岡-新青森間再開 ・ガソリン供給（宮城）79％回復 　　にEV投入の有用性を紹介

・日産・・・ソニーなど7社の復旧を報道（10日）
・仙台地下鉄29日に全面再開メド

・原発事故に対し国の賠償を開始 ・放射線汚染野菜の制限が拡大、風評も ・原発増設を首相白紙化を宣言（4月1日） 3月：飲料水汚染 放射能被害の対策は全て後手の連続だった
３，原子炉問題と ・原発放射能飛散に被爆不安高まる 　増加（正確な汚染評価の充当はない） ・2号炉管理穴に亀裂、汚染水が海へ流出：2日 4月：水産物と農産物（野菜）汚染 予防対策～BCP的には問題拡大に対して
　　被害の広がり ・福島の原子炉は脱却足踏み ・南相馬：不明者捜査がままならい状況 　4月6日ようやく止まる 5月：下水道汚泥汚染と処理 注意すべき影響の広がりを注視すべき内容
　（含む電力不足） ・23日：農産物放射能汚染で出荷自粛 ・福島第一で作業員3名足に被曝 ・放射能風評被害で温泉業者にも影響（3日） 6月：食肉汚染（ワラの汚染～腐葉土まで） であり、地球環境汚染面での再チェック参考

　ホウレンソウ、カキナ、福島の原乳 　（ピットに高濃度汚染水） ・汚染水貯留へメガフロート出航（6日） 7月：米の汚染 資料にする程度（自然・技術問題に政治力
・福島県・飯舘水道水の飲用制限 ・宮城で乳業6社稼働停止 ：原子力村アプローチの無意味さを露呈）
・23日外部電源を全6基に接続 ・海洋へ汚染水流出～漁業へ影響？

① 被災地の従業員が集まり、酒造、製塩 ① 短期的な被災対策から長期の対策の ・4月10日頃になると多くの企業が復旧を報道 ・風評を含め、残余の問題処理の形で放射 100年に4回以上の津波被災地において
４，全般的な状況 　など、社員一丸で復旧努力を開始 　　選択へ以降 　日産自動車、ケーヒン、新日本製鉄・釜石、 　能対策と電力問題の対応が報道の中心 結論は「未曾有」「想定外」よりリスク対策
（原発対応は別途）② 物流インフラの主要対策のメドが立つ ② 古里在住決定者は相互協力を強化 　日立製作所、ソニー、キリンビール マネジメントの実践の重要性が教訓として
　　 ③ 津波の状況は明治三陸に匹敵の評価 残す解析結果となった。
５，各時点でBCPに① 原発のような被害は後に後手後手の ① 被災から２Wを経過すると復旧の要件 ① 避難、住居地の生活改善問題が浮き彫り 　 企業の復旧は全国規模でプロ集団を ①過去の教訓を重視することにより、危険を
　活かすべき要件 　　対策が相次ぐが、先手で 悪を考えて 　　がほぼ明確化する状況。人海戦術や ② 復旧は人海戦術の展開となるが、復旧技術 　　集中投入した効果が現出した優秀事例 　　十分回避できる事例が存在する。

　　全ての影響物の列挙と先行対策の指示 　　対策の機器など投入面の効率化の検 　　を持つ方々の活動が必須条件（訓練と現地 　　として紹介され、今後の参考にすべき ② リスク対策の要点は
　　が必要であることが反省された 　　討が必要になる（BCP的には選択肢の 　　での伝承対策をBCP上で配慮が必要） 　　文献が数多報告されつつある。 　１，リスクの程度の見積もり
② 23日に始めて東電副社長が謝罪 　　提供が必要） ③ 宮城の中小企業でBCPを生かした事例が 　２，回避策の準備
　　CSR的に問題、この種の対応はBCP上 ② 自動車部品の調達困難品で影響が 　　紹介、成果を実証 　３，回避策を準備しても、事が起きたときの
　　準備と対策を先行すべき内容である 　　出たが、この種の副次的内容はBCP ④ 逆にトヨタ北米では国内からの部品提供が 　　　緊急時対策の適用が重要となるが、
③ 被災時の盗難事件が多いためBCP上 　　のサプライチェーン問題として検討要す 　　できず、操業中止（サプライチェーン問題） 　東日本大震災では、この３つが全て事例
　　でも対策を進める必要がある ③ 中長期避難対策の実行の段階へ ⑤ 宮古・田老地区/姉吉地区を対比する形で 　紹介された。このことから、自然災害マネジ

　　トヨタ社長宮城入りものづくり東北で 　　被災/回避内容を報道：過去の教訓を生かす 　メントシステムを駆使して再度の被災を回避
　　 　　継続を伝える（3月30日、4月18日に再開） 　　重要性を比較する形で報道した（10日） 　～極小化対策の模索が必要となる

　　　



このような視点で上の表をまとめた結果、BCP（事業継続計画）の必要事項と、主要チェ

ック・ポイントの全てが徐々に明確になってきました（表 4-1 の中身を詳細に記載した内容

はすでに URL：qcd.jp で紹介です）。要は、この表を解析することで、BCP のチェック・

ポイントが、実務的な面で多くの題材を提供してくれるからです。では、以下、原発問題

を除き、3･11 後の経過と各種対策の要点を記載して行く対策に入ることにさせていただく

ことにします。 

① 3 月 11 日～13 日(3･11 発生直後の 3 日間：まず、実情把握とリーダーの集結の段階 

まず、被害の実情が逐次伝えられましたが、3 日間の対策は、(ｲ)現状がどうなっているか？

(ﾛ)通信手段を駆使して被災地のリーダー（県知事や市、町長などの方々）との連絡。(ﾊ)被

災者の中から救助すべき方々に対し、誰が、どのような手を打つべきか？の整理と共に、

自衛隊、救助隊、医師など緊急支援の対応、企業においては、幹部の生存と所在や、災害

対策の組織化を図る。惨事や被害の実情を早期につかみ、対策へ向けるための現状把握と

いう内容が主な活動です。なお、多くの企業や機関では「衛星通信電話を持っていた。使

用訓練が無かった企業では役に立てられず大反省だった」という教訓を残しました。 

① 3 月 14 日～15 日：震災・津波回避関係者の緊急保護を確実にすべき段階 

(ｲ)被災者の中でケガをした方々の病院の確保、(ﾛ)緊急に避難した箇所との連絡と支援内

容を決定、緊急物資の搬送、支援の開始など（緊急に寝食、飲料、暖房対策など生命維持

上の緊急対策）、(ﾊ)ガレキの下になった方々などの捜索と、避難場所に看板を設置して捜索

情報の明示、並びに、収容したご遺体の確認や処置などの対策に局面が移りました。BCP

的には寝食、飲料、暖房などに備蓄と、その適用、管理者をリーダーに緊急に問題解決す

べき課題に対し、必要な問題の整理と対策などの統制と、情報の一元化・公開。さらには、

部門外に支援願う内容を伝え、確実な緊急支援となる情報整理と指揮が求められました。 

② 3 月 16 日～17 日（震災後１週間初期）：緊急支援を本格・確実化すべき段階 

(ｲ)寸断した主要物流網の整備、(ﾛ)ボランティア受け入れ要求に応じて、外部支援者の緊

急投入、(ﾊ)緊急避難地の環境改善～より有効な支援を受けるため、県外を含めた移住など

が開始されました。被害が軽微、または、復旧可能性が高い企業においては、サプライチ

ェーン上の見直しを緊急に行い、また、このデータベースに基づき、手が打てる箇所の対

策のため、外部支援の要請などが開始できる段階になりました。 

③ 3 月 18 日～20 日：再起への調査検討の段階 

復旧のため、(ｲ)ダメージが大きい企業や産業、焦点などは、現状がどのような状況にな

っているか？を詳細に調査して、(ﾛ)当面の前後策をつくる。同時に、(ﾊ)仮設住宅の建設の

開始。企業や地域としては、先行復旧が可能な拠点として、給油、食料、・・などのインフ

ラの整備と、外部の支援も得ながら、ようやく再起への検討を進める局面に入りました。 

④ 3 月 21 日～23 日：再生の開始と復旧への試算開始の段階 

(ｲ)自治体の場合、地域の実情を詳細にまとめ関係者に連絡、同時に、被災回避のための

各種手段を下すと同時に、手が及ばない問題の支援の要請を図る。(ﾛ)死者の土葬など、法

 47 



規制でネックになっている処置を洗い出し、しかるべきリーダーが特別措置を暫時展開す

る活動、(ﾊ)避難者の大量受け入れなどの推進を進める。この段階で、製造業の場合、復帰

可否の判断を迫られる。従って、人や機材などを遠地に移して生産する。対策や、他所か

ら設備や機材の支援を得て復旧の努力を図る対策・・・・廃業の場合は関連の手続きなど

が進められる、という状況になりました。 

⑤ 3 月 24 日～31 日：ガレキの撤去開始からインフラの復旧に入った段階 

(ｲ)ボランティアの支援を含めガレキの撤去、(ﾛ)道路や港湾の整備などによる物流網の円

滑化、(ﾊ)生活資金・教育の受け入れ対策に着手される段階に入りました。漁業を例にとる

と、漁業団体が集まり共同で漁業を進める段階に入る例もありました。被災を免れた企業

においては、物流の円滑化に伴い通常生産に戻るための各種の手が打たれました。 

⑥ 4 月 1 日以降 5 月まで：復旧後を含めた恒久対策（根本的対策）を進めた段階 

(ｲ)政府と宮城県は被害総額 2 兆円と試算したが、この種の調査と復旧対策内容を概ねだ

が試算される段階に入りました。なお、(ﾛ)塩水が地盤沈下した農地に浸透して再建が困難、

または、復旧が無理な個所、住居として再度の津波に生命の保証ができない地には網掛け

が行われました。(ﾊ)その他、一部、または、完全復旧した企業や団体などは、次々と復旧

の状況を PR して復旧の加速に、精神面でも支援する行動が追加されました。 

⑦ 5 月以降：BCP の見直しと復旧対策の強化 

高台移転を含め、恒久的な対策への集中化、並びに、「3･11 に学ぶ」と題し、各社が保有

する BCP の見直しと今後への強化を図る対策が取られる段階になりました。 

以上、時系列的に東日本で被災された方々の活動(含む、海外からの緊急支援、自衛隊、

消防署やボレンティアまでの支援を入れた活動)を整理すると、個々の活動には、頭が下が

るような必死のご努力をなさった結果が一つの災害復旧手順になっていたことが判ります。

このように、被災と状況が変化する中で、対策の局面は次々と変わっていったわけですが、

逆に、このような変化を参考に、今後、もし、被災した場合、BCP（事業存続計画）上、

誰が、どのような局面で何をすべきかを準備すべきことが判ります。当然このような情報

の利用は『過去の教訓を生かす対策』に他ならないわけですが、3･11 後、ご関係の方々の

ご熱心な活動が、各社の BCP の具体化や見直しにおいて重要、かつ、実務的なチェック・

ポイントを与えてくれました。 

 

（３）3･11 の苦労談から学ぶ、BCP 上で必須となる重要な要件 
 表 4-1 では大きく被災後の対策の流れを整理しました。次に必要になる内容は、さらに詳

細な対策事項です。そこで、個々の企業における BCP 上の対処に入る前に、正に、血と涙、

皆の苦心で被災を切り抜けてきた個人や集団の活動を整理することにします。 

① 陸前・高田・戸羽 太市長の被災体験と市の復興への取り組み 

 陸前・高田市がある場所は左下の図の通りです。また、これから掲載する内容の多くは、

戸羽市長ご執筆による「被災地の本当の話をしよう」と題されたワニブックス新書（2011
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年 7 月）に詳細に述べられています。戸羽市長は、津波で奥様を亡くした状況で被災する

市の方々の避難から復興まで、市のトップという立場で、正に津波災害の復興リーダーと

して活動された方です。筆者としては、テレビなどのインタビューを含め、あの窮地と環

境で、お立場とは言え、信じられないほどの果敢なご努力と対策をされたリーダーのお一

人です。逆に、我々が、今後、もし、被災に遭遇した場合、戸羽氏の記録を活かし、問題

を軽減する必要を強く感じます。そこで、真に事後談の形で僭越ですが、以下、ご苦心さ

れた内容を時系列的に紹介させていただくと共に、★印で BCP の側面から、我々が今後に

生かす検討内容を探ることにします。 

① 震災前の状況： 

戸羽市長が 3･11 に被災されたのは、就任後、約 1 ヶ月の時でした。何とも残念なこと

に、奥様は津波に被災され、戻らぬ人となりました。なお、地震が起きる 20 分ほど前、戸

羽市長は奥様と電話連絡をされておられたそうですが、この状況に、筆者は、ただ頭が下

がるだけであり、個人的には、何もコメントできない状況です。 

② 震災時の状況 震度６弱を体感：    

岩
手
県

宮
城
県

陸
前
高
田
市

 

地震発生時、「緊急地震速報」がけたたましく鳴

り、規定に従って即座に災害対策本部を設置対応

する活動を考えたそうです。だがこの対処に戸羽

市長は強く危険を感じ、駐車場に全員を集めまし

た。そうするうちに、今度は余震と大津波警報が

鳴り、即座に市役所の 4 階に非難の指示を下しま

した。なお、この時には、事情を確かめるにも、

既に携帯電話は全く通話不能の状況でした。 

★この記録から BCPの適用がなされていたことが

判ります。しかし、実務に当たっては、その応

用(記載事項の変更)が必要であったこと、更に、 

正しい情報が入手出来れば適確な対処となったが、頼りとする携帯電話が回線のパンク状

態だったため、別の連絡手段が必要だったことが判ります（衛星通信電話が有効だったそ

うですが、この種の準備は、今後、集団を扱ったり、管理する組織の必須条件と考えるべ

きです）。なお、この種の通信手段は電池切れで連絡不能になるので、今後は、蓄電池の利

用、手回し発電のような簡易発電機の準備が必要になります。 

③ 津波発生時の避難状況：  

津波来襲で急遽、避難となりました。この時、全員が決死の状態で車椅子や、歩行器を

使う老人をかかえ、屋上へ向かいましたが、津波を察知。この時、急に、目前に非常階段

の防火シャッターが降りてきた。また、津波が既に迫っていたため、やむなく、老人達を

非常階段の踊り場に残し（被害が及ばないことを願いつつ）、屋上へ避難されたそうです。
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屋上避難者は 127 名で、津波は屋上まで 50cm に迫る状況で町全体を飲みました。なお、

お年寄りを助けに戻った職員は津波に飲み込まれ、帰らぬ人となりました。 

やがて津波は 6m の防波堤を突破、町も路線も陸前高田駅も飲まれました。津波であちこ

ちの建物は崩れ、正に、市長やビルの屋上に逃げた方々は、津波に飲まれる惨状を目前に

することになりました。そこでは、陸に向かう津波だけではなく、今度は、陸地を起こっ

た津波が瓦礫と人を巻き込んで、海に移動しました。この時、津波上には、泣き叫ぶ市民

が見え、火を噴くプロパン・ガスも津波で海へ運ばれる状況だったわけですが、誰も、何

も出来ずに、皆が惨状を眺めるだけの状況だったそうです。 

★津波の時に自動で緊急シャッターが作動し、脱げ口を閉鎖したそうですが、自動は有効

でも応用性を検討する必要はないでしょうか？例えば、手動で空ける装置の付加、一部、

を開閉する入り口のようなもの。シャッター部分と、ドアー部分を併用して避難した後閉

めるなどの対処です。加えて、津波来襲に残した方の救助に向かうと二次被害に遭うこと

は、過去の言い伝えでも重視された内容です。この例でも助けに向かった方が、残った方

と共に亡くなりました。今回、同種の例が多数紹介されましたが、このような状況への対

処は BCP 上、事前に十分話し合い、個々に対処方法を模索すべき事項です。 

④ 津波が去って： 

 戸羽市長らは、咄嗟に持参した無線を使い市庁舎の屋上で生存者との連絡をとりました。

だが、無線機はたちまち電池切れとなったそうです。夜になると、空からの救援は無く、

寒い屋上で待つ中で雪が降ってきました。また、暖を取る手段もなかったそうです。市長

は、朝になり津波が去った地を見て愕然としたそうです。その理由は、津波が町を無くし

たばかりでなく、市内随一の頑丈とされていた気仙大橋も流れていたためです。この時、

戸羽市長は「駅も橋も無いということは、救援物資が絶たれたことを意味すると思い、恐

怖を感じた」と、記録されました。 

★3･11 以降、今回のような大津波が襲来する時に逃げるビルを『非難ビル』ということで

指定すると同時に、各種の連絡や情報入手の必要から、ラジオや無線、電池や簡易発電機、

簡単な寝具や飲食品を備蓄する案が検討されていますが、この種の対処は、BCP 上で、必

要不可欠な対処の例です。 

⑤ 対策拠点の確保： 

 被災後、戸羽市長は津波が及ばなかった場所まで歩かれましたが、この時、最悪の事態を

考え作成してきたハザード MAP 通りだったことを確認されたそうです。要は、ハザード

MAP ぎりぎりの所の家は助かっていたわけですが、それより下に位置する家は激しい損傷

でした。幸い、 無事だった地に給食センターがありました。そこで、ここを拠点として町

の復興の任に当たることに決めたそうです。なお、この時、市の職員の 1/4 が行方不明でし

た。また、市民を助けに戻った消防団の方々も戻らぬ人となっていました。このような惨

事と共に、ライフ・ラインは全滅状態で（電気、水道、電話もなし）、市民の活動は全く機

能不全の状況で、復旧への対処となりました。 
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★津波が被災した場所と被災しなかった地域の差が明確に IT シミュレーションの結果で示

された内容を戸羽市長が確認された内容は、いかに津波など防災検討にハザード MAP が必

要、かつ、有効か！を示しておられます。加えて、今回、幸いに避難場所に給食センター

が選定されましたが、避難場所は必ずハザード MAP で完全に被災しない地域にすべきこと

が、今後、BCP 上で必須検討テーマとなります。また、この種の内容は、企業においては

タイの洪水対策を含め、自然災害対策上、十分に事前検討を図るべきです。 

⑥ 惨状の把握： 

悲惨な内容ですが、4 月 4 日に奥様の死体が見つかったそうです。また、戸羽市長の奥様

の面影はほとんど無い状況で荼毘にされました。幸い、ご息子達は助かっていました。だ

が、「奥様の死はご子息には報せなかったが、新聞報道で息子は知っていたようである」と

いうお話しでした。実に悲しい状況です。このような状況に何もできない筆者ですが、本

文を持ってお悔みだけを申し上げる次第です。 

震災時、確定申告の締め切りを控える時期だったこと、しかも、3･11 発生が金曜だった

ため、税務署では多くの方が仕事をされていました。このため、残念なことに、市役所で

は多くの方が亡くなった、という残念な状況でした。  

3･11 後、高田市に対しても、復旧にボランティア(支援)の打診がきたそうです。しかし、

「受け入れ体制が整っていないため、断念した」となり、この時、戸羽市長は受け入れ体

制（事前準備）の早期具体化の必要性を痛感されたそうです。なお、市庁舎にあったコン

ピュータは全滅状態でした。このため、住民データは全て消失しました。「だが、幸い戸籍

については法務省に副本として送っていたデータと住民基本台帳が業者の基にあり、被災

していなかったため、データの復元が果たせた」ということです。 

★戸羽市長は立場と役目上、3･11 の復旧リーダーです。このため、個人より集団（この場

合は市民）のためにおこなう各種対策に全力投球しなければならないつらさが関与します。

この種の人選は企業で BCP 展開や、リーダーの選定で十分認知する必要があります。同時

に、市長が亡くなったため、市長が選出されるまで、各種の対処業務が滞った市がありま

した。市長選出には選挙が必要です。だが、企業や一定の集団や組織編成の場合、同様の

問題が発生した場合、軍隊で下位の指揮官が全体を統率するような体制や制度を準備して

おくことが必要です。さらに、被災でスタッフの人数が減って対処できない状況が発生し

た場合、対処できないで困る要件を BCP 上で洗い出し、明確化した上で、ボランティアを

含め外部の応援を頼む、軍隊で言うなら支援部隊の要請が適確に進む策が検討可能な環境

を用意しておく対策を採る必要性があります。なお、個人情報のバックアップに対し、高

田市の場合は「法務省に同種データの提出があった」とのことで幸いしました。地域によ

っては貴重な個人情報が津波で失われた例が多数発生しました。そうなると、東海地震が

30 年以内に M9 クラスの震災・津波が 87％の確率で起きるという予測がなされている状況

においては（2011 年 11 月 25 日朝日新聞）、各企業で、少なくとも、サーバーの置き場、

管理方法に加え、何らかのバックアップ進めておくべきです。 
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⑦ 被災者への対処： 

 電話、FAX、インターネットが使えない状況だったため、高田市では、国から借りた衛

星携帯電話 2 台だけで被災者対応を開始したそうです。だが、生活を一刻も早く再スター

トさせたい市民の訪問と各種の問い合わせが殺到する事態となり、市の職員は電話対応は

手一杯の状況になりました。このため、市の職員との打ち合わせは、毎夜の遅くまでの検

討する日が続いたそうです。この記載で、対応される方々が極めて大変なご苦心をされた

ことが判ります。 

このような中で、自衛隊の懸命な捜索活動により 1,000 名を超える死者の方々が捜索さ

れ体育館（仮の安置所）に運び込まれました。1 日で体育館のフロアは一杯です。当然、死

者の確認後に火葬となるわけですが、これも限界、棺も臨時のダンボールで対応したそう

です。だが、この対応もすぐ手一杯になりました。また、身元確認を急いだわけですが結

局、身元識別ができないご遺体 300 件ほどは関東へ運び、火葬を願うことになりました。 

★被災者への対処は、多分混乱の中で多くの相談に対処する形になると思います。逆に、

このような中で、どのような相談や対策内容があり、何にどのような対策を取るべきかが

分析されれば、今後、現地で、このような問題が起きた時、効率的に対策が進むのではな

いでしょうか？そこで図 4-2 に、この種の、改善の進め方を例示することにします。  

図4-2　問い合わせなど頻度分析と業務改善

頻度が少ないが、回数の多い仕事の分析法
　　　　　実績収集

　・・・・・・

日程確認

地域の状況

物資の入手状況

行方不明問い合わせ

　　　　　　発生頻度　　項目

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

行
方
不
明
問
い
合
わ
せ

物
資
の
入
手
状
況

地
域
の
状
況

日
程
確
認

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

　　　　　改善はＥ，Ｃ，Ｒ， D，Ｐ，Ｓで

　　　　　　　　　　Ｅ（省略）

Ｃ（結合）　Ｄ（分割）　Ｐ（平行）　　Ｒ（置き換え）

　　　　　　Ｓ（単純化→自動化）　　

ムダのカット

 
 

この図は、電話の問い合わせや訪問・相談頻度と内容を分析して、対応方法を改善する

方法をイメージで示したものです。では、BCP 上で対処法を決めておくと有効になるので、

対処項目を例示して対策内容を簡単に解説することにします。 

(ｲ) 表示板やインターネットで適確な情報をタイムリーに見せる対象： 
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このような対象として挙げられる項目として、例えば、(a)被災の地の場所、各地の状況

（回復状況を含む）、(b)避難者の居場所や安否、(c)亡くなった方に関する情報、(d)不足

な資材や配給の状況、(e)思い出の品を探したり、受け取るために必要な情報、(f)ボラン

ティア活動の要請や状況把握などの多くの項目が、この対象に入ると考えます。対策は、

情報共有の形で被災者に一斉に伝え、相互に情報交換願ったり、相談があれば、公開質問

の形で、関係者にお集まり願い説明することで、心配事の解消や各種の活動が円滑化する

はずです。 

(ﾛ) 専門家に問い合わせ、個別に相談が必要な内容に対する事項： 

この対象には、(a)病気や診断を受ける場所や相談のための準備、(b)重病で無いがちょっ

とした手当のための薬剤の入手、(b)仮設住宅の入居に関する手続き、(c)再建などに対処

に当たって、法に関する情報や金銭的な支援の状況などが考えられます。この種のケース

の中で、特別な相談までを必要としないケース、自主的な活動のための情報入手が目的と

なるため、事前に類似する質問や相談の内容や質問パターンを(プロセス)を診断表のよう

なものに記載した後、状況に応じて、しかるべき内容や相談窓口を紹介する方式が有効で

す。そうなると、携帯電話や PC、タブレットなどを配備や分散する被災地の小グループに

貸し出しておいて、アクセス願う方策が適用可能になります。特に、複雑な相談に当たっ

ては、スケジュールを予約して進める。業務を分散処理する、という策は有効です。 

(ﾊ) どうしても専門家や情報や対策技術を持つ方に時間をかけて相談を要する特殊な内容： 

この種の相談や問い合わせ内容には、例えば、(a)疎開先の相談や状況把握、(b)事業復旧

や資金借り入れの相談、(c)転居に関する個別相談、(d)復旧に関する個々の事情に応じた対

策の相談や手続きなどの相談、支援など、込み入った相談ごとが考えられます。しかし、

この種の内容は、個々に内容が異なること、また、相談内容が複雑で時間の予測が困難で

あることが予測されます。このため、段階的な相談を行うという時間分割策が有効です。 

いずれにせよ、日本は自然災害が再発する危険性が高い状況です。そうなると、BCP の

作成～見直しを図る場合、高田市で行われたような行政の方々のご苦心内容などを調査し

て今後の役に立てる対処が、実務的な BCP 上、重要な対処です。 

⑧ 当面の復旧状況：  

戸羽市長の手記を参考にさせていただくと、(ｲ)震災後４日目に発電車が来てくれたので、

当面の電灯などは復旧が進んだこと、(ﾛ) 水道は６月一杯ですべて復旧（当初９月末とい

われた）した事例や、(ﾊ)このため、プロパン・ガスとともにお風呂が沸かせたので被災者

は一息をついたこと、(ﾆ)瓦礫の処理は、下に隠れたご遺体の関係もあり、時間が掛かる状

況で進行となった内容、(ﾎ)木製と鉄くずに分類するところまで市が行い、最終処理は岩手

県となっていて、瓦礫を集めただけでストップ状態となった。だが、岩手県が処理をお願

いした太平洋セメントが被災しており、当初は試運転程度の処理が 1 日 300t 程度だった。

この問題は、11 月にはようやくマシンがフル運転し、1000ｔの処理になる予定となった。

なお、処理を外部業者への依頼する策も選択肢だが、塩分が設備故障の原因となるため、
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受け入れ先探しが難航した。さらに、(ﾍ)仮設住宅建設は 5 月 9 日に着手できたが、「この

まま避難所に残りたい」という希望者も多かった。また、その理由は、今まで配給されて

きた食事や電気、水道代の支払いが自己負担になるという経済的な理由があるためだった。

(ﾄ)6 月には日赤と県から 50 万円を支給されたので、早速対処したことや、(ﾁ)救援物資が

届き始めたのは 1 週間後、だが、ガソリンなど燃料は全く手に入らなかったことなど、復

旧環境に対して行政が次々と手を打っていった問題と内容が紹介されていました。 

� 戸羽市長が 3･11 の被災者の救済・保護と復旧へ向けた内外の問題を次々と処理された

状況を拝見してリーダーとしてのご努力と大変さや、昼夜を問わず、情報を整理指揮さ

れた状況には頭が下がる思いです。このような対処は混乱時に起きる課題を全て挙げ、

状況分析した後、しかるべき担当を決めてムダのない統制を進める事項であり、正に混

乱時に目で見て課題と進捗を一覧でつかみ指揮する手段の適用が有効性を発揮するこ

とになります。状況は異なりますが、その種の課題を対策する手法に、NASA・アポロ

計画策定時に具体化された、KT 法の SA（Situation Analysis）の適用が有効です。こ

のため、BCP 上運用時に、是非、活用願いたい様式として表 4-2 を例示し、解説を加

えることにします。 

 

表4-2　SA：状況分析の記載様式

①　テーマの設定：　　トップリーダーと全体最適の立場で
　　　　　　　　　　「○○問題を整理・ウエイトづけし、○○を○までに達成する」と記載する。

②重要関心事
　（重要テーマ
重要問題など）

③　左記の
解説と事例紹介

④
寄
与
率

◎

◎：極めて重要、○：重要、△：まあ重要、×：重要性は低い

⑥重要度評価　　　 判
　

Ｓ　　　Ｕ　　　　Ｇ　　定
重要性　緊急性　拡大　　
　　　　　　　　　　 指向性　

⑤対策手段
の割り付け

⑦
着
順

⑧
担
当
・
期
限

現在抱える　　　　　　　　テーマに対する寄与率と重要度、の評価法
重要課題を列挙する

★　記載手順は、①～⑧まで各欄に設けられた項目（要求事項）に従って記載し、一覧化する。

 
 

 表 4-2 では、まず課題を列挙します。その後、担当を決めスケジュール化するわけですが、

その進捗は中央統制して管理します。形は違いますが、緊急時にこの種の対策を進める模

様を筆者は阪神淡路大震災の際、多くの課題を分担して進めるボランティアの方々の活動

で拝見しました。ここでは、ポストイットに項目を書き上げ、大きなベニア板に模造紙を

貼り、その上に黄色のポストイットに記載した項目を貼り、全員で討論して担当を決め、
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色分け、順序づけして担当にテーマ列挙をお願いする。同じ内容をもう一方の青色のポス

トイットにメモの形で写しを記載して、このカードを基に各リーダーが現地で活動する。

終了したら、青色ポストイットに結果を記載して、担当した中央管理されている黄色のポ

ストイット（パネル上）に青色のポストイットを重ね貼り、終了を告げる、という実務的

な PPA 利用策でした。「関係者の会議は定期的に行う」ということでしたが、中間でも、こ

の一元化された情報管理盤がコミュニケーションボードとして利用される模様がテレビで

紹介されました。具体的な運用は、例えば、A グループが予定より早く課題を消化した場合、

ボードを見て、他のグループに連絡して応援を打診するといった具合です。多分、この方

法で復興時には多くの課題の対策は早期に進んだはずです。カード式は黒板や大きなパネ

ルを使って行う方法より変更用意であり、全員の検討内容が一覧できる方式です。だが、

欠点は、課題の検討や担当と対策法の決定といった情報処理は、この方法で消化可能です

が、「多くのグループが対処する事項の、個々の時間見積もりとフォロー、相互の支援や全

体としての進捗管理、リスクの検討や、スケジュールが進む中で全体最適を検討するため

の支援内容を全体管理する」という対策には不十分です。そこで、図 4-4 に示した PERT

手法の適用を、『災害・復旧課題管理のためのスケジュール管理・マネジメントシステム』

という形でこの対策に付加すべきです。 

図4-3　災害のスピード復旧管理に有効なPERT手法

→　：　仕事と日程の長さを示す

○　：　仕事の区切りと時刻を示す。

　　　：　ダミー（仮の仕事）つながりだけを示す。 仕事A
仕事B

仕事C

仕事D

仕事E

仕事F

仕事G

１ ２
仕事A：3日

３
仕事B：4日

４

５ ６

仕事C：3日

仕事D
　2日

仕事E
　　：5日

仕事F：4日

仕事G：1日

日程計算例

０ ３

０＋３＝３

７
３＋４＝７

９７＋２＝９と
３＋３＝６の大きい方

１３

７＋５＝１２
９＋４＝１３の
　　大きい方

１４
１３＋１＝１４

　最早開始時刻を□の中に計算して
入れるとこの仕事は14日間かかる

ことがわかる。

 
 

PERT 手法も NASA でアポロ計画策定のために類似のニーズから生まれた手法です。で

は、以下、手法を紹介し、適用方法を簡単に解説することにします。 

 PERT 手法の活用は極めて簡単です。まず、先にボランティアの方々が作成したカード

に、個々の課題に対し、担当と要員、仕事の手順と時間見積もりを記載することを出発点
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とします。この準備が終わったら、図に示したように、3 つの記号でスケジュールを作成し

ます。スケジュール作成に当たって、カードに記載した仕事は、実線の矢印になります。

具体的な図化法は、開始と終了の節目は○印、実際の仕事は無いがつながりが必要な仕事

はダミーという波線の矢印でつなぎます。では、PERT 図の表現方法を例と共に解説する

ことにします。 

図 4-3 をご覧下さい。仕事 A は 3 日掛かります。終わると、仕事 B と C が同じ平行で開

始されます。仕事 B が終わると仕事 D と E がスタートです。しかし、仕事 F は仕事の C

と D が終わるまで開始できません。従って、この日程も仕事 A＋仕事 C＝3＋3＝6 日で開

始ができず。仕事 A＋仕事 B＋仕事 D＝3+4+2＝9 日目が一番早い出発日になります。そう

なると、仕事 C には 9-6＝3 日の余裕があることが判ります。このようにして仕事 E と仕事

F が進められますが、仕事 Eのパスは 7+5＝12日間、仕事 Fのパスは 9+4＝13 日間なので、

仕事 E には 1 日の余裕となります。だが、F には余裕が無く、結局、仕事 G は更に 1 日を

要して 14 日間となります。要は、このような構成においては、どうしても 14 日かかり、

仕事 A→B→D→F→G がボトルネック工程（PERT ではクリティカルパスと言う）になり

ます。そうなると、期間短縮を図る必要が生じた場合、多くの人を B、D、F の仕事に投入

する。仕事のやり方を改善するという対策を下して、日程の低減を図る工夫を図ります。 

 次に、PERT 手法による余裕率の利用法を紹介することにします。図 4-4 をご覧下さい。 

図4-4　PERTを用いた負荷平準化（山崩し）
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この例は A～D の 4 つの仕事を PERT でスケジュール化した例であり、各仕事に固定的

な人員を要する状態を例示したものです。左側は仕事が終わったらすぐ次の仕事に着手す

る方式です。ところが、このような仕事の進め方をすると、一時的ですがピーク作業が発

生します。そこで、対策が必要になります。右図はそのような問題を対策するため、「仕事
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E を遅らせた結果、同じ期間、70 名で仕事を終わらせる計画ができた」という例です。こ

のように、PERT 手法は多くの仕事と人がからむ仕事において、効率良い仕事の組み合わ

せとスケジュール最適化を図るために有効な手法です。このため、BCP の実践の際、関係

者の方々が知って使うべき手法のひとつとして、ここに手法の詳細を例示しました。 

 3･11 では、仮設建設後、経済的な理由のため住む/住まないといった問題が発生しました。

しかし、当初は寒い避難場所への仮住の対策に被災された方々の多くが早急な仮設住宅の

早期建設希望が高まりました。このような時に、有効な使用ができる PERT 手法適用例を

紹介することにします。例は図 4-5 ですが、今や乱立し、常識的となっている高層ビル建設

は、1970 年代頃、霞ヶ関ビル建設までは採算が合わない建築対象とされてきました。 

しかし、日本では、都市の土地・人口問題と海外に対応した都市計画上、どうしても高

層ビルの建設が必要でした。このような時、霞ヶ関ビル建設を請け負った鹿島建設で PERT

手法を始めて適用したわけですが、これが革命的な工事となりました。その理由は、図に

示したように、事前検討段階で多くの改善が進め、ビル建設に当たって収益を得る確実性

と工事期間の飛躍的な対策方式を示したためです。以降、日本では高層ビル建設に PERT

手法の適用は常識になりました。また、この成果が企業に広がり、例えば、メーカーでも、

溶鉱炉の築炉工事や工場の海外移転などにも使われ、成果を発揮しました。 

 

図4-5　高層ビル建設で効果を発揮したPERT手法

建設で赤字で困る中、高層ビル建設で収益を得た歴史

　過去の取り組み

① ビルの鉄骨を完成する。
② 配線、配管（水道，ガス，ゴミや空気

　のダクトなど）を済済ませる。
③ 壁と内装を、逐次、整備する。

④ 入居希望者を募る。→　入居
⑤ 入金へつなげる

長
期
間
が
必
要

問題点
① 入金まで、工場における仕掛に相当した

　　形で資金が寝る。
② 自己資金では出来ない場合、銀行金利

　　の支払いが長期間に渡る。
③ 資金が寝るため、次のプロジェクトに

　　資金調達が必要になる（借り入れ金
　　の増加を来たす）。

　霞が関ビルで鹿島建設が
とった手段（PERT手法適用）

①＋②＋③ユニットで一階
から骨組み＋配管・配線＋
内装を一括仕上げ、
④入居募集～⑤入金
①～⑤の期間は従来の
　数分の１
上の階は逐次繰り返し

 
 3･11 の対策も、ある意味、ガレキ処理、仮設住居の建設や農地、道路や田畑などの災害

復旧工事は、PERT 手法の適用対象です。ここには、多くの仕事と多くの方々が関与し、

ムダの無い、早期復旧が切望されるからです。そうなると、今後、BCP の活用において、

PERT 手法の適用法を修得し、非常時に駆使すべきです。 
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⑧ 被災地復旧と共に出てきた問題と対処： 

戸羽市長が記された著書などを拝見すると、「現地の行政関係者の方々が、どのように努

力し、知恵を尽くしても、早期解決が進まなかった問題があった」という記録があります。

このような事例も、BCP 上、出来れば、事前に対策を検討しておくべき事項の例というこ

とになるため、以下、例を紹介することにします。 

(ｲ)ガソリンは自衛隊の方々の運搬で何とか届くようになったそうです。しかし、「運ぶ

ところまでは法で認めるが、給油は危険物取扱者の免許が必要」というネックが発生しま

した。このため、急遽、ガソリンスタンドの関係者など、資格保有者へ要請、支援を受け

たそうです。(ﾛ) 買い物はローソンがプレハブの緊急店舗をオープンしてくれたため、一

段落しました。加えて、イオンがオートキャンプ場に移動販売店を開設したので、また、

物資供給がスムーズ化しました。(ﾊ)だが、この頃から点数稼ぎを目的とした政治家が、次々

と現地の視察を開始しました。このため、市長始め、復旧の任にあたる重要な方々が、お

つきあいのため振り回される事態が発生しました。その中には、何と、信じ難い話ですが、

中には、V サインを出しながら記念写真を撮るという非常識な政治家がいたそうです。この

行為は政治家の品格を落とし、現地で復旧の支援に当たる方々の心を大きく傷つける結果

となりました。(ﾆ)陸前高田市では 6 月 1 日づけで「ワタミ」会長・渡邉氏を参与として迎

えたそうです。対策は復活後の水産物販売対策だったわけですが、同時に雇用増大を期待

した対策の例です。(ﾎ)3･11 で住居被災した方の中には、二重ローンが深刻化してくる懸念

が発生しました。このため、税理士や弁護士の団体に支援を要請して対処に入りました。

さらに、(ﾍ)長引く避難地生活と慣れない生活環境や、続く余震などの影響で被災者のメン

タルケアー面の対策が必要となりました。この問題に対しては、自衛隊の支援を得て、神

社の山車を保管してきた倉庫などを改造して「復興の湯」建設を進め、ボランティア方々

の力を借りた各種の対策を進めたそうです。(ﾄ)この時点まで、国政の混乱とリーダーの不

足が関与して、国の復興支援は大きく遅れました。このため、やむなく自治体間の連携と

NPO の参画を願い「ハートタウン・ミッション」の名をつけ、自主的な復興支援活動を開

始しました。ここには、名古屋市からも大型支援の形で職員を長期派遣が得られたそうで

すが、これは大きな力となりました。(ﾁ)報道が遠のくと現地の状況は大変なままですが、

「喉元過ぎれば・・」の言や、「便りが無いのは良い報せ」の言にあるように、復興がうま

く行き始めたと誤解され支援が減少する傾向があります。このため、戸羽市長は、今も「復

旧に悩む惨状を訴え続ける」というご努力を続けておられます。  

★戸羽市長が記載された(ｲ)～(ﾁ)の内容は「企業が被災した時の対策にそのまま応用展開

して対処すべき BCP 対象課題ばかりである」という内容です。大きくは、外部支援の要請、

復旧後の雇用対策、被災地で困窮する方々の心のケアーまで多岐に渡る内容ですが、BCP

上で、「3･11 や阪神淡路、更には、信越大地震・・に学ぶ」と言った形で対策検討要件をま

とめておくことは重要な対策です。なお、問題として記載された(ﾄ)ですが、現地のリーダ

ーとして活動される戸羽市長が書に著すということは、実名こそ明かさないまでも、現地
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ではかなり悪評を生み、著しく心を傷つけた行為だったようです。非常識な政治家の訪問

や行為は、ある意味、企業の場合、お偉方などの非常識な行為を禁止する既定が必要です。

更に、権力上、文句が言いにくい方々への無意味な訪問も、被災時には、禁止すべきです

（この例は、各所で行われてきた海外視察に見らました。ムダな費用を遣い、物見遊山や

話題集めのための訪問です。これも、即座に禁止すべき事項です）。具体的な対処として、

この種の対策に当たっては、『例え経営トップの方でも、具体的な支援(アウトプット)がな

い方に対する訪問禁止条項』という形で懲罰を下す制度が有効です。ある大臣が着任後に

福島を訪問し、「ここは死の町になった」という現地の方を傷つける発言と共に、解任劇が

起きましたが、この種の処置です。このため、特に、災害時に政治家や企業の偉い方が現

地に入る時、しかるべき部署から許可取得と、注意事項の徹底教育などを事前に図る対処

が、BCP 上では処置すべき事項となります。 

⑨ 復興プランの作成： 

筆者には詳細が判りませんが、賛同と共に早期実現を願う内容なので、ここに対策事項

のみを掲載させていただきます。陸前・高田の長期に渡る復興計画では、(ｲ)高台移転～医

療・福祉を中心にプランの策定を計画中とのことです。これは明るい話題です。ここでは、

(ﾛ)農業と漁業の復活へのマスタープラン策定、(ﾊ)今後の減災を目的としてハザード MAP

作成と対処に加え、(ﾆ)津波発生時に有効な非難訓練の充実。(ﾎ) 高層ビル建築やカジノな

どと言った外部から提案される中にあったそうですが、「この種の浮ついた、また、具体性

の無い提案は排除した」とのことです。是非、「現地の方々の賛同と共に、将来に役立つ復

旧計画の策定と、再度の被災を回避・極小化する対策の実現を」と願う次第です。 

 以上、まことに僭越ですが、実際に被災され、系統的にご経験された全てをまとめられ

た戸羽市長の 3･11 対応のご経験内容を題材に、BCP 上で役立てさせていただくべき内容を

10 項目に分解してまとめました。このような情報整理の目的は、①講習会や著書の一部が

ガイドする、単に、専門知識が多いとされる方や、②研修会を受けた研修生が集まり、ブ

レーンストーミング的に BCP 策定に当たる方式に、実務面で使えない対策や、重要な項目

が抜けること、さらに、③取り扱うテーマとウエイトづけが被災時にムダになる局面が目

立つためです。やはり、ISO シリーズが提唱する「事実に基づくアプローチ」と共に、こ

のようなアプローチを基にした自然災害発生リスクを正しく理解したリスクの抽出と評価

が自然災害対策上、必要です。では、逆に、残念ながら、このような解析を全く無視して、

『安全神話』なる無意味な空論とリスク無視の連鎖でとんでもない問題を招いた福島原発

問題を取り上げ、「何が BCP から見た欠陥となるか？」という整理を進めることにします。 

 

（４）BCP 策定・運用上、参考にすべきでない福島原発事故の教訓 

 世間には、「他人のふりみて、我がふり正せ！」という言葉があります。この注意は、個

人生活だけでなく、自然災害対策においても適用すべきです。しかし、福島第一原発では、

残念なことに、誰も信じない『安全神話？』と、リスク無視の連鎖が顕在化して、常識で
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は信じられない事故影響が出ました。このため、今も各所で放射能による汚染被害を受け

続ける現状です。なお、一般常識を持つ方にとっては、信じられないことに、この要因は、

「一部の権力を持つ原子力村と呼ばれる利益取得集団が、日本のエネルギー政策の名称で

結託し、国内外の事故やリスク対策を活かさず、当然起きる事象を起こした事件」という

ものでした。過去、『安全神話』で起きた事故にタイタニック号の沈没があります。だが、

福島第一原子炉問題は国際的にも多大な影響を出した人災であり、安全無視の経過は同じ

です。だが、すでに、福島原発の経過は多くの書に紹介がなされているため、本書では、

BCP 上、必要な要件に限り、“参考にすべきでない検討内容”だけを記載することにします。 

① 安全神話が作り出された経緯 

現在、『絶対安全』という言葉を使うときは嘘を表現する事象というほど『安全神話アレ

ルギー』が日本に蔓延しています。だが、過去、この騙しに似た行為が原発普及の際、長

期に渡り、平然と行われてきました。本当に安全なら、自信を持って大都市に設置しても

何も問題無いはずです。しかし、日本の地方、しかも、自治体の弱みを突く形で地方都市

に設置されて行きました。自然や物理現象を無視した政治力による活動です。では、この

問題を整理することにします（なお、また、BCP 上で注意すべき事項を★印で併記してゆ

くことにします）。 

(1) ターンキーシステムの名で日本に売り込みがなされた経緯について 

2011 年 8 月・NHK・ETV 特集「隠された原子力リスク」という放送で、米国開発され

たマーク I という湯沸かし型原子炉が日本に導入された過程を紹介しました。150 名もの関

係者に、インタビューと反省を聞く形で行った報道です。ここでは、「湯沸かし型原子炉は

設置費用が安価で操業が簡単、湯沸かしポットと同じ」という売り込みがなされた経緯と、

フル・ターンキー・システム：すべての設置と指導は GE が行い、買った後はキーを廻し

て運転するだけという契約で、東京電力は導入した経過が報道されました。同時に、当初

GE社で開発したマーク Iは巨大だったため、小型化を図り、原子炉内部に問題が起きた時、

ベントという圧力放出口を設けた内容が示されました。だが、放射能漏れを防ぐには、膨

大な費用がかかります。そこで「事故は起きない」として、対策を封印したまま日本へ販

売しました。なお、この時、原子炉開発に当たった技術者の一人の技術者：デール・ブタ

イデンボウ氏が勇気をもって、この問題を指摘しました。しかし、デール氏は、この指摘

で GE からは退職させられ、リスクの内容は日本側には何も知らされないばかりか、米国

での試験営業運転も無いまま、1967 年、日本の福島にマーク I の導入となりました。この

ため、福島第一原子炉では追加投資が相次ぎました。だが、日本側が総てを許容したため

GE は赤字の原子炉事業は大きな赤字から大きく黒字変換しました。 

加えて、1941 年頃ですが、GE のマニュアルによると、最初に福島県に設置の際、「人が

多い地帯に建設するべきではない！」という注意がありました。だが、導入の検討に当た

った当時の科学技術庁では、変な統計理論を悪用し、「事故が起きる確率は極めて低い。事

故は深刻な問題でない」としました。その理由は、福島県の原発反対者が原発導入マニュ
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アルを見ると、設置できない条件ばかりだったためです。この反省を「もし、リスクの内

容を一般公開した場合、反対運動を有利にする。それなら『安全神話』を道具に押し切る。

また、この策以外に原発導入の手段が無かったから」と、原子力村に属する関係者がテレ

ビで懺悔していました。だが、いかなる懺悔も、今は「後悔先に立たず」状態です。 

★実情を知ると、原子力村の方々が語ってきと『安全神話』には全くの裏づけが無いこと

が判ります。「リスクは顕在化して初めてその大きさに気づく」という言がありますが、

現在、正に、この状況です。各種の報道により、原発事故の背景にはリスク情報の隠ぺ

いがあったことが判る毎に、聞く国民は『信じがたい意外性の連続』に驚嘆するだけで

す。人間界でどのように政治的にうまい納得や理由を構築しても、自然災害は政治の意

志とは無関係です。従って、この例から学ぶ点は、今後の BCP においては、「リスク隠

ぺいは絶対にすべきでない」ということを鉄則にすべきです。 

(2) 補助電源 2 台を地下室設置と津波対策 

現在、福島の原発事故では、リスク対策上、また、科学的常識で信じられない事象がつぎ

つぎと暴露されました。マーク I という湯沸かし型原子炉は、冷却水の循環が数時間遅れる

とメルトダウンすることが判っていました。このため補助電源を設置していたわけですが、

2 台とも、近接する形で地下室に設置されるという信じられない処置をしていたことが、事

故と同時に明らかにされました。この対処には、全くリスク分散効果がありません。従っ

て、津波であえなく作動不能になりました。設置には許可が必要だったはずです。では、

東京電力において、誰が図面を書き審査したか？保安院は？また、原子力安全委員会のだ

れが、図面を審査と許可を出したのか？が疑問です。加えて、この問題は 1979 年・スリー

マイルズ島の原発事故の際、「日本では安定的に電源供給が可能、海外のように長時間の停

電は無い。だが、30 分の停止対策では不安である」という見直しから、3 時間以上のバッ

クアップが検討された結果があったようですが、はっきり言って、補助電源を 2 台とも近

接して地下に設置するという対処は「全く常識を逸脱した行為」でした。 

加えて、2011 年 11 月 28 日の NHK スペシャルによると「東電では 500 年の地震調査結

果 5.7m の防潮堤を建設した」というものがありました。この基準は 1938 年の塩屋沖地震

を基準にしたとのことです。だが、「これも 1993 年の北海道西南沖大地震、1995 年の阪神

淡路大震災があったため、2001 年～2006 年もの長い検討会議による見直しで、再調査とな

りました。その結果、2008 年には国に「10.2m とすべき」という提言となりましたが、手

を打たず津波の被災を受けた」ということです。2011 年 11 月 2 日の朝日新聞にも、「東電

は 2008 年に最大 15.8m としていたが、何もアクションを取ってこなかった」という記事

が掲載されました。信じられないことに、ここでは「検討会議で、地震は頻発しているが、

津波は稀にしか起きない」という言と共に、検討会議では津波に関する専門家の意見を排

除しました（これは、物理現象を政治的に排除した事例です）。 

★ここでも震災に対する原発リスクを専門家の検討で、「津波が起きる確率は低い」として、

投資を惜しんだ例です。この種の情報公開は原子炉の増設だけでなく、操業停止に大きく
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関与するため情報公開を伏せたためです。要は、企業が取るべきでない、「コスト低減を重

視して、リスクを軽く見た」という経営陣と原子力村に属する方々の、一般常識では信じ

られない決定です。 

「コストを重視してリスクを無視した」という事件は、自然災害以外、例えば、過去、JCO、

エイズを始め、食品や工場の事故などでも報道された例があります。しかし、企業は、「安

全対策にかかるコストは明示して、技術を駆使して VE など、知恵を集め、駆使して実施可

能な策を選定する」という王道を選定すべきです。さらに、被害が及ぶ規模を正確に示せ

れば、図 4-6 にあるような環境会計に代表される成功例が示すように、先行投資の形で重要

リスクに手を打って行くという対処内容が真剣に検討され、リスク軽減策が採られたはず

です。ちなみに、例えば、マスキー法を始め、自動車産業で環境会計を使い、環境負荷の

少ない車両の開発を進めなかった場合、現在の日本経済は今日の状況も維持できていない

ことを考えると、『自然災害リスク防止会計』の創設を強く感じる次第です。 

(3) 物理現象を無視し、政治的配慮を重視した、原発運営の問題 

筆者が知るだけでも、図 4-７の原発事故の監査を行った IAEA の報告、小野倫之たち著

書・NHK 出版新書「福島第一原発事故と放射能」、講談社現代新書における畑村先生の「未

曾有と想定外」、さらには、日経ものづくりに論文された桜井淳の記事や原発問題を取り上

げた書や報道では、(ｲ)個人の利益を目的とした原子炉村という専門家と称する方々や高級

官僚とされる特権階級の方々が「安全神話」を思想の柱として、原子炉を日本に導入した

経過があった。さらには、反対者を排除してリスクの断片すら言わせない組織運営、責任

を取らない組織グループの存在をつくり運営してきた経過が判ります。また、原子炉建設

に協力する自治体に対しては、一度補助金を貰うと逃れることが困難な制度の運用、問題

が発生しても見つかるまで隠し通す文化という奇妙な組織運営形態が記載されていました。

かつて「動燃はウソの始まり」と言われたことがありました。この種の活動は、正にその

種の危険な事項と事例をひた隠しにする鎖国的な活動です。このため、福島原発事故以降、

著書や放送などで次々と活動が暴露・公開されてきました。なお、この種の詳細は、ここ

までに記載した書や報道をご参考願うこととして、高い対価はむさぼるが、責任を誰も取

らない仕組みとリスク放置状況は、いつか、必ず、自然の大きな衝撃が来た場合、顕在化

してしまう（隠し切れない結果となる）ことが判ります。 

これは筆者の体験談ですが、早稲田大学生の頃、一時学生が駆り出され、アルバイト的支

援ということで受付と会場のサービスの手伝いをしたことがありました。40 数年前、早稲

田理工学部の大教室を利用した「原子力会議」です。会議は 2 年間続いたわけですが、2 年

目の会議でベント問題が提示され、会議で掴み合いの喧嘩が発生、関係者を押える手伝い

をしました。ここまでの調査で分かったことですが、GE の技術者デール・ブタイデンボウ

の論文が起爆剤になったためでした。 
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図4-6　環境会計を活用したバランスシート運用イメージ

将来、重くのし掛かるかも
知れない問題

・ 法：社会規制の強化
・ 不買運動、・ 企業イメージ低下
・ 環境公害問題訴訟など、・・・

　費用合計　　　　５００百万円　　　
環　　・ 省エネルギー○○の実施
境　　・ リサイクルプラントの建造
投　　・ 炭酸ガス低減のためのＡ

資　　　設備の改善・・・・
　　　　（　合計　　　　　４０）
維　　・ 社内環境教育
持　　・ 廃棄物処理コスト
コ　　・ ISO14001維持管理費

ス　　・・・・
ト　　　（　合計　　　　５６）
環　 ・ 公害対策費など
境　 ・ 裁判費用など

損　　・・・
失　　　（　合計　　　　　４）

事前リスク対策と中・長期の見通し

・ 事前に問題対策を行うことによる

　急激な費用負担の減や回避
・ 顧客、業界の信頼性増大～利益増

各種改善成果の合計（見積り）４００百万円

・省エネルギー化による原価低減
　・ Ａ工程・・・燃料削減
　・ Ｂ工程・・・電力削減

　　・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３５
・ リサイクル対策による原価改善
　・ パレット、通い箱化
　・ リターン材の有効活用技術具体化
　・ 製品設計変更ＶＥによる原料、

　　部品の減
　　・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０５
・ 環境負荷コストの減
　・ 測定類の外注化

　・　排水処理の低減
　　　・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０

環境調和
型新製品
の創出

 

図4-7　IAEAによる「福島原発事故」の評価結果

　　2011年6月1日
福島1～4号機の状況

1号機

３号機

２号機

４号機

・建屋は水素爆発で損傷
・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・建屋は水素爆発で損傷
・燃料棒はメルトダウン
・圧力容器は損傷、漏水

・建屋は水素爆発で
　一部損傷
・使用済み核燃料
　プールが加熱過酷事故に対応できるよう計画される必要がある×⑪緊急時の

　初期対応

爆発の危険性を詳細に評価～対策を講じるべき×⑩水素対策

過酷事故に備え、原発敷地内に通信機器や資材な
どを確保できる頑丈な施設が必要

×⑨災害対策
　センター

複合災害の長期化を前提に、原発の設計や運転、
人材や資材の確保を考えるべき。

×⑧複合災害
　対策

制度を定期的に見直し、規制当局の独立性を確保
し、役割を明確にすべきだ。

×⑦安全規制
　制度

洪水などの対策には隔離や多重の対策が必要×⑥深層防護

被害を過小評価していた。全ての自然リスクを評価
し、定期的に見直すべきだ。

×⑤津波対策

住民の生活を取り戻す計画ととらえ、国際協力のも
と、状況に応じて対応が必要

△④復旧への
　工程表

避難者は長期的対応・努力している〇③住民対応

困難な状況下で献身的に最善を尽くした〇②初期対応

政府、当局、事業者とも積極・協力的に対応〇①情報公開

　　　　　　　　　評価内容評価項目

〇は評価された項目、△は点検を要求さえれた項目、×は課題を指摘された項目

 
 

不思議なことに、今回、テレビで原発の反省劇を見ていると、高齢ではありましたが、喧

嘩分けしてお礼を言われた方が次々と出てきました。若い頃の印象が強かっただけに、お

顔を記憶していました。当時は原子力が物理学の特別専門な分野とされていました。この

ため、掴み合いの喧嘩の仲裁に当たった我々は、「雲の上の方々がなぜ？」と話した次第で

す。このように、体験談も交えて原発問題を整理すると、「学歴と地位、権威、資格が高い
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方や、社会的に著名とされる方の倫理が必ずしも常識的では無い」ということになります。

この種の視点は、地位と権力を持った方々が、責任と活動を正しく見て行く上で重要な要

件と考え、ここに、筆者体験談を加えた次第です。 

★ BCP における検討項目とチェック・ポイントは、物理現象を原理図で評価し、過去の

事例を生かしつつ、自然現象として発生する常識的な内容を網羅して眺めることが重要で

す。組織が大きく立派になると、図 4-8 に示した『もたれ合い』というリンゲルマン効果が

発生し易くなるからです。要は、各人が力を抜く。責任を果たさないという現象ですが、

この種の現象も研究課題のひとつになるかも知れませんが、原子力村には存在していたの

かも知れません。 

 

図4-8　リンゲルマン効果

　リンゲルマン効果は，約100年前，ドイツの心理学者リンゲルマンが発表した内容であり、

『社会的手抜き効果』の名で世界に広がった一種の法則として知られる。

個人←（何が違ってくるか？）　→　集団

　実験によると、1人で引っ張った場合を１００とすると、２人では期待値の９３％、３人では

８５％、８人になると４９％と、人数が増えると力が増すと思われがちな綱引きで、責任感の
拡散という現象と共に力の発揮度合いが低下する結果となった。

　　人間の心理
① 共同作業を行う時、「どうせ、だれかがやって

　　くれる」という心理が自然に生まれる傾向が
　　発生する。
② 歯車の一員として活動する場合、「自分の努力

　　は認めてくれない」と思う心理が作用する。
③ 問題があっても誰かが責任を持ちやってくれる

　　というもたれ合いが生まれる。

　　集団に対する対策
① リスクとウエイトを

　　明確にする。
② 業務を分割し、責任

　分担を明確にする。
③ ①＋②を管理する

　管理者を定め規則を
　完全に守らせる。

 
 

【ちょっと一言】「理由はともかく、私は原発反対！」 

 筆者は 2 歳の時、広島の原爆に遭いました。幸い、その日は早く起きて活動していたよ

うです。亡くなった母が、「いつも寝坊なお前は、もし、あの日も同じように寝ていたら、

どこから来たかは解らないが大きな石が枕元に落ちていて、死んでいた人間だ！」という

話です。私をかわいがってくれた近所に住む中学校のお姉さんの写真が、アルバムの中に

ありますが、「ピカドンで顔を隠したが火傷、数時間で亡くなった」という話しもよく聞き

ました。小学生の頃、広島の方がよく、親戚同然で我が家を訪ね、寝泊りされた時の話に、

「宇品の高射砲体に守られたね！」というお話が必ず出てきました。原爆投下の時、宇品

の山手の方に住んでいたため、軍の方が「今回の爆弾はいつもと違う。家を出るな！」と

いうことで 1 週間は家から出させなかったそうです。原爆投下の後、3 日後に黒い雨が降っ
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たとのことです。この間にガレキの処理にあった方は原爆症で被災することになったわけ

ですが、配属された軍は違っていましたが、父が陸軍大尉だったこともあってか？私たち

を守ってくれました。筆者は、このような広島の陸軍・高射砲隊の皆様のご指導に感謝す

る話を聞きながら育ちました。幸い、現在まで、また、子供たちにも放射能の影響が無い

ことは、正に「神様に生かされてきた」感です。なお、病気が出なかったこともあり、原

爆手帳は取得可能でしたが、両親はその行動を取らないで今日に至っています。多分、成

人したとき就職に支障があることを恐れたのかも知れません。 

 このような経歴もあり、原発に疑問を思って暮らしてきました。特に、JMA で 1993 年

より 10 年間、多くの企業参画を得て、特許・リサイクル対策を運営させていただいた時、

研究会メンバーの皆様と原子力の環境影響問題を調査しました。その結果、原子炉の廃物

の保管処理に数十億年かかること、廃棄物の対策が無い上に、危険を承知でプルトニュー

ムを製造する方式は「トイレと外部に運べないゴミ処理の無い高層ビル建設を続けるだけ

である」という実情を知り、「原発は今の方の一時的な電力供給に役立つように見えても、

LCA : Life Cycle Analysis という環境評価では、全くメリットが無い」という見解としまし

た。微力ながら、当時、産業界にこの提言をしました。だが、我々を含め、多くの意見や

解析結果は茅の外です。その後、原子力村の方々は『安全神話』を中心に「クリーンエネ

ルギー政策」に原発を強行に進めました。これが、一部の人は儲かるが国民を不幸にする

原子力村式の政治力です。このため、筆者達を含め、多くの方々が訴える原発の危険性対

策は茅の外になりました。筆者には政治力がありません。しかし、今回、福島を始め平和

に暮らす方の生活をあれほどまでに悲惨な状況にした原発の影響を見ると、早く、多くの

自然エネルギーへの変換対策を願いたく、僭越ながら、ここに個人の体験と見解を記載さ

せていただきました。 



第 5 章 災害時に必要な有効なハード＋ソフト対策のあり方 

（１）遺跡に学ぶ高台移住対策（提言を含めて） 
 朝日新聞 2011 年 12 月 5 日によると、「高台移転、初の合意」という記事が出ていました。

だが、東日本であれだけの被害を受けたにもかかわらず、現在、高台住居への移住は一部

の世帯に限らていれるのが実情です。ここには、掛かる費用以外に、いくつかの問題があ

ります。その例として、図 5-1 を例示し、説明することにします。左側の図は、古代人の遺

跡を示した場所ですが、全て高台です。100 年に 4 回も大地震が襲う東北地方、しかも、リ

アス式海岸、このような地域で暮らす古代人にとって、たとえ、海は大きな幸をもたらす

とは言え、「高台に住むべき」ということは先祖からの言い伝えが大きく関係したのではな

いでしょうか？その根拠として、文字の無い古代文化ほど、神話や言い伝えが語り部とい

う人を介して後世に重要な内容を語りついできた例は多数あります。このため、現在は「い

ざ、高台移転となると、土地の確保が古代遺跡の発掘とバッティングする」という問題が

発生し、高台移動を検討する方々にとって移住の障害になります。 

図5-1　東北地方の貝塚や遺跡の存在と、今後

100年に４回もの津波が

東日本を襲う状況

筆者の勝手な想定：
　技術も知見も無い古代の方々

は「神と人が安全に住める地を
指定！」と解釈（神社も存在）

筆者の勝手な想定：
　技術も知見も無い古代の方々

は「神と人が安全に住める地を
指定！」と解釈（神社も存在）

海からは遠く、多少の不便が
あっても丘陵地へ住居を構える！　

今回、高台移転を検討

遺跡と

競合！

文化遺産か？

将来の安全か？

津波被災が大きかった３県の主な遺跡所在地

御所野遺跡

盛岡城跡

角塚古墳

大塚山古墳

東山官衛遺跡

白川官衛遺跡群

陣が峰城跡
二本松

　城跡

山王囲遺跡

柳之御所

平泉遺跡群

秋
田
県

岩手県

宮
城
県

福島県

崎山貝塚

蛸ノ浦貝塚

沼津貝塚

里浜貝塚

多賀城跡付寺跡

仙台城跡

横大道製鉄遺跡

浦尻貝塚

中田横穴

　勝手な見解だが、太平洋側の貝塚や遺跡など
の所在を見ると、安全な高台に住居してきたことが
想定される。

 

 

 事実、高台移転を検討する地と貝塚や遺跡がある地が競合する例を、2011 年 8 月 8 日に

朝日新聞が「岩手県・宮古市の田老地区の状況」として報道しました。ここでは、遺跡発

掘中の様子を写真で伝えると同時に、文化財保護法では「包蔵地を土木工事で掘る際の届

け出の義務」さらには、「都道府県教育委員会などは記録作成のための発掘調査を指示でき
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る」ことや、「土木工事などで遺跡を発見した場合には届け出が必要であり、都道府県は『現

状変更禁止』を命じることができる」という内容が紹介されました。記事では「現在、田

老地区では高台移転を住民が希望するため発掘調査のスピードアップを県と国で検討中で

す」として、「もし、ここで重要なものが出れば 10 年仕事になる懸念がある」という内容

でしたが、これは、高台移住への障害を示した一例です。特に、大船渡市の付近は高台が

少なく、すでに、5 万 5 千平方メートルに及ぶ蛸ノ浦貝塚の平地などは、縄文前・中期の国

指定の遺跡であり、開発が大きく制限されてきました。このため、この地域の住民は「宅

地使用を訴えても国が認める可能性が少ない」という理解です。 

 そこで、この対策に対し、図 5-2 に、ひとつの提案を試みることにします。ご覧のように、

この案は斜面を利用した住居建設・土地開発の案です。東日本の地形に似た港の付近を近

い地を調べると、港町には、山に囲まれる地形が多い状況です。津波は、リアス式海岸の

入り口付近は津波の波高が低く、奥に行くほど波高が高くなります。このことは、先に図

3-3 で解説した通りですが、そうなると、「波高のリアス式海岸の入口付近に住み、奥地を

住居に利用すべきではない」という対策が、論理的には、お奨めしたい策となります。そ

こで、筆者はこれに似た住居形式について世界各地をチェックしました。すると、イタリ

アやギリシャ、クロアチアが位置するアドリア海の海岸地区に図 5-2 の町づくりがありまし

た。日本では熱海がこの形態です。ここでは、古代から、数世紀にも渡り斜面を利用した

住居に、多くの方々が暮らしてきました。しかも、多くは貿易の要所です。観光地として

も有名です。「なお、このような国（海外）でなぜ斜面に住居ができていったか？」は、筆

者の勉強不足が手伝い、現在、不明です。多分、石材や山地を中心とした文化なので、ど

うも、津波とは直接の関係は無いようです。 

図5-2　イタリアに見る傾斜利用の住居方式

　　　　　　　を参考にした斜面利用方式の住居イメージ

魚市場と
魚加工工場

山や崖の
　斜面を利用
　　した住居群

①　既に高台にある貝塚や遺跡などはそのままの形で残せばよい。

②　平地に必要な面積を斜面壁利用方式で稼ぐ

③　津波が襲ってきた時は、上下に設けられスロープ
　　　または、階段や自動昇降装置を使って非難する
　　　（例、エスカレーターの利用も有効）

　　　　④　魚市場や魚の加工工場、港は山の斜面の下端、
　　　　　　　　海辺につくる。　

　　　　　　　　　　　　⑤　漁船　　　　　　　⑥　防潮堤は最小限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にして（長大な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものでなく）投資
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額を斜面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に充当する

津波が来た時
に回避する方向
　＝高台避難

平地に防潮堤建造から山の斜面を利用、高台に至る住居建設方式案のイメージ

瓦礫や石積みなどで港付近を
山にする方法も一つの対策法である。
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しかし、この種の地域には、既に図 5-2 に見るような建設方法があり、津波対策には最適の

構成となっています。特に、このような地形利用の場合、巨大な防潮堤は不要です。この

提案は高台移転の一例ですが、すでに存在する古代遺跡や貝塚と競合しない都市建設方式

案です。では、一例ですが、岩手県・宮古の航空写真を紹介し、対策案の有効性を示して

みたいと思います。図 5-3 をご覧下さい。この案による『現地再生の思想』は、先に解説し

たように「奥地開発ではなく、港湾出口の斜面利用」です。既に解説のように、古代人は

既に高台住居、有名な貝塚や史跡は、全て高台の平地にあります。また、漁の安全を守る

神社や寺や灯台などとも、斜面の利用は競合しません。加えて、現在、東日本で転居を検

討されている多くの高台は、港から離れた奥地の平地です。しかし、図に示したように、

港の出口近傍の山地を開発すれば土地が得られ、港にも近くなります。当然、この案の場

合、巨大な防潮堤の建設は不要です。また、巨大津波には住居自体が斜面にあるので、上

に逃げれば津波の回避が可能な構成です。また、この方式は、建設後、住居する住民が良

い景観を保ちながら永続した絆で町の方々が暮らすことが可能です。 

 

図5-3　東北の港町の地形と津波被災対策（案）

写真の出典：http://www.gyokou.or.jp/100sen/100img/02tohoku/021.pdf

岩手県・宮古の海岸の状況（津波被災前） ① 従来の平地住居

　　平坦な平地に住居を構える
　　方式。自然発生的に低コスト
　　で、利便性が高かったため
　　住居が増加してきた。だが、
　　津波が直接くるため、被災が
　　甚大となる。

② 一般的に考える

　　対策は防潮堤
　　膨大な津波対策を
　　するために必要な
　　防潮堤構想、しかし、
　　この対策は高価で
　　津波をVの字で受ける

　　ため疑問

③津波の

　　方向
　この低地は
山からの河川
で蓄積した土砂
で平地ができた
ものであり、防
潮堤を越えると
逆流が容易に
起きる構成に
なっている。
しかも、津波の
時に平地を逃げ
て高台移動を
ずるには距離が
遠いい。

改
善
策
（
提
言
内
容
）

１，港湾の斜面を利用
　　した土木・住居
　して住居を建設する。
　（１）　津波の防潮堤は不要
　（２）　津波被災時には高台
　　　　　避難が容易
　（３）　津波の被災は下から上
　　　　となる

２，津波で被災したガレキ
　　で斜面用の土台建設
　【工事内容】
　（１）　ガレキを土砂で覆う
　（２）　土石を利用して城壁化
　　（造園家・内村氏開発
　　ブランチブロックなどの利用）
　（３）　その後傾斜利用の住居　

３，従来住居だった平地
　　　　　　　の活用方法
　【工事内容】
　（１）　魚市場、魚加工工場など
　　　　ビルを含めた建設
　（２）　平地は農業または、太陽
　　　　風力発電用地へ
　（３）　建物・道路は被災配慮　

 
 

巨大津波が来る地域には、高台、または、津波から逃げるための高い階層を持ったビル

建設が必要になりますが、この方式は、高台と高い階層を同時に備えた地形の利用法です。

さらに、津波被災で生じたガレキ処理が各所で問題になっていますが、港の入口付近に散

在する島のような孤立の高台は、ガレキを土台に埋め立てて（土石で覆い）帯状の高台に

すれば、有効なガレキ処理対策に貢献するはずです。 

だが、この策にも問題はあります。坂が多い街となる点です。しかし、時代は 21 世紀で
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す。高層ビルで高台建設や、高台に移動するためのエスカレーターなどの利用が可能な時

代です。必要なら、この種のエネルギーは、現在、『網掛け』の名で知られる広大な平地を

利用して、太陽光や風力、地熱やバイオ発電など、さらには、安価な夜間電力を蓄積して

利用する案が適用可能です。そうなると、この対策は被災地の復旧と、ニュー・ビジネス

に有効です。なお、魚介類の処理工場は、港近くに津波機能を備えた高いビルで行われる

ことになると考えますが、斜面利用の海産物加工々場もひとつの策です。スロープを利用

した重力（自然エネルギー）仕様の物流レイアウトが、物流機器のランニング・コスト低

減になるからです。この方式は、既に鉱山で原料の処理を行う工場で適用中の手法ですが、

そこから多くのノウハウを取り入れることが出来ると考えます。 

以上が新規高台構築の提案です。筆者は「津波で再度同じような悲しみを出したくない。

そのためには早く安住策を提示すべき！」という思いで、ひとつの提言を試みました。な

お、津波対策は、この案だけではありません。表 5-1 に例示したように、今回示した A 案

以外に、B 案のような『床あげ式』、C 案のように『従来の防潮堤をより強化する案』など

が検討されています。当然、どの案にするかは、現地と専門家にお任せすることになるわ

けですが、具体化した案が、是非多くの要求を消化して、早く津波被災を受けない策が完

成することを願う次第です。 

注釈：この案は既に、2011 年 12 月 4 日に URL:qcd.jp に掲載した内容を詳しく解説した

内容をまとめなおしたものです。 

 

　表5-1　津波防災対策比較の例

【注釈】　A項目：MUST項目（Ｇｏ－Ｎｏ評価）、　Ｂ項目：Ｈｉｇｈ　Ｗａｎｔ　項目（項目＋ウエイトと横の項目比較）で得点化

　　　　　　Ｃ項目：希望がある、という程度の評価項目を行って、最適案を抽出の後、選定案のリスクを想定し、リスク
　　　　　　対策を図り実施へ向ける、という手順で進める。

C案　巨大防潮堤案

津波　　　　巨大な防潮堤

　B案　平地底上げ案

　　　　家屋

平地建設

　　A案　斜面住居案

　　　　　　　家屋　　　　海

　　　　　　　　　　　防潮堤　
　

　　　　　　　レイアウト案

　評価区分と項目

Ａ：3点◎、Ｂ：3点
Ｃ：2点
居住権確保と防潮堤工事業者
には利得が大きい、

Ａ：3点◎、Ｂ：5点
Ｃ：1点
採用将来性より金と時間が
かかる （柱の建設が高価）

Ａ：９点、Ｂ：８点

Ｃ：1点
ヨーロッパ（イタリア）などの港
街に似た構成の住居となる

　　　

　　　最終・抽出検討（例）

◎変化無し

△不明

　　　・・・・・・

　　　　・・・・

◎変化無しの処置は可能

△効果

　　　・・・・・・

　　　　・・・・・

○斜面と高台を横展開

△斜面の存在に左右される

　　・・・・

　　・・・・

1.居住権の維持

2.発展性

3,

4,　・・・・

Ｃ
項
目

◎網を掛けた低地に住める

△防潮堤の規模は金額よる

○土壁は土台の一部に可能

×全く海岸は見えない(犠牲）

○自由度は高い

◎全く無い

◎底上げ方式で同じ住居地

△想定の波高までの保障

○床の土盛りに使用可能

△海岸は床下(景観無視）

◎自由度は高い

◎全く干渉なし

○ 港湾・入り口付近を利用

◎ 斜面を回避路に活用　

◎ 斜面形成に利用可能　

◎ 海岸と海を展望　

○ 近傍に建設可能　

◎ 全く干渉なし

・・・・・・　

1.旧来との変化の大小

2.津波時の避難が確実

3.ガレキ使用が図れる

4.景観が良い

5.港に近い

6.貝塚・遺跡との競合

７　・・・・・・

Ｂ
項
目

△　◇ｍ

▲　●●億円(長・巨大）

○ 　約〇月

○　△ｍ(設定高さまで）

◎　□□億円(面積は膨大）

△　約□月

◎　◆ｍ（最高斜面部まで利用）

○　〇〇億円

◎　〇月以内

1.津波防災高度●以上

2.投資金額●百万以下

3.工事期間●以下

A
項
目
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（２）津波に際した高台への回避経路の準備 

高台移転への障害は、遺跡や貝塚のような高台にある歴史的な遺産の競合だけではあり

ません。今まで住んでいた方々の住居地への執着、生活の利便性、津波が去り日数が経過

するにつれ、「めったに起きない事象が起きただけ・・・」という考えで、危険意識が薄れ

る傾向が出てきます。津波直後は「いたるところに青山あり！」と思う方が多いのですが、

日が経つと、人手不足で移転を求める県外に集団移設して永住する意欲は薄れます。特に、

未来が見えなく遅い住居地の決定は、住民に不安感と混乱を増大させます。遠地で県を超

えますが、山陰地区では 1 万人、ある山地や農家では、数百人単位で自治体が疎開や移住

を求め、勧誘に努力する状況です。だが、「故郷を離れたくない」という方が、日数の経過

と共に多くなって行きます。筆者のように、転勤や転居を重ねてきた者にとっては、この

種の変化は麻痺状態ですが、長く親しんだ地を離れることに恐れを持つ方に、この考えは

当てはまりません。これに対し、今回、津波被災が軽微だった近隣に、集合して（村や町

を統合して）移り住む策があります。だが、この案もなかなか進まないようです。以上、『生

まれ育った地への執着』という現象です。 

では、このような事情を考えながら、今後の被災対策に参考にしていただきたい内容を

整理してゆくことにします。表 5-2 をご覧下さい。表の 1 番目、大船渡の吉浜地区の事例

はひとつの歴史的な示唆を示しています（詳細を、表の下に記載しました）。ここでは、明

治・三陸沖津波・大震災の時、「津波常襲地では完全に安全な地帯に住居を構えない限り被

災を免れることはできない」という考えで、当時の町長が決断しました。その結果、3･11

被災時に 1400 名もの住民の命を救うという快挙を示しました。図の下に示した 2 番目の宮

古市・姉吉地区は、高台移転に至る苦悩の歴史を示す一例です。ここでは、「これより下に

家を建てるな」という先祖の教訓を守り、3･11 では被災を免れました。だが、ここに至る

までには、何と、2 回の津波被災、40 名＋100 名の死亡者を出した結果が関与し、この例

から、高台移住という良い案も、その決断の難しさが判ります。3･11 から数ヶ月経つニュ

ースを見ていると、少ない人数ですが、『網掛け』という津波を受けた平地である被災場所

の使用制限がかかる中で、商店を出したり、住居を改築して住む方がいます。この状況を

見ると、冷酷のようですが、「まわりに人（顧客になる方）がいないのに、また、小さな商

店を再開してもお客様が戻る可能性が低いのに、なぜ？・・」と思います。この種「土地

への執着」と「生活のため」と話される状況をテレビで見ると心が痛みます。私のような

遠地に住む者にとっては、「確かにインターネット販売による支援は可能。だが、他に選択

肢は無いのだろうか？」という事象です。以上が、昔から暮らしてきた方々が転地を避け

る理由と要因です。このような方々に対して、高台移住や転地を説得することは至難なよ

うです。また、心理学面の知識が無い筆者にとって、素人考えで恐縮ですが「近隣に住ん

でおられた親しい仲間が、高台移設や転地で成功し、行政などの指導や資金援助とともに、

そちらへ段階的に早く誘導して行く策が一番良い道ではないか？」と思います。繰り返し

で恐縮ですが、宮古・姉吉地区の歴史を見れば、60 名を失い 2 名が残った地に、それを知

 70 



りながら再度住む方が現れ、今度は 100 名以上の被災者に対し、たった 4 名しか生き残ら

ないという事態を見て、「ここから下に家を建てるな」という碑を立てた事実があります。

しかし、この決定は、当時としても苦労した意志決定だったと思います。 

 

表5-2　東日本大震災を見事に回避した快挙的事例

全国各地の沿岸部では、既に津波を想定して住民が緊急に逃げ込むため「津波避難ビル」が指定さ
れている。今回も、岩手、宮城、福島の３県では、このビルに逃げて命を救われた方が多い。この種の
ビルは、２００６年「東南海・南海地震対策大網」中央防災会議でガイドラインとしてまとめた内容に基
づくが、０４年１２月スマトラ沖の津波以降に検討された内容に基づく。今回約６００人が避難した。

例：宮城県・県立志津川高校でも卓球部１７名が看板を事前に見ていたことが回避につながった。

「津波避難ビル」命救う
　（朝日Y11-5-10)

６

http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/d592b8d157fa65e4e5003a8788b7a60c 　宮古市では１９３３年の三陸津波以降

～毎年、避難訓練を繰り返してきた（３月も８日に実施）。このため、児童全員２４０名は無事だった。な
お、津波時、訓練してきた宮古第二中学校へ逃げる際、消防団員から「津波」の到来と共に、全員避
難に時間が無いため、第２の避難候補地だった裏山・熊野神社へ変更した。偶然、８日の訓練地だっ
たことも、訓練結果を生かす内容となった。

宮古市立鍬ケ崎小学校
全員無事（左記URL）

５

http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/727f35093b0d34a9fbdadbec7f5566f6 　にも紹介のように、宮城県・石巻市・
矢川小学校では校舎は津波で全壊したが児童・職員は学区内の住民に助けられ、全員が無事だっ
た。地震直後、地域住民の助言で高台を通る県道に移動、直後に体育館が流された。このため、
児童らは山に登り逃げ、神社に集結した。不安な一夜を山で過ごしたが、１２日には隣の集落
へ移動、食事～１３日には全児童が保護者と再会～４月９日には卒業・修了式を行った。

牡鹿半島・谷川小学校
全員無事（左記URL）

４

　岩手県釜石市の鵜住居小学校（３６１人）、釜石東中学校（２２２人）の回避は釜石の軌跡と報道され
たが、海岸から１Kmの鵜住居小学校では地震直後に校舎３階に児童が集まった。また、釜石東中学
校では校庭にあつまった後、５００m後方にある高台のグループホームまで退避した。しかし、裏側の

がけ崩れを見て、さらに、５００ｍ先の高台にある介護福祉施設を目指し無事だった。ここには①想定
にとらわれるな、②最前を尽くせ、③率先し避難せよ、の３原則と共に避難訓練をしてきた成果だった。
なお、避難後３０分後にグループホームは津波にのまれた。

釜石・避難３原則を守り
抜いた児童・生徒無事
　（Y11-4-13NHK)
http://sankei.jp.msn.com/life/n
ews/110413/edc110413140700
01-n1.htm

３

　宮城、岩手、福島の３県には保育所が３１５件ある。津波により流出や膨大な被害が２８以上ある中
で、園児や職員の死傷者はゼロだった。その理由は厚生労働省が義務づけた各種災害を想定した避
難訓練を毎月行ってきたことが関与する。３月１１日の震災時、保育所では昼寝をしていたが、先生方
は、園児を起こし身支度～車に乗せ、農道を迂回、高台に逃げたことが全員無事の快挙を得た。

被災地託児所315箇所

で死亡例なし
　（読売・Y11-5-14）

２

　大船渡市三陸町の吉浜地区は「先祖が100年後の子孫を救った」と伝えられるように、多くの地区が

三陸沖などの津波後に漁を続ける不便さから海岸地区に戻る中で、明治時代に村長が集落ごと高台
に移し(町史に記載）、低地を田んぼにした。このため、今回の被災では1400名の住民の内、行方不明
者はたった1名、家屋の倒壊も4棟にとどまった。

大船渡高台集落は1名
を除き、1400名が無事

　（朝日・Y11-3-26記事）

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な対処　　　項　　　　　目

 
 

大船渡高台避難　
　成功事例に学ぶ、という視点から、吉浜地区の取り組みを整理することにしたい。ここでは、
「先祖は１００年後を救ってくれた」としているが、町史にも、「明治・三陸津波の後、当時の
村長が低地にあった吉浜地区の集落を全て高台へ移し、低地を田んぼに改造した」という
記述が残っている。要は、津波が来れば避けられない、“津波常襲地”で、中長期に渡る安全

住居システムへの変革を実践したことが、今回の快挙を示した。このような意味合いから、
我々は、この例を「備えあれば憂いなし」のお手本にすべきである。

1度の被災では

こりなかたのか！

　もう一例、宮古市・姉吉地区では「此処より下に家を建てるな」という石碑を重視してきた。
1933年の三陸大津波に建てられた朝日新聞の義援金による碑だが、多くの地では守って
きたため被害はなかった。なお、今回の津波は石碑の11m以下だった。また、津波は漁港
から800m上がった石碑の手前70mまで迫ったが、坂を駆け上がってきた住民は11世帯40
人は皆が無事だった。

宮古・姉吉地区の高台避難

悲しい過去の2度の被災
①明治三陸大津波（1896年）で60名が死亡、2名のみが助かった。
②昭和三陸津波（1933年）では100名以上が犠牲になり、4人のみ

　　が助かった。この教訓で石碑を建てた。
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そこで、再三で、恐縮ですが、3･11 における被災を免れた地／被災を受けた地を対比し

て図 5-4 のように整理しました。過去の教訓を生かした対策を進めた 3 つの地区と、防潮

堤など、人的な技術に頼った 2 つの地区の差は、物理、自然災害の面から見ると、歴然で

す。筆者としては、「完全に津波を防ぐ防潮堤や津波回避可能な高層ビルのような策が、早

く実らない限り、近隣であって、今まで暮らしてきた方々と共に、安全な地をつくり集合

住居を構えざるを得ない方が多い。それなら、平地に住居を整備して、津波の襲来時間遅

らせるための巨大な防潮堤建設より、高台住居づくりを前提に、既にイタリアなどにある

斜面利用の住居建設を・・」という方策を提唱させていただいた次第です。 

 

図5-4　「先人の警鐘」を活かす/無視の差

河北新聞　2011年3月27日＆4月10日号

　「此処より下に家を建てるな！」の警告をき
ざんだ海抜60mにある石碑を持つ、姉吉地区
では、建造物被害は1件もなかった。姉吉地
区では明治三陸大津波で60人以上が死亡、
昭和三陸大津波では100人以上が犠牲にな
り生き残りは4人だった。石碑はこの被災の

後に建てられた。今回の津波は漁港から
800mあがった石碑の70m手前まで迫った。

　　　宮古・姉吉地区

　100世帯の住居は海抜20~30ｍの県道沿い

に並ぶ吉浜では「海辺の低地に家を建てな
い」ということを親代々常識的に守ってきた。、
1896年・明治三陸大津波で死者・行方不明
者200人。当時の村長が高台への再建を指
示した。一部、反対者が低地に住居。1933年
に昭和三陸大津波を被災17名の死者・行方

不明者を出した。この時、柏崎村長が私財で
低地を買収、村人を高台だけに住む策をとっ
た（道沿いには高さ2.5mの石碑と当時までの

津波犠牲者名をきざみ、現在に至る）。

　綾里白浜は湾の入り口が4km湾部は
500mと狭まる地形。津波は水田と3m先

にある県道との間で停止したが高さは
25mだった。「昭和三陸大津波とほぼ同じ
位置で停止した」と熊谷ｻﾜｲさん85歳が
語った。湾内に沈められた約3mの波消し
ブロック高さ3mは200ｍも移動分断された

が、家屋への浸水人的被害ともゼロだっ
た。過去の教訓を伝え守ったためである。

　　　　大船渡・吉浜港　　　大船渡・綾里白浜

　波分神社という名称を持つ神社は過去、津波の浸水域
の境を示す機能を定め建造されたが、伝承が途絶え、そ
の機能が風化した。海岸に近いところに住み被害にあっ
た佐藤利幸さん73歳は「神社の存在は知っていたが、そ

の機能と注意は聞いたことがない」と語る状況だった。神
社は海岸から5.5km海抜5mに位置し、慶長三陸津波1611
年では、このあたりで津波が二手に分かれたそうである。
今回の津波は仙台東部道路にせき止められる格好で神
社の手前約2Kmの地点で停止していた。

　ここでは44年の際月をかけ『万里の長城』で名を馳せた
巨大な防潮堤を建造してきた。だが、津波はその上を越
え死者・行方不明者230人を越える被害を生んだ。
　巨大防潮堤は高さ10m総延長2.4kmで1960年のチリ津

波で町を守ったことで町の誇りにしてきた。防潮堤建造の
目的は山間を流れる2本の川に誘導することを目的とした

ものだったが、忘れられ、津波防御と解釈され町の防備
体制が大きく変化していった。この状況と共に、明治三陸
大津波規模に対応した対策は忘れられ、その後、増える
住居に対する各種対策は何もなされず、被害が露呈した。

　　　　　　　　仙台・霞目　　　　　　宮古・田老地区

過去の教訓を生かした事例

過去の教訓を無視した事例

BCP的には地区津波シミュレーション・データ
を基にした検証とハザードMAPの必要性を示唆！

 
 

『ハード的対策』の名を持つ高台住居を防災専門家が図 5-5 のようなメージで示してきま

した。だが、この高台住居策は津波対策に対する条件整備のひとつに過ぎず、『絶対、完全

な安全確保策』というわけではありません。高台住居といえども、想定を越えた津波が襲

来した場合、無力であることは 3･11 に見る多くの事例が示す通りです。従って、「当然、

少しでも危険を感じたら、より高台へ逃げる」という策の適用が必要になります。要は、

早く、より高い地への避難が必要になるわけですが、ここに、第二関門である『回避を短

時間で行うための経路の準備』、すなわち、回避インフラの準備です。そして、その後が『ソ

フト的対策』の名で知られる第三関門、『避難訓練』と、避難行動の実践です。「備えあれ

ば憂いなし」の言は、この三種の神器が整って、初めて効果発揮の条件となります。では、

つぎに、第二段階である、図 5-6 に「回避を短時間で済ませるための準備」に関する対策例

を紹介することにします。 
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津波は時間と共に陸地に襲来します。要は、何にも増して、早い(短時間の)高台避難完了

が、安全確保とゆとりを持った自然災害回避の有効策です。 

 

図5-5　津波対策ガイド

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058206.pdf 
 

①古文書や碑、地層調査を含め最大級の津波が及ぶ高さを事実として調べるべき。
②過去、遠地であること、文字を書けない方が多かったなど、貴重な記録の解析と共有化が

　　困難だったが、現在のような情報化の時代にあっては、
　　「過去の記録と事例分析は未来に対する最強の防災知見（マニュアル与件）」すべき。
③ 100年に4回もの津波が訪れる東日本の地を中心に対策すべきことは、「100年の体計と

　　いう思想で段階的、徹底的な防災対策を進めるべき！」となる。ちなみに、阪神淡路大
　　震災が6,000人の死亡・行方不明者に対し、東日本は20,000人と3倍強の被害が出た理由

　　は津波による影響の大きさがいかに甚大であるか！を示している。

「備えあれば憂い無し！」大船渡の事例

　　昨年、高台に避難する通路の距離を
　半減化するため、通路を整備した小学校では　　　
　短時間の高台避難を完了させた（大船渡小学校）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校舎間に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回避路を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置

　　この例は津波時の避難訓練に加え直線で高台
に逃げるための階段を建造した。このため、従来の
半分の時間で高台避難を完了させた岩泉小学校）　　

（１）ハードの対策：防潮堤
（２）ソフトの対策：津波の時に
　　　　　　　　　　　逃げる！　　　

図5-6　3・11で効果を発揮した避難経路

丘陵地帯
（山林）

過去、
避難
経路

校舎

 
 

上図の例は小学校における避難を短時間で成功させた例です。左下の大船渡小学校では

校舎の周りをまわりこんで公道に出て避難するルートが従来の避難経路でした。そこで、
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校舎の中間を打ち抜く形で避難通路をつくる。さらに、公道には階段を建設してつなぐ、

丘陵へ向かう道に最短で行けるようにする準備をしました。このため、津波来襲の時には、

短時間の避難が実り無事な回避が実りました。また、右側は、校舎から裏山の高台避難地

に階段を設けた例です。ここでも直線的な避難行動が出来て被災を免れた例です。このよ

うな直線移動で効果をあげる策の準備は極めて重要です。なお、高層ビルの上下移動の場

合、エレベーターに閉じ込められる問題や、停止と共に、階段に人が殺到するという問題

があります。この意味で、緊急時には、この種の問題を想定した策の準備と、避難に際し

て混乱の起きない誘導が必要です。 

 

 

（３）事例に学ぶ被災時の緊急時対策 

 筆者の体験、また、昔の話で恐縮ですが、子供の頃、関西で台風に遭遇しました。昔は、

台風が来れば、屋根の瓦を飛ばし、木製の雨戸をぶち破り、木枠で囲われた窓ガラス（30cm

角）を割るということが常識でした。筆者が小学 3 年の頃、大阪へ転勤・引っ越しの 3 日

目にジェーン台風という巨大な台風が襲ってきました。その前の日にトントン、かんかん

と近所では音がしていたのです。両親は「なんだろう」と言っていたことが、台風襲来で、

備えの必要性を強く認識させられることになりました。筆者の住む家は長屋の一角、川か

ら 10m 程度だったわけですが、対岸は畑、吹きさらしの風の直撃で、たちまち、木製の雨

戸は吹き飛び、窓を飛ばしたからでした。屋根が持ち上がり吹き飛ぶ危険があったのです

が、長屋建築のため、そこまでの被害に至らなかったことは幸いでした。この時、弟と筆

者は押し入れに逃げ、恐怖でじっとしていました。両親は畳をはがし、家に入る風を止め

ようとしていましたが、吹き飛ばされそうになっていました。やがて、疲れて畳で身を囲

い台風が通り過ぎるのを待つことになったのですが、今、思うと「よくケガをしなかっ

た！・・」という次第です。その後、やがて、空が晴れ、無風状態になりました。巨大な

台風の眼の通過です。その後、暴風雨が来ました。だが、何もできず、台風通過を待ちま

した。1 時間ほどで台風は通り過ぎ、他の家が戸板で窓を強化していた意味を台風通過と共

に学んだ次第です。正に無知識が招いた自慢にならない惨劇であり、その後、大きな台風

を見る度に家族が反省した、思い出話しです。 

 この台風の後、筆者の家族は驚く光景を見ました。当時は牛車で台車を引く物流が一般

的でしたが、何と、台風の翌日、「瓦要らんね？・・・ガラス要らんかね？」と大声を出し

ながら売り歩く業者の存在です。我が家も、早速の改修で、1 日で住居の窓と吹き飛んだ瓦

とガラスは修理しました。だが、近隣の皆さんは「不況専業はもうかりまっせ！」と話し

ていました。要は「不況産業さんに、お世話になりたくなかったら、自衛しなさい」とい

うご近所の皆様のご注意です。このため、すぐ木材を購入しました。当然、その後は、ご

近所と共に、台風のニュースが入るとトントンかんかん対策です。このため、その後は台

風による風の被害は全く受けなかったのですが、今度は、川の水があふれ床下浸水の被害

 74 



に遭いました。この時には、ご近所ともお付き合いができていたため、土嚢を用意する。

日頃から、水に被災されそうなものは 2 階に置く、水が来たら 1 階の畳をはがし 2 階にあ

げるといった処置を進めたので、床上浸水にも、問題なく対応できました。事後談ですが、

両親は「東京では経験のない現象に遭った」と話していました。事実、東京の目黒や渋谷

の地では、過去、どのように大きい台風でも、台風に備えた木材による窓や雨戸の防衛は

見たことがなかったからです。事実、現在まで、筆者が住む目黒区の地は高台なので水害

は襲ってきた例はありません。 

更に、筆者は、川が増水して対岸が決壊する状況を台風の時、2 階の節穴から見ていたと

いう経験を持ちます。川が決壊する直前に水面が風でひたひたと動き、岸を超え、対岸を

決壊する状況は、まるで、何らかの妖怪が水面で「どちらを襲うべきか？」を狙うに似た、

恐ろしい状況でした。多分、風水害で襲われた地で同じ思いで水面をご覧になった方がお

られるのではないか？と思います。当時、対岸は畑地でした。このため、その先にあった

家は、おきのどくな状況で水と泥で埋まり、復旧に数日かかっていました。 

少ない体験ですが、体験から学ぶ。「地方の知恵を生かす」ということは、この時に学ん

だ自然災害対策法です。現在、瓦も窓ガラスと設置構造は大きく変わったため、台風で、

被害を受けることは稀です。昨今の科学技術の進展に感謝するわけですが、「この種の知恵

と経験は海外赴任者には必要な知識のひとつではないか？」と考えます。その理由は、後

で、タイの洪水時に現地で行われた内容と関連しますが、この種の危機回避の知恵とチェ

ックポイントを米国で生かすことができたので、以下、簡単に紹介することにします。 

筆者が 3 年赴任した米国・オハイオ州は真っ平らな大地です。大雨は集中豪雨が常識的

です。雷は群馬県や熊谷以北で発生する火柱の数倍の太さです。大きな立木が落雷で真っ

二つに引き裂かれ、道路を遮断する光景はよく見ました。現地では常識的な自然現象です。

このような情報は現地に赴任した時、現地の方々との雑談の中かから学び、見聞もしまし

た。このような中で、あるとき自動車レースを見に行ったわけですが、「2 ドル払うなら高

台の駐車場」という車庫の監視員の誘導がありました。そこで、筆者は 2 ドル払い、大き

な原っぱのような地に設けられた駐車場に止めました。やがて大雨、雨は、突然、大地に

大きな川を生み出しました。3･11 の津波のスピードほどではありませんが、驚くことに、

濁流が低い地に停めてあった車をおもちゃのように押し流しました。車を流された方には

お気の毒ですが、「2 ドルの支払いは安く済んだ」という体験談です。 

さらに、現地で無いと経験しない自然現象があります。オハイオの隣のカンサス州は「オ

ズの魔法使い」で有名ですが竜巻の地です。オハイオは少ないとは言え、皆は警戒してい

ます。このため、地によっては小さな丘の横くり抜いて掘り、丘を屋根にした家、地下に

退避壕を設けた家が多数あります。また、空にソフトクリームを逆さにした形の雲が出る

と、警報を鳴らして対処を促します。さらに、自然現象としてフリージング・レインとい

う怖い現象があります。この現象は極めて珍しい雨とされますが、2 月～3 月によく起きま

す。当然、ラジオのニュースで警告が発せられますが、この雨は、空中の帯状・冷気ゾー
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ンの中を雨が通過して起きます。アラレやヒョウになる前に雨の熱だけが奪われ零度以下

になった水滴の雨が、地上に落ちてから広がる現象です。この雨が駐車中の自動車に落ち

てくると、刷毛で厚く壁を塗ったようになり、風が吹く方のドアーなどは厚く塗った氷の

膜で開かなくなります。短時間でこの現象が起きるわけですから、山野や道路は、ディズ

ニーの映画にあるように、魔法使いが杖を振ると左から右へ銀世界が出来てゆくシーンが

目前に発生します。その結果、高速道路はツルツルになります。自動車は停止して道路に

岩塩がまかれるのを待ちます。そうしないと道路から簡単に滑り落ちてしまうからです。

事実、筆者も 20km/H という低速にもかかわらず、道路から外れ、坂に落ちました。極め

てゆるいカーブです。ブレーキは全く効きません。バックで道に戻ろうとしたのですが、

出来ません。そこで、逆転の発想です。FF 車だったため、坂を下り、U ターンして道路に

戻りました。雪と道路の草が抵抗になり、タイヤが回転して無事を得たわけです。その後、

帰宅へ向かう道を進むと、交通は遮断されていました。U ターンです。同時に、近くのガ

ソリンスタンドへ入りガソリンを補給、さらに、帰る方法を聞くと、ジープを運転してい

た、全く面識の無い方が、筆者の近くに住むので「誘導してくれる」と言っていただいた

ので、後を追うことにしました。走行する道は舗装の無い農道でしたが、そこへ向かう前

に、先に筆者が突っ込んだ道路で 5 台もの車が追突した事故を見ました。警察が来て、救

助と事故調査です。単に道路から脱落した車両を道路に引き上げるだけで警察は 25 ドルと

ります。しかし、FF 車で無い車の集団だったための玉突き状況でした。筆者は背筋が寒く

なりました。「現地の指導で FF 車にしておいて良かった」という感謝を持ちながらジープ

を追い、帰宅に向かいました。だが、がっしりしたジープでも、尻(後輪部)を振りながらの

ろのろ運転です。これには、改めて、フリージング・レインの恐ろしさを認識しました。

筆者を誘導してくれたジープは、筆者が借りていた住居の 1km 程度先で、手を振って別れ

ました。今も感謝です。翌日のニュースは、死者数十名、高速道路が数か所が、事故で通

行止めという状況でした。また、経験が無く、知識が無い方が、同じ事故に遭遇しないよ

う、多くの注意を出しました。以上、つたない体験談を紹介させていただきました。この

経験から、筆者は、「3･11 の津波被害だけでなく、自然災害対策に当たり、現地の歴史に学

ぶことは極めて大切」思う次第です。 

では、タイにおける大雨被害から学ぶべき点を紹介したいと思います。「備えあれば憂い

なし」は安全対策の基本です。このため、乗用車を持つ多くの方々は、車を高台へ避難。

または、違反を知りながら高い高速道路や橋梁へ移動～駐車する策を展開しました。だが、

更に、テレビを見ていると、「備えなくても知恵の駆使」という対処で水害を切り抜ける策

が紹介されました。タイの皆様が大水にへこたれないで頑張っておられる姿には敬服しま

す。例として、あるタクシーの会社では「やがて大水が押し寄せる。それならタクシーは

道路を走れない。ボートを買え」ということで、緊急手配した例がありました。ニュース

では、「手持ちのタクシーは全て高台へ回避させ、タクシー運転手達は小舟を操縦して水で

覆われた方々の移動ビジネスを円滑に進めた」という対処でした。タイの方々のたくまし
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さと共に、タイの地を熟知した対応に驚嘆した次第です。さらに驚いた対処は建材メーカ

ーの対処です。ここでは、巨大な発泡スチロールを利用して車の水上駐車台を製造販売し

ていました。要は、浮船に発泡スチロールを転用して販売、車の浸水を救った対策です。

正に、タイの方々の柔軟さと、自然災害にへこたれない知恵の駆使は、ある意味、被災の

悲しさを打破する活動を世界に示した例を、ここに紹介しました。 

 

 

（４）防災、緊急時対策に必要なハザード MAP 

自然災害に対する現地の弱点を知って、各地に応じた対策を図る準備は、自然災害対策

の基本中の基本です。そこで、そのために必要なハザード MAP と、その重要性について解

説することにします。ハザード MAP には、地震、津波、台風と風水害など多くの対象があ

り、それ毎に作成が必要です。図 5-7 に解析手順を示しましたが、ハザード MAP 作成に当

たって重要なことは、「ハザードがどこまで及び、何をすべきか？」という解析を下図の左

から右に順序よく進める対処です。 

 

図5-7　「自然災害に当たり」回避策探求解析の例

S 　採否Pソフト的対策ハード的対策SP発生が予測さ
れる項目

①地震

②津波

③火災

④原子炉

⑤台風

⑥大雨～

　河川氾濫

⑦火山

⑧その他

　落雷など

　　　評価　　　　　　対策（案）過去から
の警告

（現地調査　
　結果）

ハザード（危険性）の
存在リスク

自然災害
の種類

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）

　　　　　　×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の

　　低下状況を評価する

S:重大性の低下の状況

　　を評価する

現地・現場・現物調査
リスクの程度と及ぶ範囲
を実態調査～チェックに
活用してリスク想定レベル
を的確化する

想定外にさせないさせないための、PPA対策の活用例

放射能飛散
シミュレーター
SPEEDYの

利用など

各種シミュレー
ション解析など 碑や古文書

地層の解析
など

高台住居建
設、防潮堤
～防災ビル
建設など

高台避難
訓練など ブランチブロック

工法による防潮
堤の建設など

（城壁に類似工法）

 
 

なお、ハザード MAP 作成に当たっては、単なる討論で作成するのではなく、ここに、こ

れまで解説してきた、現地、現場、現物による調査を組み入れること。また、似た地域を

調査して、災害の及ぶ範囲や状況を事前に評価することが必要です。ハザード MAP は①被

災を防ぐ、②被災が及ぶことを知って緊急時の備えを進める。③被災に的確な対処、避難

などの検討や対策を検討し、被災に遭遇する危険性や被災の程度を減らすために、図化の
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前に、図 5-7 を用いた解析を先に進めておくべきです（ハザード MAP 作成法については下

記 URL も参考にされることをお奨めします）。 

URL：http://www.bousai.go.jp/hakusho/h21/bousai2009/html/zu/zu082.htm 

では、津波対策を例に、図 5-8 を利用して、要点を解説することにします。この例は、地

図上で被害が影響する範囲と程度などを明確にして、対処を的確にするという目的で作成

された方式です。なお、図化の場合、コンピュータによるシミュレーションを用いた検証

を図ることがハザード MAP の有効性を評価～検討してゆく上で重要な手続きです。要は、

物理現象として自然災害の及ぶ範囲と内容を事前に知っておくことは重要な対策であり、

ハザードを知って、各種の備えを進めることがハザード MAP 作成～実務利用になるからで

す。 

図5-8　ハザードMAPと防災の事例

高知県・須崎市津波関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　URL：http://www.bousai.go.jp/hakusho/h21/bousai2009/html/zu/zu082.htmより転載

 
 

 図 5-8 をご覧願うと、濃い水色で示された範囲に津波が及ぶこと、また、津波の高さから、

例えば、ビルの上階に逃げる場合、ビルの高さとしてどの程度の高さが必要か？という状

況が判ります。同時に、高台に逃げる場合、どの程度の距離が必要か？どの方向に逃げる

ことが被災を逃げるために有効か？といったこともわかります。従って、防災や被災を免

れる策の検討に有用な資料です。筆者が住む目黒区には防災センターがあります。訪問す

ると、IT で自宅付近がどのようになるか？何をすべきかが判ります。筆者も試しましたが、

図 5-8 のような図と共に、更なる詳細が判りました。特に、高台が幸いして、かなり大きな

津波が来ても安心であることや、地震に対し地盤が強固であることが判りました。しかし、

「自然災害に付随する形で起きる火災の問題は注意すべき事項」です。このためか？筆者

の住む地域では、火災訓練が頻繁になされてきました。加えて、近隣の公園が避難指示地
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区になっています。公園には、目黒区が既に水とトイレの確保を準備してあり、持ち寄っ

た食料などで 3 日程度をしのげば、被災の場合に支援が開始され、何とかなりそうな内容

が紹介されています。しかし、「条件は毛布と食料、足をけがして歩けなくならない対処が

あってのこと」という注意があります。このため、筆者宅でも、水と食料、風呂に常に水

を張る対策を続けてきました。大地震の時に災害が来ないことを祈るわけですが、既に関

東は震災の確率が高い警告がなされています。また、自然災害対策の基本は、まず、自助

努力です（自治体や国の支援を期待することは後の話しとすべきです）。また、この対処は、

企業における自己防衛策の準備と同じです。 

 

 

（５）災害対策時の緊急マネジメントの在り方 

 どのように良いハザード MAP が準備されても、避難するためのリスク対策マネジメント

の適用や、被災時に活用する機器類の準備、それを使う人の判断と訓練が無ければ、正に

『絵に描いた防災対策』に終わります。そこで、図 5-9 を例に、自然防災対策が全く不備だ

ったため大きな被災となった例を紹介することにします。 

 

図5-9　訓練と準備の不備が招いた事故の例

　BCP不備の事例：東京都豊島区で起きた下水道事故の状況

下水道
上流の
集中豪雨
　　水

約７０ｍ 約１０ｍ

② 6名がマンホール

　　に入り作業へ

③ 6名が移動～

　　　　　　　作業着手

① 事前に中止になる

　　かも知れない、と
　　言われていた。

⑤地上から中止の

　　指示を伝えた。

⑥資機材搬出

⑦マンホールのふたを開け

　　縄ばしごをたらす。
　1名を残し5名は流され死亡！

④ 作業は中腰で膝まで

　　流れがある状況で続行

　

　右の図は地中で工事を行い、判断ミス
からマンホール内で集中豪雨～流水に
耐え切れず、流され死亡者を発生させた
事件ですが、BCP運用上の欠点を列挙

して下さい（訓練の前に整理する事項）。

視点：
　① マニュアルはあったが？
　② 危険を感じた場合のリスクと

　　　処置を進める責任者の行動は
　　（どのように優秀なBCPでも使うのは

　　　人という立場で見た場合）？
　② 機材と人名のいずれが大切か？

　　　（損害コストや社会的責任）

【安全責任完全履行のガイドとして】仕事と同時に部下の人命をあずかる理念の展開！

１，本当に安全管理技術を駆使可能な資格を持つ管理者か否か？を査定する。

２，人は慣れる。経験を忘れる。原価維持を重視し、人命無視の安易な行動に出ることが
　　ある。この防御には契約（６シグマではボーナス40％カット、人命の場合は計り知れない

　　従って、契約で安全順守の規制が必要。

３，その後、訓練による被災防止技術の内容とレベル判定となる。

08年8月5日

 
 

この例は、安全管理者が管理する中で集中豪雨の状況を受け、工事を進めていた時に起

きた事故ですが、人災の要因が大きかった事件です。事例は、現場管理者が豪雨の連絡を

受け、上流の豪雨の状況を知りながら、地中の管内で働く 6 名に資材を片付けさせていま

した。そのような時、管内に豪雨の水が急流で押し寄せました。そこで、あわてて、現場
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管理者が作業中止～逃げるように指示を出しました。だが、この時点ではすでに遅く、「か

ろうじて縄バシゴで脱出した 1 名は助かったのですが、5 名は管中を急襲する水に流され死

亡する」という悲惨な事態となりました。ここで思うことは、「果たして、人命をあずかる

管理者に在って良い判断だろうか？」という管理方式です。管理者の方の立場からすると

理由はいろいろあったかも知れません。しかし、重要なことは、「災害リスクを甘く見て判

断を誤った管理者の行動にあった」という事実です。当然、事前に避難訓練指示が必要に

なるわけですが、この事故では、①BCP など、意思決定や行動の規範となる基準やマニュ

アルの存在、②「リスクをどのように判断してきたか？」というリスク・マネジメント上

の行動を取る上での基準と資格の付与と、③「果たして、資材と人の命のどちらが重要か？」

という判断・評価基準などが、この企業と現場管理者の間でどうなっていたか？というこ

とが問い正されるはずです。要は、この例では、この種の内容を審議した後で、ご本人の

責任問題を問いただすべきことになるはずです。すでに建設事故による死亡災害は表 5-2

のように報告されています。ここで、仮に、この現場管理者が、「事前にこのような金額面

の影響を知り、この 3 つの判断基準が十分に教育訓練されていたが、あえて破った。その

結果、事故に遭った！」となれば、意図して作業者たちを死に追いやったことになる。こ

うなると、もはや、この経過は殺人事件を意味します。 

 

表5-3　建設現場に関する労働災害損失金計測例
高木元也（独立衛生総合研究所）「これからの建設現場の安全を考える」第３回労働災害損失額の計測
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９．１．１　No.２２３　論文より原文のまま

水道配管工事の隅だし中ヒュー
ム管が転がり両足を挟まれ１名
が骨折、１名は第５指骨折

橋梁河川改修工事中にｸﾚｰﾝ
でセットしたｸﾘｱｰﾊﾟｲﾗｰ５ｔが転
倒被災者１名が死亡

　　　事故の内容

　　　　１億１８９万円　　　　１億９３３万円　　　　合　　　計

２次下請１億円（失注）　　　　－営業損失

元請２０万円（調査記録等）

２次下請１４万円（救援等）

元請１５８万円

２次下請１７８万円

（作業手待ち等）

工事関係者の

追加作業など

２次下請１１８万円２次下請３，６５４万円被災者稼得能力喪失間
接
的
損
失

２次下請１万円（通信交通費）２次下請４５万円（遅延損失）　その他　

　　　　　　　－

　工事の中断１日

元請２，３５０万円、２次下請

１，８５０万円（示談金）

訴訟関係費

　２次下請１１万円（休業補償等）２次下請２，４００万円（補償費）会社規定補償額

　元請１７万円　元請１８９万円労災保険額直
接
的
損
失

事例２：休業５９日

　　　　　休業４０日、２名

　　事例１：死亡　　　災害程度区
分

 
 

筆者は、この事件のその後を追っていないため、この事件の判決結果を知りません。多

分、この事故は過失致死として扱われたのではないでしょか？殺意を持った行動では無か

ったと思います。だが、強調したいことは、この種の仕事を進める企業や組織、団体には、
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人の責任を問う前に先に記載した①～③の項目に示した『災害マネジメントシステムの設

定と運用の責任』を問うべきです。また、このように、リスク・マネジメントシステムの

存在と扱いを整理すると、図 5-8 の事故は図 5-9 の「C タイプの判断で対処すべきだった」

というリスク・マネジメント面の欠如が反省点となります。 

 

図5-9　緊急、応急（暫定）、恒久対策の手順

問題発生

区分
Aタイプ

　状況調査　

　応急処置　

（とりあえずの対策
　で切り抜ける）

　　　　原因究明
現場・現物やビデオ
写真などで事実分析～
原因と発生ﾒｶﾆｽﾞﾑの解析

Bタイプ

　状況把握と調査　

（全体把握、または、
焦点をしぼった調査）

　対策を取る　
　恒久対策の実施
：改革/改善/改良に区分　

ｼｽﾃﾑ・環境・設備
構成の革新　

ｼｽﾃﾑ・環境・設備
などの大幅改造　

　　　制約条件が変更できる対策　　　

　場に合わせた対策
手直し、多少のレベルアップ対策

　　　　　制限付きの対策　　　　　

Cタイプ

 
 

要は、「この種の仕事が企業や組織体にある場合、先に図 5-9 の図の活用と、表 5-3 のよ

うな内容を現場監督者に教え、教育の後、安全管理契約をした後に、安全管理を委託すべ

き」です。この対処では、まだ「君子危うきに近寄らず」までは行きません。だが、危険

が来る前に逃げる行動は、津波が地上で高台に逃げる対策に対して、膨大な流水が管内に

満たされる危険な下の土管からは、「危険を感じたら一目散」というソフト的なルールづく

りや指示の発動と共に、危険時には事前の早い撤退が完了するはずです。 

対象は異なりますが、集中豪雨により、下流で遊ぶ子供たちが流される事故が度々発生

しました。図 5-9 は、この対処にも当てはまる方式です。このため、今後、自然災害を対策

や管理を業とされる方々には、是非、再発防止を願い、丸投げ現場管理や、「事故が起きて

から法をつくる、・・・といった対処の前に、ハザード MAP を利用して、しかるべき人と

場所を定め、自然災害マネジメントシステムの適用で安全確保を」と願う次第です。 
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第 6 章 BCP の設定と運用 

（１） BCP（事業存続計画づくり）の構築と活用目的 

3･11 以降、BCP（企業継続計画）は、各方面でリスク対策の重要な対策手段として大き

くクローズアップしました。表 6-1 に見るように、自然災害リスク対策マネジメントの機能

を十分備え、被災による影響の軽減～復旧に大きな貢献を果たしたためです。 

 

　表6-1　東日本大震災を見事に回避した快挙的事例

住金・鹿島製鉄所は震災で操業停止に追い込まれた。だが、120名の従業員は全員無事だった。
「このような避難は過去の災害経験を生かしたため」と小林・厚板工場長は語る。2003年突風で作
業員が亡くして以降、毎年10月に台風・津波訓練をしてきた。また、全員無事が早い復旧に貢献。

住金「即判・訓練いきる」
　（朝日・Y11-5-23)

８

宮城県南三陸町長の佐藤仁氏は津波が襲ってきた時、庁舎にいた。庁舎は対策済だったが、予
想を超える津波に屋上へ避難した。20名程が屋上のフェンスにすがっていたが、ご自身は15㎝程

度それより高いアンテナの手すりを持っていたため、流されず、九死に一生を得た。

屋上のアンテナで救命
　（文芸春秋・Y11-5月号）

１２

http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1302224877/l50 　石巻から田代島や網地島に向かう航路

を運航する「綱地島ライン」はマーメイドと呼ばれるカーフェリーが海洋を運行中、津波発生を知っ
た。この時点で石巻に入港予定だったが、Uターン、津波回避のため沖へ向かった。遭遇は初めて

の経験だが、乗員の努力で乗り切った。

津波に立ち向った

フェリー無事（左記URL）

１１

鈴木ノブさん（88歳）は、1933年・尋常小学校4年生に唱和・三陸地震津波の経験者、父は1896年
に明治・三陸地震津波で兄弟6名を亡くしていた。このため、、4歳の時、ちょうちんを持ち避難した

ため家族との合流も早かった。今回、緊急地震速報の不協和音がテレビ・国会中継を見る中でなっ
た。同時に、県立中央病院・院長をする長男から電話で「津波が来る逃げろ」の電話を得た。直後、

親類宅へ車で逃げたが昭和・三陸地震津波で無事だった家についても降りず、更に上への移動を
指示した結果、関係者と共に助かった。後で。「自分の命は自分で守る！」と発言。

78年前の記憶で高台へ

　（朝日・Y11-4-17）

１０

山崎一恵さん（現88歳）は、1933年：10歳で三陸地震津波を経験、真っ暗な坂道を着の身着のまま
で逃げた。この時、夜が明けると集落は水、自宅は流されていた。1960年：37歳にはチリ地震の翌
日、4人の子供と共に海岸にいた時、いつの間にか潮がスーと引き、干上がった浜で魚がパチパチ

とはねたとき、不思議を感じて逃げた。今回の東日本大震災では海辺の作業小屋でわかめから茎
をとる「茎抜き」をしていた時、地震があったため、普段から用意していたタオルや着替え、印鑑な
どを入れたリックを背負って無事を得た

８８歳女性津波３度遭遇

無事　（朝日・Y11-5-23）

９

地震時、日産・ 高執行役員の志賀氏は横浜本社にいた。対策本部を即断、45分で100名を招集
して各担当に対策を指示～活動を開始した。この素早い対処は3週間前の練習の再現だった。こ

のため、各種の対処はスムーズに進んでいった。

日産「即判・訓練いきる」
　（朝日・Y11-5-23)

７

ｲｵﾝ気仙沼店では関係者が会議中に大地震を受けた。この時、店内には約300人のお客様がいた。

この状態で、高瀬店長は大震災用のマニュアルを取り出し指揮、お客様を店前の駐車場に避難さ
せた。この時、「6mの津波警報！」の連絡を受け、とっさの判断で、近くの高台にお客様を誘導し、

事なきを得た。とっさの判断には、観察、分析、判断の重要性を強調している。

ｲｵﾝ臨機応変に住民を
守る　（朝日・Y11-5-23)

６

　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的な対処　　　項　　　　　目

 
 

 では、「BCP とはどのような内容を持つものなのか？」紹介することにします。図 6-2 が

BCP の定義と機能ですが、BCP は自然災害に際して 3 つの機能を持ちます。 

① 事前対策：事前に各種及ぶであろう自然災害などを想定し、対策を準備することによ

り、被害の影響の極小化を進め（予防の充実）、緊急時の対応スムーズ化につなげる。 

② 災害発生時の対処：実際に被害が発生した場合、予め用意しておいた手を下し、被害

極小化 (被害の軽減化) を図る。 

③ 災害後の復旧早期化：被災した場合、用意した各種の与件をスムーズに消化すること

により、短期間で復旧努力を進め、サプライチェーンへの影響を極小化する対策を具

体化させる。 

 以上が BCP 構築・活用の主な要件です。そして、図 6-2 の下の図は、この状況をイメー

ジとして記載した内容です。日本の企業に向けの BCP は、既に 2010 年 6 月に国土技術政

策総合研究所が提示し、新聞にも、リスク・マネジメントを災害対策に有効活用する手段

として提唱されてきました。このため、多くの企業が BCP を準備していたわけですが、3･
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11 では、大な効果を発揮した発表と共に、BCP による大きな効果を知った方々が導入を開

始しています。また、現在、BCP の活用範囲は 3･11 の教訓を生かすというだけでなく、タ

イの洪水などグローバル展開を進める対象を含め、利用法の増強が進められています。 

 

BCP：事業継続計画とは
business continuity plan

　「競争的優位性と価値体系の完全性を維持しながら、組織が内外の脅威にさらされる事態を識別し、
効果的防止策と組織の回復策を提供するためハードウェア資産とソフトウェア資産を総合する計画」
のこと。事業継続と復旧計画（BCRP）とも呼ばれる。BCPで使われるロジスティクス計画は、事業継続
と呼ばれる。BCP の意図する効果は、実行中の状態及びどのように事業を行うかを統治する方法論
である、事業継続を確実にすることである。BCPを策定し、運用し、訓練し、継続的改

善する取組みを事業継続マネジメントという。
　平易な言葉では、BCPは災害時に事業を継続する方法について定めている。典型的な事態としては、

ビル火災のようなローカルな事態、地震や洪水のような地域的な事態、または世界的伝染病の流行の
ような国家的事態を含む。しかし、そのような事態に限らない、供給元の喪失、重要なインフラ（機械
またはコンピューティング／ネットワーク資源の主要な部分）の喪失、または窃盗や破壊の結果のよ
うな、事業が依存しているあらゆる事態を含み、事業喪失の可能性を引き起こし得るあらゆる事態が
考慮されなければならない。このように、リスク管理はCPの一部として取り入れられなければならない。

中小企業へ向けた解説　http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_01_1.html

　企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を
小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行う

べき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

ウィキペディア（Wikipedia）による解説
http://ja.wikipedia.org/wiki/BCP

 
 

 

図6-2　国土技術政策総合研究所によるBCPガイド

作成：2010年6月

操
業
度
（
製
品
供
給
な
ど
）

事前　　　　　　　　　　　　　事後

重要な事業
活動を継続
する　　　　

目標復旧時間までに
主要な事業を復旧　　
再開する　　　　　　　　

顧客の流出
を防止する

　　　　

目　　標

BCP推奨のイメージ

現状の予想
　復活曲線

許容限界

BC実施後の

復旧曲線

目標　　許容限界　　　　　現状　　　　　時間軸
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この状況は下の図 6-3 に示す内容ですが、同時に、図 6-4 が示すように、3･11 で、復旧に

努力する 119 社の状況を見ると、3･11 から 5 か月の状況で多くの企業が直接、または、間

接に被災に苦しむ状況です。このため、現在、多くの企業や自治体で BCP の導入や見直し

がなされています。 

 

図6-3　BCPの運用機運　　

2 9 . 5

1 1 . 7

2 8 . 8

2 9 . 4

4 1 . 7

5 8 . 9

２ ０ １ ０ 年

２ ０ ０ ８ 年

策定済み　　策定中か予定あり　　　策定していない、無回答

インターリスク総研が
2010年７～8月に調査、
回答数420社の結果　

このうち社内教育を実施しているのは・・・

3 5 . 5

4 3 . 5

8 . 9

1 4 . 5

0 6 0
実
施
し
て
い
な
い

手
引
き
書
や
資
料
を
配
付

特
定
部
門
で
実
施全

社
員
に
実
施

複 数 回 答

NPO法人危機管理対策機構
「震災後4月に開催したセミナー
には３００人がつめかけ、BCPを
考える気運が急速に高まった」とした。

BCPの本質は企業存続のため
　① 重要な部分がどこか？

　②どう資源を残すべきか？
　　　優先順位を考える。
　③ 弱点をあぶり出し強化する。

以上の対策で企業価値をあげる点にある。

 
 

図6-4　主要119社毎日新聞アンケート

2011年8月12日発表

被災して今も停止
22%

間接的に被災した
が再開
10%

間接的に被災して
今も停止

1%

特に無し
19%

無回答
1%

被災したが全て
再開
47%

被災したが全て再開

被災して今も停止

間接的に被災したが再開

間接的に被災して今も停止

特に無し

無回答

　　　　　コメント
・ アンケートは2011年7月中旬～8月上旬
・11年度の事業にマイナスの影響を及ぼす
　と答えた企業が7割だったが、震災から
　5ヶ月経過した今も影響が色濃く残る

　結果が出ている。
・震災の影響は。①地震と津波による直接
　　　　　　　　　　　　被害サプライチェーン
　　　　　　　　　　　　などの影響の他に
　　　　　　　　　　　　　②円高や電力不足
　　　　　　　　　　　　　③購買の自粛
　　　　　　　　　　　　　④福島原発事故に
　　　　　　　　　　　　　　　　　伴う風評など
　　　　逆にプラスは５％
　　　　（1）復旧・復興特需
　　　　（2）飲料水などの伸びがあった。
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なお、現在、BCP に関しては、既に URL を介して簡単に無料で情報が入手できる環境

です（一部を表 6-2 に一覧化しました）。なお、この種の題材は、各社、各組織や集団で検

討し、実際に効果的な内容を整えるべきです。そこで、以下、この面に関する筆者の意見

を記載させていただくことにします。 

BCP 構築～活用に際して重要な点は、立派な図書館や、頭でっかちな内容を整えても意

味はなく、①必要な時点に、必要な情報を得て、的確な意思決定と行動が進められること、

また、②内容によって、訓練により作成した BCP が駆使できること、③携帯電話や i-Phon

やタブレットなど、IT の力を借り、①と②を補助する策を図ること、当然、ここには関係

者に無用な情報は与えず、的確な行動や判断を促すガイドとなる方式を提供する対策です。 

　表6-2　BCP：地震・津波対策ガイド一覧

大阪商工会議所主催で地震時のサプライチェーン対策に対する対策の講演案内

オープン形式で研究会発足の内容と企業間交流を含む内容､本年6月23日実施

http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/230525srm.pdf

大地震に伴うサプライチェー
ン切断対策：大阪商工会議
所講演会

　９

鈴木誠一氏が関西で地震対策講演内容をPR（日産自動車・販売部歴任・リスク

マネジメントコンサルタント）表題：「万一の地震を乗り切る・・・」

http://koens.net/SearchPlan/mode/plan/id/K0000000516/plan_id/721/

地震対策講演サービスの例　８

工場見学会の様子を紹介

http://www.kana-keikyo.jp/houkoku/8_080820.pdf
三菱重工の災害対策

　（事例見学会：川崎）

　７

大規模自然対策における被害対策システム構築の研究論文

http://gdp1.civil.kumamoto-u.ac.jp/study/paper/M2/Pdf/02/02hidaka.PDF
KJ法による防災分析例　６

著書：企業防災危機管理マニュアルの作り方（山村武彦著）

http://www.sbrain.co.jp/book/B-1304.htm
防災マニュアルの作り方　５

津波対策を、地域を定め体系的に進める内容を図などを使って詳細にガイド

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058206.pdf
津波対策ガイド　４

災害対策一般を記載、No.２等の要点をまとめた､現場版と解釈して使うと有効

http://www.yokohama-cci.or.jp/sangyoubousai/manual.pdf
東京海上　リスク対策

マニュアル・コンサル論文

　３

企業の地震対策の手引きとして、事前準備～発生時の対応を全てガイド

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/070/tebiki.pdf
震災マニュアル：経団連　２

東京海上リスクコンサルタントが震災対策に当たってマニュアル作成要点を例示

http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200402057.pdf
震災マニュアル：東京海上　１

　　　　　　　　　　　　　　　　要点とURL　内容・出展などNo.

 
 

 

（２） 企業を中心とした事例に見る BCP の運用 

 先に表 6-1 に BCP 適用例を紹介しました。では、自治体、企業（製造業、サービス業な

どの）業種を問わず、3･11 で BCP の適用効果という形で発揮した事例の中から、読者の皆

様にも参考にしていただきたい BCP の活用例を紹介することにします。なお、以下に示す

取り組みは、「未曾有」や「想定外」という言に関係なく、総て、リスクを管理下に置き、

「備えあれば憂いなし」という取り組みを示した例ばかりです。 

 

（Ａ）東京・ディズニーランドの取り組み 

 この例は、当日ディズニーランドを見学にこられたお客様だけでなく、多くの方に絶賛

された取り組みです。では、お手本にすべき BCP 展開事例として紹介することにします。 
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① 事前訓練：震度 6 強で来場者 10 万人を想定して作成した「地震対策基本計画」の名を

持つ BCP を基に、年間 180 回（2 日に 1 回程度）もの防災訓練を繰り返してきました。 

② 3･11 発生時：東京ディズニーランドが位置する浦安市の震度は 5 強、当日の来場数は 7

万人、従業員は 1 万人、内 9 割がアルバイトの環境で、震災直後に場内放送「落ち着い

て避難するように」というアナウンスの繰り返しと共に、避難活動が開始されました。 

③ 地震対策統括本部の設置と活動：地震発生の 36 分後（15:22）には、トップであるオリ

エンタルランドというディズニーランドの運営に当たる社長から、各エリアの責任者、

アトラクション責任者からスタッフに至るまで、トップダウンによる指示とフォローが

なされ、18:00 過ぎには、いち早く建物の安全確認（現状把握）を終えました。 

④ 避難場所での顧客対応状況：各従業員は、それぞれの持ち場で避難誘導に当たったわけ

ですが、お客さまに商品の中にあったぬいぐるみを配り、ヘルメットの代わりにする。

シャンデリアの下で「安全な妖精」を演じ、安全な場所に集まったお客様に精神的に安

心感を持たせ、体操させるなどの処置と共に、エコノミー症候群にならない予防に努め

ました。なお、この策はマニュアルには無かったのですが、お客様に大きな安堵感を与

えました。 

⑤ 夜間に対する処置：3･11 当日の夜は気温 4℃でした。このため、冷え込むお客様に毛布

や断熱シート、使い捨てカイロや手袋、カイロなどが配られました。特に、建屋内に収

容できなかったお客様に対しては、段ボールやゴミ袋などが提供されました。さらに、

暖がとれるよう、備蓄していた非常用の大豆ひじきご飯、紅茶、コーンスープなどの温

かい飲食品などが配られました。 

⑥ 翌日：12 日には、従業員が見送り、全員が無事帰宅を果たしました。 

⑦ その後：ディズニーランドの再開は 4 月 15 日でしたが、この地は液状化現象があった

ため、回復には時間がかかる状況でしたが、高い評価と共に、短時間でお客様の再来と

なりました。当然、①～⑥の活動が、安全性の高いサービスという評価を得たことが関

係したことは言うまでもありません。 

 

（Ｂ）ヤマト運輸の活動 

 小口搬送物流で有名な、ヤマト運輸の一部である気仙沼を中心とするヤマト運輸の皆様

は、ご自身や、ご家族が被災される中で現地の物流を専門技術の駆使されました。その具

体的な活動は、緊急避難される方々の物資ための物流活動です。以下、記載するように、

災害時に大きな貢献を果たしました。被災地では、これ以外に、それぞれ、コンビニやス

ーパーマーケットの早い復旧がありました。これに加え、ヤマト運輸の皆様は、被災直後

に、離散する方々の住所を調べ、被災で必要な要求物資を直接に、しかも、個々に聴取し

ながら次々と届ける行動を進めました。これで、被災地に届く支援物資に対し、プロ集団

が管理を受け持ちスムーズな支援となりました。この内容は、既にガイヤの夜明けや各種

業界紙などで紹介された内容ですが、ご本人達の被災内容を考えると、個人的な事情を後
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回しにしてでも現地の物流支援に集中された内容には頭が下がる思いです。では、その要

点を図 6-5 にまとめ、紹介することにします。 

① 慣れない支援物資の処理：3･11 被災直後、支援物資の処理は慣れない自治体と自衛

官が担当され、対処に困惑する状況でした。これを専門業の技で、しかも、現地・

ヤマト運輸の従業員方々の判断と意志決定で対処しました。 

② 被災者と支援物資の、強固な関連づけ：壊れた家の 2 階に住む方、避難場所に住む

方など、住居は完全に過去と異なる環境だったわけでしたが、総ての物資を一元管

理して対応、現地の方々が真に困るものを個別に聞きとり、小口配送システムを円

滑化させました。 

③ 本社の支援：現地から連絡後、早急に支援本部をつくり、東京の本部から支援を強

化、指揮する活動を進めました。当時、特に石油不足は深刻な状況でした。だが、

全国ネットを活用して調達を図り、現地への補充の円滑化を進めました。 

詳細は以下に示した通りですが、現地では“天使の支援”という言で円滑な物流支援活

動に賞賛された事例です。 

図6-5　緊急対策エリート技術集団「ヤマト運輸」の活動

テレビでも取り上げたヤマトの内容を簡単に解説することにする。

　宮城県・気仙沼の被災対策の場合、物流という仕事は、当初、自治体の関係者が必死
になり、対処した内容だった。ここでは青物市場が物流拠点だが、水、米、子供のおむつ
～寒さ防止に緊急に必要となった七輪まであり、表にあるように、毎日14トンのトラックが
10～20台も入ってくる状況だった。だが、いくら対策マニュアルがあっても、自治体の方々
はこの仕事に対して素人である。自衛隊の方々も応援に加わったが、自衛隊の支援目的
は、亡くなった方々の捜査やガレキの撤去～道路などの確保である。このため、物流の
スムーズ化に支援はしたが、入・出の処理は混乱を極めた。すなわち、混乱する道路と、
個々の被災者のニーズに応じた物資を届けるということは、どのように努力しても限界だった。

　このような時、救世主のようにヤマトの方が支援にかけつけたのだった。物流対策は、
3月20日に被災地に生活しているドライバーも支援に加え本格化した。そこでは、「何か
手伝えるのではないか？」ということで関係者がボトムアップの形で青果市場を訪れた
そうだが、「3月28日には、ほぼ完全な形で供給～配送システムが運営された」とされる。
まさに快挙である。特に、被災地では家が津波で流されたため、避難所に人が移り住ん
でいる。また、壊れかけた住居に住む方もいる。などの特殊事情がからんだ。
　だが、関係者は、その種の事情もすべてつかみつつ、被災者個々に必要な物資を聞き、
的確に届けて行くという仕事を見事にこなしていった。具体的な内容例として、「さすが
プロ」として絶賛されたばかりである。なお、当然、この仕事に人手が足りない。そこで、
「津波の被害に遭い、車以外で青果市場まで来られる方、という条件で、急遽、男性を
66人、女性9人を雇って対策に当たった」とされる、だが、この種の決定は現地判断であ
り、後に本社の了承を得る形で進めた内容だった。
　なお、本社では、この活動を知り、早急な体制を敷き、指揮官を投入、各地域の連携
の調整、さらに、買い占めで枯渇していたガソリンを各地から集め、現地に供給する等
の支援を行った。

 
 

（Ｃ）JR東日本における早期復旧にフル活用されたBCP 

 BCP は、決して、『積ン読』や講習会のための教養番組づくりに留まる対象ではありませ

ん。実務に活用して、災害対策、または、被災時に復旧を早めるために、的確な情報提供

を図るための情報集です。この実務は、今回、多くの企業で見られたわけですが、その中

から、この種の目的を顕著に示した JR 東日本の新幹線復旧状況を図 6-6 と共に解説するこ

とにします。JR 東日本は、先に、2007 年 3 月 1 日に新潟県で起きた中越大地震に被災し
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ました。この時、昼夜を通した新幹線の復旧だったわけですが、当時としては、苦労しな

がら復旧の方法を個々の被災状況に合わせた検討～対策活動でした。そこで、その後の対

策内容に検討を加え、分類、整理した記録を整備しました。問題発生の実情に応じた対策

技術が容易に検索できる方式の確立ですが、これが 3･11 で見事な効果を発揮しました。そ

の状況は次のような内容でした。 

　　　

図6-6　JR東日本「東北新幹線の復興」

　東北新幹線の路線付近の被災状況　　

　4月29日（被災から50日）で東北新幹線は全線復旧を果たし

たが、その要点を記載すると次のようになる。
① 被災から50日の開通は、阪神・淡路大震災の復旧81日間
　　新潟県中越地震復旧66日を大きく上回るペースだった。
② 今回、高架線や橋脚の剪断破壊があったがトンネル内の

　　被害が無かったことは幸いだった（大きな被害が出た中越
　　地震に比較して）。
③ 被災箇所は1200箇所、約500kmの範囲に点在する被害
　　だったが、連日3500人規模で投入された方々の高い復旧

　　技術と献身的な努力に加え、下に示した過去の事故記録
　　を基に、専門家が復旧に早期で的確な解析を加えたBCP
　　の適用が大きく作用した（関係者は事故の状況を本社へ
　　連絡~問い合わせすると、的確な指示が返ってくるシステム

　　を運用、大きく貢献した）。
④ 復旧工事には既に経験を持つベテランの参画がなされた
　　が、BCP的にはこの種の技術知見を持つ方の人材MAP
　　管理の必要性を、大いに参考にすべきと考える。
⑤ 早期復旧には、中央管轄と此処の場所で活動する関係者

　　の情報（指示～進捗管理）が重要な対策を示した例である。

　　　　３・１１で生かした新潟県
　　　　中越地震の復旧対策記録　　　

　　　新潟の復旧記録を分析の後、 適な対策をマニュアル化したものを、今回活用へ　

 
 

① 被災現場の状況把握：被災地の個々の損傷状況は異なります。そこで、現地では写真に

撮り、IT の通信機能を使って本社の復旧対策専門部署に送って、対策の指示をあおぐ

対策を進めました。要は、メールで問題箇所の詳細データを送り、不足の内容があれば、

本社の指示を受け、再度、追加情報を送るという対処です。 

② 被災対策技術の提供：現地の情報を受け、対策の手を下すわけですが、携帯電話やテレ

ビ会議を利用して現地の実情を伝え、 良の技術対策を得て小復旧工事を進めました。

この状況は、正に遠地のお医者様間で手術を進めながら状況を判断、経験豊かな専門医

が対策の要点や注意を時々刻々指示して行く方式です。 

③ 記録的ともいう短期で進んだ復旧：東北新幹線は 1200 箇所もの被災箇所があったそう

です（詳細と、他の復旧事例との比較は図 6-6 に記載した内容をご覧願うとして）。こ

の対処には、全国からの関係者の支援を受け、進められました。その結果 50 日という

快挙で全線の復旧を果たしました。 

 

（Ｄ）NTTドコモにおける早期復旧事例 

 皆様もご経験の通り、3･11 では、人工衛星を介した通信網以外の通信手段、特に、携帯
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電話の通信網は、全く機能不能になりました。このため、安否確認～各種の災害対策のた

めに必要な連絡は取れず、多くの支障が出ました。東京などでは回線がパンク状態だった

ため、この対策が進み早い復旧がなされたわけですが、東日本は通信を行うアンテナや鉄

塔、さらには、通信装置と電源まで被害を受けたため、早急に、大工事を行う対策が必要

になりました。では、NTT ドコモにおける早期復旧事例を図 6-7 に示し、その要点を列記

することにします。 

図6-7　NTTドコモ・NTT東日本「早期復旧の要点」

　停電が広範囲に影響する場合、通信装置の電源には非常用
電源が作動する。しかし、通常は3時間程度しかもたない、この
ため4月始めの段階で100局（ドコモは600局）程度まで減少。
しかし、4月中には通信可能エリアをほぼ正常化させた。

① 被災と同時に本社ではマニュアルに基づき災害対策本部を立ち上げ指揮を開始した。
　　1時間以内に体制を組み、現状把握の活動を開始。日頃の訓練を活かした。

② 訓練について
　　・年1回グループ全体で災害対応訓練を実施してきた。
　　・今回、特に東海地震を想定した訓練を昨年の10月に行っていたことが役立った。

　　・災害対策本部は災害本部の立ち上げ～対応訓練マニュアルを数ヶ月かけて作成、加えて
　　　外部専門家の話も加え、想定外が起きないようにしらみつぶしの検討を加えてきた。

③ 復旧の実務
　　・津波で破壊された基地局のカバーには、全国から集めた30台の移動基地局車や、一つの

　　　基地に複数の広域担当させる手法で対応した。
　　・断線した伝送には衛星回路やマイクロ無線を積極活用した。
　　・しかし、光ファイバーを活用した伝送路が寸断した。このため、例えば福島原発から10km
　　　にあった富岡ビルには災害対策室長ら10名の管理職とドコモからの管理職4名が向かい、

　　　短期間の復旧を図った。この対策で７つの基地局を復活させた。
　この例では、BCPの整備と訓練、緊急時の管理者の積極的な活動が成果を得た内容となった。

 
① BCP と震災時の活動：BCP の実践活用では、活動マニュアルと訓練、そして、災害時

に専門集団を短期集中的に投入する対策が求められます。この点に対し、NTT ドコモ

では、「訓練を昨年の 10 月に行っていたことが、そのまま役だった」とのことです。要

は、単に BCP 記載事項の履行や復習でなく、訓練時に、いろいろな『想定外要件』を

検討してきたことが、実際の場で役だった事例です。 

② 被災時の組織的活動：被災と同時に災害対策本部が立ち上がったわけですが、ここでは、

（1）情報の一元管理と共有化、（2）全国へ支援の依頼を発動した対処、（3）復旧工事

に応じた指揮と統制が円滑に進みました。 

③ 復旧の評価：円滑な管理と復旧専門家の努力で 4 月中に復旧できたことは、正に快挙で

す。特に、3･11 のような、正しい情報を円滑に授受できる環境を早急に復活させる対

策が、各種の支援活動や復旧に大きな貢献を果たしました。 

 

（Ｅ）自治体の各種復旧対策にも、大きく貢献した日本マイクロソフトの活動 

 3･11 で携帯電話が使えない環境で、インターネットの活用が極めてスムーズだった問題

をご記憶の方は多いと思います。この中で、BCP を公共に役立てることを含めて、図 6-8、
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表 6-3 と共に各種対応を図った、マイクロソフトによる BCP 活用事例を紹介することにし

ます。 
概要： 内閣府の「電子行政推進状況」の紹介を含め、自治体に対して、被災時にまず必要となる情報
　　　　インフラと活用・提供に関する各種の取り組みと事例が、各20分×6件紹介された事例のひとつ

図6-8　日本マイクロソフトによるＢＣＰ活用事例
図は時事通信・2011年7月29日講演会資料より転載

 

表6-3　日本マイクロソフトのBCP利用、被災時の社内体制

 
 

マイクロソフトでも、震災発生と同時に BCP の適用が図られましたが、特に、社内外に

対し、インターネットを活用して、次のような対応を進めたことが大きな特徴です。 

① 自治体が時々刻々出す情報提供（アップ）への対策： 
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例：(1) 被災地の状況、(2)避難場所と環境、(3)生存者との連絡、(4)死亡者の状況 

  (5)支援物資の提供、・・・・など 

② 原発事故のモニタリング～道路の通行状況まで 

③ その他：各種、個々の連絡、ツィッター（現地の状況を伝え、多くの心の支援に役だっ

たことが、その後、報道）、など 

 

（Ｆ）大手各社のBCP活用事例 

 すでに、一部は本書で紹介済みですが、表 6-4 と図 6-8 に大手企業における BCP の活用

と成果を紹介することにします（解説は省略）。 

表6-4 各社が進めたＢＣＰ対策と成果　　　　　色は解説済み　

4月29日には東北新幹線の全線復旧が果たされた。

① 50日間の復旧は81日を要した阪神・淡路大震災や、66日を要した新潟中越大地震を大幅に上回る。

②被害箇所は約1200、連日3500人の方々と、旧国鉄の方々の暖かい支援による。

JR東日本旅
客鉄道

５

信じて任せられる現場づくりが力量を発揮させ復旧に貢献した。

①今回の停電で東北電力管内では述べ486万戸（宮城県沖地震の7倍）が停電した。

②地震と共に、海輪誠社長を本部長とした災害対策本部が活動、通信手段が途絶する中で活動が開始された。

③不眠不休の中で、他県の応援を受け、スピーディーな対処となったが、ここには2004年の新潟県中越地震後に

　　図られ、09年から津波を想定した訓練と「自律型応援・復旧体制」が貢献した。

東北電力４

全国から集まった51事業所・4200名の精鋭でガスを復旧に当てた。

① 震災の影響で仙台市ガス供給エリアでも31万1144戸が復旧対象となり全国から支援を得て対応した。

② 今回は地震後3日目の3月13日に日本ガス協会の先遣隊が入り、18日にガス業者が入り、(1)ガス栓の閉
　栓、(2)ガス管の修理、(3)開栓の流れで進めた。

③さらに、LNG船かた港への供給が仙台港被害に伴い断たれたため23日にパイプラインを利用して新潟

　から港工場へガスを供給する策が検討～実現させた。

④ これだけの大部隊を指揮した内容は全体を統括する大隊長～各エリア担当に当たる小隊長へつなぐ指揮
　系統を確立させ、やってきたことが貢献した（「40年前から進めてきた天然ガス転換経験を生かした対

　策が今回、そのまま生かせた成果である」と報道された）。

仙台ガス局・

日本ガス協会

３

携帯電話の基地局は非常用バッテリーは持つが通常3時間が限度のため対策を進めた。

①地震発生と同時（1時間以内）に、東京本社が指揮を執り、マニュアルに従い災害対策本部を立ち上げた。

② ドコモでは年1回災害訓練も実施してきた内容が生かされる形で。物資と人員の広域対応を図った。

③津波で破壊された基地局に移動基地局車や1基地に複数の担当させる策などを展開した結果、13日には７つ　

　　の基地機能をすべて機能させる快挙を果たした。

NTTドコモ・

NTT東日本

２

被災地で現場のノウハウを生かし現地の物流を大きく支援し、地域貢献の効果を示した。

①気仙沼の例では、当初は市、その後自衛隊が支援して救援物資を整理～分配していた。だが、毎日14トントラッ

　　クが運んで来る資材の処理に困っていた。これをボトムアップという形で現地のプロが物流を担当した。

②ヤマトの従業員ご自身が被害に遭う中でノウハウが生き、被災地への物資補給はスムーズ化した。

③燃料不足に対しても、後に本社側がこの活動を支援、かゆいところに手が届く内容で物資補給なされた。

ヤマト運輸１

　　　　　　　　　　　　　　　　緊急対策による復興努力活動（例）　企業名

 

図6-9　各メーカーの復旧状況

日立、復興へ一歩「茨城・主力工場が本格再開」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29日に東電（タービン生産）部門の本格稼働を伝える記事

① 1千人の従業員の9割が出勤、震災で中断していた作業を再開した。
② 大型タービンやモーター生産に欠かせないクレーンの点検に2週間

　　を要した。津波の直撃は免れたが、電気、ガス、水道がストップ、
　　電源ケーブルは地下水で冠水、一時的に操業不能だった。10棟の
　　内3棟が使えない状況、260台の工作機械は6割が稼働可能な状況。
③ タービンなどは火力発電への対応だが、原発事故で、この対象は

　今後の生産は国際的にも大きな影響が出る。

日産、再開へ急ピッチ
朝日新聞　2011年3月30日

　○子会社が新聞・段ボール用紙の生産再開大王製紙

　×システムキッチンなどをつくるグループ8社の工場が操業停

止。原材料の調達難航で再開のめど立たず
クリナップ

　×降圧剤などをつくる子会社が操業停止中。内部の損壊状況
の確認ができない状態

第一三共

　△25日には恒常性ホルモン剤をつくる工場を再開あすか製薬

　×クレラップなど樹脂原料を製造する工場が操業停止中。理
由は原料調達が困難なことに加え原発問題が関与

　クレハ

　△31日までに設備の点検・整備を終え4月1日に生産再開古川電池

　○電子部品をつくる2工場が28日に操業再開（電気・水道復帰）アルプス電気

　○本社機能と4工場が28日から操業再開。カーナビなどの生

産量は震災前の８～９割に回復
アルパイン

　×高級車用エンジン製造工場復旧作業中4月中旬を目指す日産自動車

回復　　　　　現状と復旧に向けた動き　社名

■　いわき市に拠点がある主な企業の現状（2011年3月29日現在）

① 「いわきが復活すれば日産も復活

　　する」との言と共にカルロスゴーン
　　社長が29日いわき市内のエンジン
　　工場を訪問、3000人を励ました。
② いわき工場はフーガなどのエンジン
　　37基を製造する日産の中核工場
③ 被害実態：設備は大きな損傷、天井

　　からは電柱ほどの大きさの配管が
　　落下、コンクリートの床は波打つ
　　状況だが、11日の震災直後から

　　横浜工場などから復旧支援開始
　　4月中旬に一部再開、6月復帰を

　　目指して活動中。
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（Ｇ）中小企業各社のBCP対策と活用成果 

 つぎの調査とまとめは、中小企業庁によるものです。なお、中小企業における BCP の活

用例とその実情は表 6-5 に示した通りです。中小企業庁が指摘の通り「絵に描いた餅」にし

ない対策が決め手となるわけですが、この内容と事例を見てわかることは、企業の大小に

関係なく、BCP の活用の必要と有効性が高い状況だった点です。 

中小企業各社のBCP活用調査 2011年5月取り纏め「中小企業庁調査資料」

概要 ： BCPの設定は重要だが、作成しても使わないBCPは「絵に描いた餅」ということで活用事例を
　　　　　調査したもの、記載内容は①BCPの項目、②ヒヤリング一覧、③全産業を22項目の事例紹介

　　　　　ここでは、機械製造と食品、漆器製造に限定してまとめた（情報・サービス産業などは除外）

BCPの項目
　１，従業員の安否確認 ：
　　　① 「会社側からの確認より本人から会社側への連絡が勝る」状況だった。
　　　② 連絡網の整備と、日頃の訓練の有無が情報収集時間に大きく作用する内容を紹介。

　２，復旧目標の設定とリーダーシップ（強い信頼関係づくりを示唆）
　　　① 経営トップが従業員を一斉に集めた対策の宣言が絶大の効果を発揮した（報告内容）
　　　② 再開には、インフラの被害状況~復旧へ向かう検討内容を具体的に示すことが必要
　　　③ 同時に、トップに情報収集～的確な指示と、復旧活動へ移す指示・統轄が欠かせない。

　３，継続する業務：何を何のために継続項目にすべきか？を決めて集中する示唆
　　　① 限られた資金、人、時間の中で、優先順位を決めた対策項目の選択が必須。
　　　② 特に、中小企業においては、出荷を 小にして顧客との関連を切らない方針が

　　　　　事業継続上の 重要選択指針として選ばれた。

　４，代替手段の有効性：復興に有効な代替手段の準備~投入対策の発動
　　　① 例：天井クレーンの被災に対しフォークリフトを代替する策など
　　　② 停電に伴い、自家発電の緊急適用~近隣に保有者などからの協同利用や借用など

　５，分散化の効果：　「在庫や分散生産を緊急に人の移動で対応した策は有効だった」と報告。

　６，復旧資金の確保： 各種支援制度の利用（TVでは税理、弁護士会への相談が有効と報道）

　７，取引先などからの支援：　人や設備まどの派遣（サプライチェーン切断対策）

　８，従業員の柔軟な勤務体制の理解： 緊急時に応じた変則的作業体制への協力要請~賛同

　９，情報発信の効果：　社内関係者だけでなく、全国からの支援を受ける報道の利用は士気高揚に役立った。

１０，耐震措置や訓練の効果： 被害にあった教訓を生かす。消防など専門機関による訓練の実施が役立った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などの事例が報告されている。

 

表6-5　中小企業各社のBCP活用調査事例の紹介

①地震発生時は餅業界は商品の入れ替えという生命線的な時期だった。この
ため、10月20日より24時間体制で稼働中（23日）に地震を被災。78名が工場内

で働いていたが、停電にあっても人的被害は日頃の避難訓練結果が生きて皆
無だった。また、立地条件が良かったことで工場建屋の被害は少なかった。付
近は正に「死の街状態」だった。②25日に従業員の半数が出勤「緊急時対応が

出来なければ、会社も個人も無い」ということで復旧参加への説得を行った結
果、8割が出勤、対策に当たった。対策は再開期日目標を11月9日と決めて取り
組んだ。従前から機械の整備などを社員が手がけてきた成果が出て。再開ま
での日数の目算が正確にできた。③機械の修理に部品が不足したが、中古品
を集めて自作して対応した。この種の経験から、BCPで決めた以外に、実際に
被災~復旧には、準備してきた以外の応用動作に消化に必死になって取り組む

対処を知った。

食品製造業（米菓・餅）

資本金：2.34億円

従業員：800名

新潟を中心に14工場

　【記載事例５】

３

①地震発生時は休業日であり、従業員はおらず、幸い、生産設備は致命的な
被害ではなかった。②翌24日社長以下幹部が出勤従業員の安否把握を図った
が数名の連絡がなかなか取れなかった。③25日には顧客企業から担当者が
来て復旧を支援、更に、納入調整に1名の派遣を得たことが客先との生産・納

入調整に大きく効いた。④同業他社を含め、納入対策を図ったことが、顧客へ
の大きな影響の回避につながった。

機械製造業（鋳鉄：自動車
関連部品の生産）

資本金：2920万円、

年商：12億円

従業員：65名

　【記載事例３】

２

①従業員の安否確認に苦労2日間を要した。②生産を止めたくない思いで活動、
2ヶ月で生産を復帰させた。③クレーンが被災したが、修理を待たず、フォークリ

フトを活用して生産を再開させた。④先の中越地震の経験を基に、耐震工事を
施した効果が今回は2日の復帰に大きく貢献した。

機械製造業（工作機械）

資本金：9．54億円、年商：48
億円、従業員：261名

　　【記載事例１】

１

　　　　　　　　　　　　　被災対策の要点　紹介する企業の内容No

新潟中越地震の対応（平成16年時）
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（Ｈ）緊急時の支援で回復を早めた事例 

 BCP の準備は防災、緊急時対策と復旧に重要な対処要件です。しかし、1 企業や組織化

された自治体における自助努力を中心とした活動がテーマとなります。これに対し、3･11

では、“絆”の文字に代表されるように、多くの外部からの支援活動がありました。特に、

企業間の支援と、地区による企業集団など（被災していない企業や団体、自治体や地区か

らの支援）や、NPO やボランティアの皆様のご支援も、被災からの早期復旧には大きな力

となりました。そこで、多数あった企業や各種機関、団体による社会貢献活動の中から、

数件を抽出して図 6-10 に紹介させていただくことにします。特に、ルネサスエレクトロニ

クスの被災の例では、世界中の車生産が止まりかねない影響が出ました。さらに、他のキ

ー部品の生産も東日本の地にあり、ここでは高度な技術を持ち、日本産業の中核だったこ

とが、過去にも増してクローズアップしました。 

 

図6-10　各種支援による早期回復事例

電子部品メーカー大手アルプス電気：６工場が被災
　◎　３週間以内に全工場で生産を再開

自動車向けマイコン生産のルネサスエレクトロニクス(世界シェア4割）：８工場で操業停止
　◎　特に旗艦工場である那珂工場（茨城県ひたちなか市）は致命的ともいう被害で、国内の自動車
　　　生産に致命的とも見られる影響を受けたが、6月初頭には生産ラインが再開、当初10月末と
　　　されていた完全復旧も、1ヶ月前倒しで達成の見込み。ここでは、社員の絶え間ない努力に加え

　　　自動車会社から駆けつけた応援者の絶大なる支援があったためだった。

イチゴ生産：宮城県旦理町：年間５６億円のイチゴ一大生産地
　◎　９４％ものイチゴ生産農家が被災、ボランティアの支援により農家の１／５ほどが栽培可能
　　　　となったが、苗の不足に悩む中、地元JAが栃木県に応援を頼み、苗１００万本の無償提供

　　　　が決定

岩手県陸前高田市の稲作農家：津波＋塩害被害
　◎　塩害に強く、塩分除去効果が見込めるトウモロコシ、ひまわりの種を
　　全国から募り、対処。場所によっては、ソバの栽培を開始した

宮城県気仙沼：生鮮カツオで水揚げの日本一を誇る
　◎　各所から漁船を寄付、漁師の話し合いと協力で魚市場も再開した。

復興事例から学ぶ教訓
① BCP的手法の存在、②合意に至る話し合いのあり方と自力回復の努力、
③ 関係者を目標に牽引するリーダーの存在！

 
 

3･11 以降、各企業では、「BCP の構築と活用において、部品を購入する企業は、デシジ

ョンツリー的解析を行うと同時に、どこで、何を購入すべきか？また、自然災害に際して

どのようなリスクを想定すべきか？」が重視されるようになりました。さらに、タイの大

洪水では、部品生産と調達をグローバル生産という広い生産環境で対策すべき事項もクロ

ーズアップしました。不幸なことに、筆者が関与する APEV（電気自動車協議会）のメン

バーのお一人は 3･11に被災したため、急遽、資金を得てタイに生産拠点を移したのですが、

今度はタイの大洪水被害に遭うという悲惨な状況でした。多くの企業に、この種の例や影

響があったため、現在、購買部門が行う 2 社購買対策に加え、生産拠点の分散にも、慎重
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な検討がなされつつある状況です。 

これに、対し、宮城県のイチゴ生産は、栃木県が助けることで早期回復がみました。ま

た、東北のカキ生産地ではフランスからカキ養殖の支援を得て早期復旧となりました。こ

の支援はかつてフランスでカキが病害で全滅状態になった時の支援に対するお礼というこ

とです。さらに、岩手県・陸前・高田市の稲作に対し、塩水でつかった田畑では稲作がで

きないため、（株）タビオなど、ブランド的に靴下や衣類を製造する企業集団が集まり資金

を出し、塩害に強い綿の生産を支援しました。だが、残念なことに、今年は台風 15 号の被

害です。このため、当初の目的は達成できないという不運に遭いました。だが、関係者は

この程度の試練れにへこたれず、支援を続けています。この対策では、出来た綿を高級品

の素材に特価する。商品が出来た時に売る際、「商品販売の PR 資料の中に、「復興支援金を

含む」と明示して、復興資金の調達の円滑化を図る策を組み込む方式です。産業を興して

地域住民を助ける策ですが、この活動を始めた（株）タビオの越智社長は、図 6-11 に示す

ように、不況下、しかも、中国製品で市場が枯渇する中でも、売り上げと収益を確実伸ば

しました。この越智氏が中心とした現地支援方式を、「貧困で悩む漁民を助ける際、寄付や

援助の継続ではなく、漁業の技術を教え、自助努力で自活できる策を投じよ！という教え

の実践です」と語っておられました。以上、多くの方がお手本する支援策を例示しました。 

 

図6-11　（株）タビオにおけるSCM直販・生産の状況

工場・大量・見込生産

問屋

店舗
販売 品切れ

売れ残り

SCM

店舗販売

Supply　Chain
Management

市場ニーズに対応、売れ筋を単品
即納生産が売上増と資金繰りを円滑化！

 
 

同種の支援は、筆者が住む目黒区と宮城県・気仙沼にもありました。読者の皆様がご承

知のように、気仙沼は有名な漁業の町です。この地は被災で 70cm 地盤沈下しましたが、現

地では、めげずに漁業の復興で努力中です。3･11 以前から、『目黒のサンマ』の行事では、
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毎年、大量のサンマを寄付してくれたこともあり、姉妹都市として連携を取ってきました。

そこで、寄付を気仙沼の漁業復興に集中して送りました。このためか？2011 年 10 月末の

日曜日の『目黒のサンマ祭り』には例年通り、「お礼」ということで、例年規模である 600

トンものサンマの提供がありました。2011 年はサンマが日本近海に近づくのが遅れました。

だが、多大なご苦心により、例年通り「無料提供」です。これに感謝し、目黒では、関係

者が「現地支援に寄付を！」ということで、いつもは無料提供していたサンマを有料にし

て支援金としました。この支援金、当初、現地では受け取りが渋られたわけですが、説得

の結果、「さらなる復旧に」ということで、ご活用を願えることになりました。 

以上、このような活動は、BCP の構築と活用を支援する心温まる“絆”を示す例です。 

 

（３） BCP の基本構成と対処すべき要件 

 （Ａ）BCPに見る全体の構成 

ここまで、BCP の活用を中心に解説を進めてきました。BCP は①作成、②訓練、③実践

の場での実務活用という三種の神器が整い、始めて成果の発揮となります。BCP の記載内

容は、「必要な時に必要な情報とチェックポイントを必要なだけ提供する」というためのも

のです。そこで、筆者は「膨大な学問的なマニュアルではなく、実用こそ重要である」と

考え、BCP の中身に入る前に活用事例と、その適用例を例示しました。また、このような

活用から、実践的 BCP には、①IT を駆使した利用が有効であると考えます。具体例として、

たとえば、スマートフォンやタブレットに入れておいて必要な情報とチェックポイントを

使う方式の利用です。つぎに、②自然災害は、被災後、その局面が時々刻々局面が変化し

ます。このためには、各局面に応じたマニュアル内容を提供することが必要になります。

さらに、③作成したマニュアルの内容を訓練して、リスク回避や緊急時の履行率を高める

べきです。では、図 6-12 に国土交通省が提唱する BCP の概要を例示し、以下、各所で紹

介されている BCP の構成と要点を記載して行くことにします。なお、個々の場で使う BCP

の詳細について、その総てを記載するには無理があるため、そのような場合は、以下の項

目を基に、専門機関や専門著書による内容の付加をお願い致します。 

① 総則：BCP を定め、活用する目的と範囲、運用について記載する。 

② 被害の想定と対策方向など：自然災害の何が対象になり、どの程度の被害が及ぶか？

を想定し、その規模や場所などと被害の関係から何をすべきか？を明記する。特に、

ライフラインの復旧は重要になるので、この対策、自社、地域などの被害を把握する

ための各種インフラや体制などを明記し、出来る限りの準備を進める。 

③ 重要業務と目標復旧時間：何を重要項目とすべきか？を過去の事例を参考にリストア

ップしておき、災害時に、早期に実態調査を早める。同時に、緊急に内・外部門に要

請して対処すべき事項、例えば、緊急避難など、現地への指示・連絡などを図る。さ

らに、実態調査の結果、早期復旧へ向けた戦略（復旧ストーリー、または、プログラ

ムに関する大枠を設定し、時々刻々変化する実情把握と復旧内容を地図化する。また、
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このようなデーターベースに基づき、異常/緊急/・・・/恒久対策内容を区分して、対

策関係者と資源などの配分や物流面の対策スムーズ化を図る準備の基とする。 

④ 組織体制：災害対策本部の設置内容を定め、緊急時に発動を図る準備とする。同時に、

災害対策組織の構成を準備し、組織的活動をどのように進めるか？を計画可能な準備

を図る。なお、 高トップが指揮を取れない事象や、被災により組織の構成に欠員が

出る可能性を考慮し、事前に権限委譲などが可能な構成を準備しておく。また、この

種の準備は①で行い、ここでは、初動の活動に欠かせない、実務展開を図ることが重

要になる。 

⑤ 事前の準備：（1）環境の整備（組織的活動を円滑に進めるための災害時に使用する機

器類などの準備と活用、危険物への対処、避難、緊急物資などの運搬方法や経路のチ

ェックと確保）、(2)災害時に活用する物品の展開（医療、情報伝達、食料や水、冷暖

房や寝具などの準備と適用状況の確認）、(3)社員や職員ななどの従業員、所在と状態

の把握と、対処内容などの設定・発動方法、(4)訓練と緊急時の対処指示～発動を記載

する。 

⑥ 災害時の対策：各種、用意しておいた緊急時の活動の指示とフォロー(例：救済、消

化、ケガ人の対処など)と、避難～復旧活動計画の策定と指示・フォロー方式まで記

載する。 

⑦ 計画/記録と見直し：計画の見直しに加え、災害対策技術向上や普及のための各種活動

を例示する。 

図6-12　国土技術政策総合研究所によるBCP 作成：2010年6月

　BCPの主な構成
① 事前検討重視で被災の予防を図る。
② 被災時に、緊急時にアクションすべき

　　要件を準備し、組織的に発動する。
③ 各種対策を進めた結果を残し、

　　波及展開する。

 
 

 以上が、図 6-12 の右側に記載された BCP の要点です。だが、この種の内容は文書化と
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共に、災害時に実際に活用できる準備と、訓練による確認と習得が要点となります。特に、

被災者の方々は、緊急時に、関係者がパニック状態～無意味な活動に陥るという傾向が出

ます。そうなるとこの種の状況を考慮した対応には、現地で指揮・統制に当たるリーダー

クラスが BCP に基づいた訓練を済ませておく、ということを必須条件にすべきです。 

 

（Ｂ）初動に必要なBCPの要件 

 自然災害には、台風や大雪、ゲリラ豪雨に一部のように、来襲の状況がある程度予測で

きる対象と、近距離で地滑りが起きる震災、竜巻のように、全く予測が困難な対象があり

ます。そして、前者のように来襲が予測される対象に対して大切なことは、“事前準備”が

初動の重要事項となる点です。 

2010 年に日本海に面する鳥取で大雪が降りました。この例では、今までに無い大雪で道

路は遮断や事故が起きました。過去、15cm の積雪で除雪車を出していたのですが、予想を

超える早さで雪が積もったための被害です。そこで、2011 年には、10cm になったら初動

を開始する策と、積雪の多い地区には除雪設備を強化しました。その結果、2011 年の大雪

では、道路遮断問題の発生を防いでいます。昨今、地球温暖化に伴い、豪雪地帯で無い地

域が豪雪に見舞われる状況が多くなりました。その理由は、温暖化現象で日本海の海の温

度がかつてに比較して上昇している。そこへ寒気がくると、蒸発する蒸気量が増して冷却

され雪となる事象で、肥大化した蒸気量による豪雪となるためです。要は「過去、豪雪地

帯で無かった地域でも大雪に見舞われる」という物理現象です。この地では、昔から、「暑

い夏は大雪になる」と東北の方の言い伝えがありました。だが、温暖化により、毎年、暑

い夏を迎えるため、大雪の繰り返しです。このため、このような地区では、冬場は、「予測

に基づく早い対処」が初動の重要な要件となりました。 

 台風にもこの種の影響があります。台風は南シナ海で発生したものだけに名前をつける

そうです。このため、日本近海で発生した巨大な低気圧が更に強化して北海道付近で台風

のような風雨をもたらす現象は台風と言わず、『巨大な低気圧』と名付けています。だが、

990 ヘスト・パスカルクラスの低気圧は明らかに巨大な台風です。ある方はこの気象現象を

『爆弾』と言っていますが、台風の名が付けられていないため、油断して被害に遭う方が

多い状況です。台風も偏西風が北による現象で、進行速度が遅くなると共に、巨大化する

傾向が強くなっています。2011 年は紀州に大雨と土砂ダムを発生した 12 号に続き 9 月 21

日に発生した台風 15 号がこの特徴的な例を示しました。この台風は、発生後、沖縄沖で長

期停滞した後、ノロノロと日本を縦断しました。かつて、台風は上陸すると弱まる傾向が

あったわけですが、海から温暖化された蒸気が関与し、勢力低下をしません。加えて、上

陸と同時に、気象台が予測するスピードより早くなることは、台風が持つ特徴のひとつで

す。それにもかかわらず、このような傾向を配慮しなかった企業で、『帰宅難民』を再発さ

せました（この時、小学校の 95％は休校していました）。『帰宅難民』という言葉は 3･11

で登場した用語です。15 日は木曜日（平日）が関与し、業務をぎりぎりまで続ける方が多
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かったことが『帰宅難民の再来』に関係したようです。事実、多くの方々が、速度が早ま

り、強度が増しながら襲ってくる台風に対する初動が遅れました。台風襲来の強風と共に、

都内の全線はストップです。このため、17:00 には 300 万人もの足が止まり、深夜の回復ま

で、帰宅のため、駅や道路に人があふれ、遅くなり会社に泊まる方まで発生しました。だ

が、この時、3･11 の教訓を生かし、早く帰宅を指示した企業や機関がありました。ここで

は、帰宅難民の発生は皆無です。このように、この種の自然災害に際しては、初動の取り

方が大きな差となります。この時の状況ですが、東京では、当初、午後 4:00 頃に暴雨風雨

が始まるという予測でしたが、2:30 には既に暴風雨が始まっていました。このため、午後 3

時以降に帰宅を指示した時点では遅く、全線ストップの状態に遭遇しました。そこで筆者

の体験談となるわけですが、筆者は、この状況を予測して、13:00 に帰宅しました。このた

め、難が無い帰宅でした。翌日朝、通勤電車の中の会話や、会社では、帰宅難民談を語る

方々の話で満ちあふれていました。帰宅難民になるか否かの差異は、初動の取り方の差で

あることを強く認識した事例です。以上、身近にあった、体験を含め、『予測可能な自然災

害に対する初動のあり方』の対処法を紹介しました。 

では、つぎに、予測が出来ない自然災害に遭遇した初動について解説することにします。

被災時の意志決定は「3 秒、30 秒、3 分、30 分、3 時間、3 日、3 週間、3 ヶ月、3 年、30

年」という区分で対策すべき対処が、多くの専門家からなされてきました。そこで、震災

と津波を例に取り上げ、BCP の活用上で必要となる初動から各種の被災後の対策事項を解

説することにします。 

要点は、3 秒内に行うことは、「地震発生時に身を隠して、各人がご自身で安全を確保し

なさい」という行動です。その後、「まわりを見て、安全な場所に身を隠す。仲間にも伝え

る。更に、状況を見て、被災した方の確認など、見て、気づく範囲で、ご自身の安全確保

の確実性を再チェックの後、緊急に対処すべき事項を関係者と相談、指示、処置などを行

う活動」が 3 分間に行う対処です。その後、30 分以内の活動に移りますが「現状を認識（被

害の大きさを想定）の後、BCP で定めた体制づくりとなります。早急に組織化を進める対

策」です。以上が、意味ある迅速な行動をとる対策であり、以上、ここまでの内容が『災

害発生後の初動』の要点です。とにかく、自然災害は「出物腫れ物時と所を選ばず」に似

ており、昼間ばかりに発生するという保証はゼロです。そこで、夜間や過酷な条件に則し

た BCP の設定と、被災時の状況を模した夜間訓練は済ませておくべきです。同時に、夜間

に必要となる、緊急対策用の機器、例えば、懐中電灯、ラジオや通信機器や水と食料、落

下物から身を守る保護具などの準備を手元に済ませておくべきです。また、この種の準備

があって、初めて被災防止の初動活動の発動が成果を生むことにつながります。 

筆者も、完全ではありませんが、懐中電灯と共に、手回し発電機つきのライト＋ラジオ

＋緊急ベルつきの小型機器（5,000 円程度で購入）を常に枕元に置いています。また、風呂

や流しの容器にはいつも 8 分目程度の水を入れ、震災時の緊急セットと緊急時の飲料用水

（ペットボトル）、区で配られた非常食を用意してきました（JMA では各人にヘルメットと
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緊急時の水や食料セットが、1 年 1 回行われる防災訓練時に配られ、昨年のものと更新、机

の下のスペースに保管しています）。では、再度、初動に必要な要件について、詳細に整理

することにします。 

 

① 3 秒までの活動の例：何があっても、まず、各人が安全確保を図る時間帯 

地震などの場合、まず、危険から身を守る対処が必要です。先の 3･11 の報道を見ると、

地震発生と共に、何をして良いか分からず右往左往する方がテレビで映し出されました。こ

の例では、身を守るべき環境で、棚を必死になって押さえ、あわや棚の下敷きに、・・とい

う映像でした。既に安全を確保した方々が、「棚など放置して早く机の下に」と言ったので

すが、既に棚から離れると倒れてケガ状況で、棚を必死になって押さえるだけでした。幸い、

この方にケガはなかったようですが、震災直後は、棚が倒れることや、後で書類を片付ける

手間の防止より、個々人の安全確保を重視すべきです。「経験の無い異常を感じたら、3 秒

以内に個人の安全を先行すべき」です。対処の例として、例えば、机の下に逃げる。ヘルメ

ットや、座布団、鞄などをかぶり頭部を保護し、身を守る対策を即座に済ませるべきです。

安全確保の際、机のような安全保護環境が無い場合、太い柱や強固な壁の付近に逃げるのも

一つの方法です。なお、ビルはガラスや煉瓦などの落下があるので、安全地帯を見つけて逃

げ込むことが必要です。米国では「都市部で犯罪から身を守る歩行には、広い道路の中央を

歩け」という教えがありますが、この種の対策は参考になる防災対策の例です。被災で足を

損傷すると、安全な場所への移動に支障を来します。従って、足の安全は頭や目と共に、災

害時に十分注意すべき事項です。読者の皆様には、もし被災に遭遇したら、是非、第一に、

倒壊物や床面に飛び散ったガラスの破片などを避ける対処をお願い致します。 

【注意点】子供の頃、「地震時にはトイレに逃げよ！」という話を聞きました。これは、柱

が多いので地震の被害が少ない場所を意味します。大地震の場合、地に伏した形で足の

損傷を防ぎながら、この環境に似た場所へ逃げる対策が初動の安全確保上で必要となり

ます。同時に、家具や書庫などが倒壊する危険があり、この種のものは、事前に、倒壊

防止策を施しておくべきです。 

 

② 30 秒までの対処：まわりにいる方と、当面の安全確保行動の行動を進める時間帯 

地震などの場合、地震に伴う火災と津波、建造物の倒壊などの危険が発生します。そこで、

企業や自治体という組織では、この種の注意を緊急時のアナウンスする(館内や社内放送)対

処が必要です。BCP 構築の際に用意しておいた震災時の指示です。各人はこれを参考に、

安全を確保しながら、地震の揺れの合間を見て、例えば、冬場はストーブの燃焼を止める。

料理などの場合は火元を止める。家庭の場合は倒壊で漏電火災が発生する例が多いためブレ

ーカーを切る、といった対処を行います。なお、この種の対処には事前の訓練が有効です。

なお、「パニック状態では、訓練を受けた方でも、緊急時に何をすべきか？」を忘れるとい

うことがあります。そこで、自動的に館内放送する仕組みを運用して注意事項を伝える。事
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前に、この種の対処内容を手順と共に、目のつくところへ表示（見える化対策）済ませてお

く策が有効です。この種の指示や準備が無いと、人は勝手な行動を取り、それが危険を招く

ことになりかねないからです。なお、準備しておいた館内放送や、緊急時の指示に従った個

人の行動を指示する訓練を事前に済ませておくことは、防災対策の重要事項であることは繰

り返す必要が無い注意点です。ともかく、強大な地震発生にあたって、具体的な活動の指示

の例として、火災発生の場合、消化器の使用や、水に布を浸して覆うという対処が必要です。

この種の処置が初期消火には極めて有効です。また、このために、日頃から風呂おけや炊事

場にボールや桶に、水を常にためておく対処は欠かせません。しかし、初期消火が既に間に

合わない状況に陥った場合、早く逃げる行動に移るべきです。さらに、津波発生の危険が高

い地域では、この種の対処を数秒で済ませた後、安全確保の処置を進め、決められた経路を

逃げる行動に移ることが重要です。都市部の大震災では、「車を使った避難は絶対に避ける

べき」です。その理由は、①道路が渋滞して逃げられない。②消防車や救護車、警察や自衛

隊など、緊急車両の移動の妨げになる。③都会の場合、ガソリン引火が大火災の要因となる。

④津波の場合、浸水で車の中に閉じこめられる。⑤津波の際、高台へ逃げる方々の避難路を

奪う。⑥病院で介護が必要な方や、ご高齢の方々などが逃げる車両の障害になるといった問

題が生じるからです。防災専門家は「避難時には、絶対に車を使わないように」繰り返し注

意してきました。この注意は守るべきです。その理由は、既に本書で記載したように、地震

が火災を呼ぶ、このため関東大震災ではリヤカーや手押し車で逃げる行為が逃げる障害とな

ったばかりでなく、火災による大量の死者を出した例があるからです（近年、多くのシミュ

レーション結果も車の使用を禁じてきました）。 

 

③ 3 分までの対処：当面の避難から、小規模集団を形成し、次の安全確保へ移る時間帯 

個々人(自分自身)の安全確保の後は、同僚や家族など、付近の方々の安全確認と避難場所

への集合、または、安全な場所へ避難のための行動を判別する時間帯です。なお、この種の

対処は被災の状況により異なります。従って、その地に応じた訓練と共に、事前に定めた安

全対策リーダーを中心に、安全確認の後、館内や地域環境のなどの状況を判断して行動して

下さい。このように、ようやく、この段階から、個人の安全確保から、集団として何をすべ

きか？という段階に移ります。各種の緊急事項を小規模集団単位で決定し、相互安全を確保

する活動が 3 分以内に行う対処要件です。特に、ケガ人が発生した場合、救急救援が必要

となります。例として倒壊物の下敷きになった方を救助する。倒壊が起きそうな環境には近

隣で強固な物を持ってきて支えとする。血止めをするなどといった対策です。津波の危機が

あり通路確保が困難な場合は、協力して逃げ道をつくるといった内容となります。だが、逃

げる際、余震が関与し、建造物の突起や割れたガラスや瀬戸物などで手や足のケガが発生す

る危険が加わります。そこで、数名で外部へ逃げる場合、まず、安全確認を行う方と、逃げ

る順序や行動の指示をするリーダーを定めて行動する策をお勧めします。なお、現状の場所

に留まることが良いと判断される場合、無線通信手段の確保と連絡担当の設定、被害の実情
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で自分たちのいる場所がどのようになっているのか？を把握するために、ラジオや i-Phone

で自然災害の発生の実情をつかむ対策も平行して行います。これも緊急時には、即座に担当

者を定め行うわけですが、音声や画像で 新のニュースとして現状と対処法をつかむことは

重要な対策です。特に、津波の場合、その規模を知る。また、火災の場合は、場所と規模、

風向きや逃げる方向や場所などを知ることは、その後の行動に極めて重要な内容を決めるこ

とになるからです。この際、注意すべき点は、「問題や被害の大きな箇所、人や車、報道や

航空機が行けない地ほどニュースが入りにくい」ということを予め知って行動して下さい。

また、一番気がかりとなる家族の安否の確認も、その後の行動です。個人的な行動が集団の

避難を阻害することがあるためです。以上、一般的ですが。現在、近くにいる方々で小規模

集団をつくり、相互に助け合って安全確保を図る活動が 3 分以内に行う活動の要点です。 

 

④ 30 分までの対処：『緊急災害対策本部設置』による組織的な災害対策活動を開始 

する時間帯 

③までは、個人と、その周辺の方々(小規模集団)の安全確保活動が中心でした。この局面

は小規模組織から大組織の指示統制に移す活動に変化します。 

 

表6-6　国の基本方針「津波対策編」の要点

原発の立地条件
（危険度）の調査

業務継続体制

近隣との連携

個人情報の保護

自家発電装置の
設置、普及

訓練

情報共有

津波時の警報

教訓の伝承

安全地帯へ住居
などの建設

避難時間の考慮

ハード：ソフト対策
の扱い

　　　区分

原発の立地地域では、波源域など詳細に調査12

国や地方自治体は災害時でも業務が続けられる体制を目指し、業務継続計画を策定する。11

遠隔地の自治体との相互応援協定を締結する。10

戸籍など各種データのバックアップ体制を整備９

公共機関や病院などは自家発電設備や燃料を蓄えるようにする。８

津波到達時間内の行動をルール化し、防災対応や避難誘導に当たる人の危険も回避する７

防災行政無線やテレビなどに加え、携帯電話メールなども活用６

各市町村は、津波警報などの防災情報と対応する形で。避難指示などを出す基準を策定５

大災害の教訓を伝える調査結果や映像の整理などを進める。４

津波避難ビルや避難路などの整備。浸水の危険の少ない地域に、行政関連施設や要援護者
施設を建設し人々も居住させるような土地利用計画を推進

３

津波到達までの時間が短いとされる地域は、5分程度での避難が可能となる町づくりを進める２

津波を「比較的発生頻度が高い」ものと「あらゆる可能性を考慮した 大級」のものの2種を想

定し、前者はハード面の対策を講じるが、後者は被災を完全に防ぐのは難しいため、防災教
育や訓練などのソフト面を組み合わせた住民避難で対応する。

１

　　　　　　　　　　　　　　　新設された津波災害対策編の要旨

注記事項(朝日新聞2011年12月28日号のコメント）：

過去、被災時の備えは貯水層や仮設トイレだったが、非常用電源、衛星通信電話などの整備を明記している。
　さらに、救助に当たる消防職員に惨事ストレス対策のための精神科医の派遣やペット用のスペース確保、運営
　への女性の参画を盛り込み、実践的な訓練、防災プログラム化を目指す内容だが概念的な内容に留まる。  

 

この時点では『緊急災害対策本部設置』による災害対策活動を開始します。具体的な対処

は、例えば、国や安全専門家が定めた表 6-6 にあるような項目を参考に、事前に設定した

BCP に記載された事項の中から、災害時に対処すべきチェック項目を利用して活動を開始

します。では、この時点で対処すべき要件をガイドという形で例示して行くことにします。 
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(1) 対策本部の組織化： 

一般の例では、BCP の設定では、トップは組織の長が対策会議を担当して全体を指揮統

制するため、大地震や津波発生と同時に、皆を集め、BCP で定めた事項、訓練で得た内容

を頼りに各種の活動を開始します。企業であれば、社長や重役陣、工場長などの経営トッ

プが近隣に住居を構え、本部に駆けつけて全体を指揮します。しかし、一般に、突然起き

た自然災害時に、定められた場所に駆けつけることが出来ないことがあります。そのよう

な場合、参集した方の中で も上席の方が対策本部長を代行して役割担当を決め、全体の

指揮を開始して下さい。なお、一人に集中して決定に当たることには時間的な限界が出ま

す。確かに、不眠不休の活動は緊急時に管理者が取るやむを得ない行動様式です。だが、

この方式はやがて限界をきたします。このため、三名が 8 時間づつ指揮権を交代する（8 時

間担当、その他は補助や睡眠とする）という役割設定が推奨されてきました。 

(2) 当面の事態の把握から判断する指示の発動： 

まず重要なことは、集まった方々が判る範囲で得た情報を基に、短時間で、現状分析を済

ませます。その後、津波発生の危険がある場合には、早急に回避経路を確認して全員を指

揮して誘導します。けが人や介護を要する方々の処置は状況に応じて判別、指示すること

になります。この状況で津波の心配が無い場合、火災や建造物の倒壊などの有無や状況を

確認します。その後、避難の必要が無く、現状に留まって各種の対処を図る場合、けが人

などの救護を図ると同時に、問題が出ている箇所の把握やビルなどに倒壊の恐れなどをチ

ェックして、関係者が集合する安全な場所の確保に当たります。要は、緊急避難的に自分

たちでできる処置を共同で進めます。同時に、ラジオやテレビ放送の状況を把握する。現

状把握内容を基に、今後の対処へ向ける。実施すべき事項をリストアップし、見える化を

図り、情報共有と同時に、各種の意見や要求を調整して、役割と担当を設定します。なお、

この時点では、まだ、ここに会社の従業員の安否確認に当たるという行動は入れません。 

(3) 時間経過に伴い問題発生可能性の高い箇所のリストアップと対策： 

福島 1 号炉の爆発のように、時間経過に伴い温度上昇に伴う爆発や放射能の飛来がありま

した。これと似た事象は工場生産においては設備や化学反応などを行う装置に懸念されま

す。また、地震や倒壊物の重量が作用して巨大な建造物や重量物の落下などが発生するこ

とも心配です。さらに、台風 15 号で心配された土砂ダムの決壊や上流から発生する土石流

の来襲や山や崖崩れる。さらには、タイの豪雨で見たような洪水の到来などに、津波によ

る海上火災なども心配です。工場生産においては、補助電源を作動させる必要が生じる例

があります。さらに、冷却をつかさどるバルブ操作や、電気制御盤にしかるべき処置を進

める必要が生じる例もあります。このような場合、特に、緊急時に用意しておいたハザー

ド MAP や個々の設備に対する対処内容を取り出し、危険度の高い箇所の検討と対策をもれ

無く、早急に進めることが必要です。特に、燃料や化学反応を起こすタンクやドラム缶の

類を緊急保護するなどは、この種の対策例が早急に必要です。 

(4) P-D-C システムの運用 
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緊急時に議事録を書く。コピーする、などの手続きは各種の行動や決定を遅くします。こ

のため、災害復旧に投入された方々は、カード(ポストイット)などに対策要件を書き上げる

方式をお勧めします。具体的な対処法を説明します。カードには、まず、担当と実施事項

を書きます。その後、総てを壁に掲載して、P:計画、D:実行中、C：終了内容のメモ(記載

事項)という手順で進めます。これは阪神淡路大震災で盛んに行われた有効な方法です。確

かに、他に白盤や黒板に必要事項を書き上げる。テレビ会議などを使うという方式があり

ます。しかし、30 分に緊急にかつ、必要事項を全員で分担して進めるには、カードを用い

た方式の方がはるかに早く有効です。なお、この種の対処には、夜間の対処を予想して、

予め、ライトやロウソク＋マッチなどと共に、筆記用具とメモ用紙を緊急時用として準備

しておくべきです。ボーイスカウトの夜間・野外訓練で行われてきた、アルミホイルを反

射板に使う方法も、夜間の活動に役に立つ手法です。 

(5) 緊急避難対策の準備：下に記載した内容は状況により異なります。このため、優先度の

低いものは 30 分の初動から以外し、3 時間以内の対応内容に回して下さい。 

寒い冬の場合、防寒が必要になります。このため、避難地への移動が必要な場合はヘルメ

ットや布で頭部を覆う。軍手や床に割れて飛散したガラスや突起物から足や身を守る、と

いった対処が必要です。また、救護が来るまで寒さをしのぐ。飲料水と携帯食を使う。医

療処置をするといった行動が必要になる例もあります。被災時、この種の緊急避難持ち出

し物や各種対策物が、どこに、どれだけあり、誰がどのように管理するか、避難時にどう

配分するか？小集団を編成し、どのように行動するか？という役割や管理責任者を決める

ことも 30 分の 後の方で行う重要な処置内容です。たとえ指示内容が粗くても、この種の

処置が指示されると、避難や緊急時の対処に関与する関係者に大きな安堵を与えます。 

(6) 情報の決定と仕分と指示： 

「緊急時の統制にはトリアージ（Triage）：情報の選別が必要」という注意があります。

個々人にとって重要なことが、集団の安全確保のためには優先度を落とす例があるためで

す。全体を指揮するリーダーの行動は、情報は入ってくるが、憶測やデマ、事実を曲解し

た情報の判定が必要になります。さらに、今必要ない情報などが管理者のところに持ち込

まれるケースも起きます。このため、組織を指揮する方々は、早急に情報の内容を見て、

的確な判断をする必要が生じます。この際、重要なことは、(ｲ)情報の出所を確かめる。(ﾆ)

一覧表示して活用している情報と比較しながら、矛盾の有無の評価を進める。(ﾊ)重要と判

断されるが不確かな情報は、担当者を決めて再調査する。(ﾆ)入ってくる情報に対する判断

基準（重要度評価基準など）を予め決めておき、意志決定に価値が低い情報の拒絶と判断

を早める。(ﾎ)5W1H メモを用い、早く、必要な情報の把握～判別を可能にする、・・といっ

た情報処理システムを駆使することが混乱防止の要点です。なお、逆に、「重要な情報をつ

かんでいても、意志決定者に届かない、関係者が持って行かない」という方の発生を防ぐ

ためにも、情報をメモで持ち込むルールを運用することは重要です。特に、カードを使う

と、持ち込んだ方の情報がどのように扱われているか？が判るので有効です。このため、
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まだ、取り上げていない情報は、カードに書いた内容に対し、メモで理由を記載した後、

保留の枠に入れます。この種の対処は、指揮者の説明が無くても、情報を本部に持ち込ん

だ方に対し、情報の処理過程が理解し易い環境を提供します。 

(7) その他、緊急時にチェック指示、対処すべき要件を例示しておきます。 

(a) 各人と、その周りにいる方の安全確保や異常やケガの発生などの有無 

(b) 低限、逃げた後必要となる資金や預金、食料や水、薬剤の持ち出し 

(c) 通信、情報手段の確保と使用可能時間の把握と管理 

(d) 交通手段、機関の不通/運行状況、通行可能とされる経路や通路の安全性（津波の場

合は定められた避難場所の妥当性判断、高度が十分か否か？予想を上回った場合の

代替地・場所への移動時間と可能性、収容人数や移動の障害などの判断が必要） 

(e) 避難前に電気機器の停止、ブレーカーを切った状況の再確認 

(f) 重要な情報の避難の必要性と対処など(外部へ PC 情報の一時的転送・避難など) 

(g) 訪問客や納入業者、知人や家族などが訪問中に災害に被災した場合の保護と安全確

保状況 

(h) 負傷者への応急処置とその後、集団に医者や医療関係の経験者の有無（問い合わせ

を含む）から、委託など対処の状況 

(i) 館内放送や情報伝達、中央で指示した事項の理解や認識などの確認 

(j) 火災や危険物の状況や安全措置、移動時の自家用車の使用禁止指示 

(k) エレベーターやエスカレーターなどの使用禁止から、中に閉じこめが有るか否か？

という状況や、シャッターや倉庫などに閉じこめられた方の有無チックと、専門機

関や救済機関への緊急連絡状況 

(l) トイレの使用上の注意、または、使用禁止の処置 

(m) 逃避口などの環境と経路、非常階段の安全/使用可能状況の把握 

(n) 建物の外部に逃げる場合、上部からの落下物の危険性の有無と離れて通る際の距離 

(o) 避難の場合に持参する非常持ち出し物などの持ち出し状況や在庫の状況(含む、避

難路確保のためのハンマーやナイフ、棒、浸水の場合、救命具の持参が必要です)。 

以上が初動の開始、特に 30 分以内に早期に行動すべき事項の例ですが、リーダーの指

示で各人が分担して行います。なお、これ以降の対処は、状況により大きく異なります。 

④ 3 時間までの対処事項 

この時間帯に行うことは、(1)安全な避難環境の確保へ向けた行動。(2)時間的に増大する

火災や津波といった地震に伴う被災から避ける対策。(3)化学反応や熱、漏電による火災、

圧力や重量が関与して次の災害を呼ぶ要因への対処（災害関連内容の防災）。(4)避難場所や

避難後 3 日程度（救済の手が及ぶ時間とされる期間）の生命確保、ケガによる生命の危機

に至らない対策、疾病にかからないために保護。(5)その他、被災地でできるだけ快適性を

満たす機器や道具などの確保ですが、緊急避難的に逃げ、安全を確保し、今後を考える。

家族の安否を心配して行動を開始する、という前段階の環境づくりが、一般に 3 時間以内
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に行う行動となります。また、読者の皆様は、ここまでの内容をご覧になると、備えと訓

練が安全確保とその後の快適性に大きく作用していることがご理解願えると考えます。だ

が、この種の準備を進めてきたが、予測しない被災に遭遇した場合は、知恵を集め、努力

して、「何とか、当面の安全は確保できた」という対処の具体化をお願いします。 

⑤ 3 日までの対処事項 

3 日までの内容は自然災害の種類や被災の状況によって大きく異なります。阪神淡路、新

潟、3･11 のような大災害を見ると、避難された方々が集まり、相互に助け合い、何とか、

当面、備蓄、または、持参した飲食品を頼りに、生命維持を図る各種の対策を進めること

が主な活動内容でした。このような環境を得て、集団を指揮・統制する方々は、強い心を

持ち、相互に協力しあって、被災にめげず、今後に向かうための対応を模索する活動に入

ります。だが、 悪の場合、被災の場で救助を待つ、行方不明者の捜索に参加する、とい

う状態から、救済の後、避難場所を確保して救援を待つ例があります。しかし、被災から

逃げ、立ち直って行くためには、まず、強い精神を持ち、集まった方々と励まし合い、協

力し合って、当面の危機を切り抜ける活動が必要です。従って、この場合、個人的には多

くの課題やご事情があっても、リーダーを決めて、相互に話し合い、リーダーの指示の基

で、当面の避難～復旧の一部を開始することを願います。一般に、この 3 日という期間は、

大地震の場合、余震はあるが注意しながら安全と健康確保を確実にする対処です。ここに

記載した対処に平行して、火災や地滑りなどは沈静の方向に向かうはずです。このため、

この期間に、被災を受けなかった遠地では、救援物資の収集～送付、インフラの開発も、

自衛隊や警察、電力会社や燃料などを扱う企業の方々の活動で段階的に回復へ向かう活動

が開始されます。特に、ビルや家の下敷や閉じこめられた方、海上に流されて漂流する方

は 3 日が限度とされているので、自衛隊や消防、ともだち作戦に代表される海外救助支援、

レスキューや病院の方々は昼夜をついた活動が必死に行われます。3･11 でも、このような

ご関係の方々の活動が大きく被災地を助けました。本文では、単に感謝の気持ちだけを記

載するわけですが、ご苦心には頭が下がる活動ばかりです。このような対策の後、一般に

テレビなどで見る、外部と連絡が取れ、被災地において、当面の生活をしながら、救援物

資の補給や、病院や介護の支援を受ける活動が開始される段階に入ります。そこで、以下、

この種の現地の環境に限り、BCP 上で、実施すべき重要な点を記載することにします。 

(1) 被害の実情を把握する： 

3･11 における自治体の活動や、早急に復旧へ向け活動を図った中から、今後参考にすべ

き内容を例示することにします。 

(a) 現地の地図や工場のレイアウトを広げ、現状の被災や救護状況の一覧化 

(b) 外部との連絡、広報活動責任者の設定と(a)のリンク、並びに、関係者への定期的

な連絡（行方不明者や死亡者、所在連絡があった方の内容メモ表示） 

(c) 緊急対策課題とそれ以外の項目の仕分け、優先度と対策内容・規模の見積もり 

～緊急指示（サブ・リーダーを設定して依頼） 
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(d) 対策本部の活動として、外部応援がいて対処可能な場合、要請の開始 

(e) 外部から救済支援を受けている場合、各地、各所で対策事項への割り付けと要請 

(f) 企業の場合、サプライチェーン上の問題が発生するため、お客様への連絡を含め、

他の地域や企業に依頼する形で生産支援のお願いや、復旧のための必要事項を挙

げ、各種の支援要請を図る対策 

(g) 各種、対策課題の指示・フォロー内容の見える化（問い合わせ対応は(b)で対処） 

(h) けが人や死者、病人などの発生に対する場所確保と、医師・医療係者への対策依

頼や応援者などの補助的業務の設定 

(i) 当面の食事、トイレ、暖房などの対策と担当の割り付け 

(j) 寝具、衣類、洗面具、暖房や扇風機、遮蔽用段ボールなど必要機材などのリスト

アップと手配 

(k) その他(緊急訪問者への対応や、場所によっては、まだ、緊急避難生活に支障を来

す環境もあり、状況によって、広場に空から見えるように、SOS を地面に書く処

置、ノロシや救助旗をあげるなどの処置を図り、生存者の存在や、緊急物資(連絡

が可能となる衛星無線端末を含む)の投下を願うなどの対策が必要な場合があり

ます)。 

 以上が 3 日をしのぎ、家族の安否や将来への不安を気遣う方への対処に対する主な項目

です。特に、この種の内容は、集まったリーダーが本部の形で中央統轄して、関係者が全

体と個々の課題や活動、進捗が見える方式を運用することが要点となります。また、ここ

で行われる対処のため、過去の事例を生かす形で、事前に BCP 上で明確にしておくことが

重要です。その理由は、誰が管理しても、不足や不満が無い活動にすべきだからです。な

お、ここに記載した対処内容は、自然災害の大きさや種類、現地の事情で大きく変化する

ので、その場に応じた対策を進めるようお願い致します。また、この種の対策に当たって

は、先に記載した陸前高田市の市長の体験談が参考になるはずです。 

（2）関係者を集め、全員の力を合わせて、被災からの脱出活動の開始へ： 

加えて、企業の場合、先の BCP の活用事例が参考になりますが、日経ストラテジー誌が

2011 年 6 月号に「だからこそ事業継続を続ける」という特別編集版を公開しているので、

ご参考下さい。ここでには、多くの企業事例が掲載されていますが、特に、アイリスオー

ヤマの大山健太郎氏・社長が取った行動の記事が参考になると思います。そこで、本文で

も、その要点を紹介したいと思います。大山氏は、被災直後、3 月 14 日には「動揺するな。

うちは地元を代表する企業だ。我々が事業を続けることが被災地への 大の貢献になる」

という話を従業員にされました。その場におられた 486 人(正社員の 6 割)に、被災する中で

会社の復旧の訴えで、活動を開始したそうです(詳細は本文をご参考下さい)。後日、大山氏

は、「正に BCP の活用のお手本的な内容だった」語られました。特に、関係者の皆様が、

今後の活動や立て直しの準備を話し合い、早急な団結と活動が開始した状況が、お客様や

近隣の方々にも、大きな貢献を果たしました。 
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 以上、初動の要点を整理しましたが、ここまでの対処をバックアップする形で図 6-13 を

例示します。大きな災害で重要なことは、正しい情報が授受できる環境の有無が一番重要

です。その要求は、被災後にアンケートされた内容を図 6-14 にも見ることができるわけで

すが、この種の対策は災害対策システムの整備という形で公共と企業間で早急に進めてい

ただきたい内容のひとつです。 

図6-13　自然災害時の情報システム  

図6-14　地震危機に対する世論調査 　　朝日新聞　
2011年12月8日
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　　　　　　　　　　　火災の発生
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　　　　道路・交通機関の混乱

　　　　　　　　　　　　　　　津波

　　　　　　　　　　犯罪の発生

東北における被災者の
アンケートでは、
・災害は不可避　 ：４８％

・備えあれば安心：４２％だった。

今後、自分の身に被災が起きる
可能性を答えた方が８２％だった。
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⑥ 30 日～3 ヶ月へ向けた復旧・復興対策 

 3 日を過ぎると、局面は初動という段階から被災から復旧への各種活動へ移ります。要は、

一時避難から、期間を考えた避難や、被災の少ない場所では復旧が開始されますが、関係

者の努力を集結して、何とかこの段階に持ち込むです。このためのチェックポイントは個々

の事情により異なり、多岐に渡ります。従って、作戦本部を中心に、各地のご事情に併せ

た復興、復旧の課題を挙げ、計画的に対策をお願いすることになります。なお、3･11 の状

況を見ると、「関係者の必死の努力で、緊急避難的な対策から、長・中期的な対策が関与す

る内容に移った」という内容でした。そこで、平板的な解説で恐縮な内容になりますが、

先に示した表 6-1 の中から、特に重視された課題を例示することにします。 

(a) 避難箇所を中心に支援の内容を決め、支援強化が開始：例えば、避難場所ではプライバ

シー面の対処が必要になるため、段ボールや簡易テントなどの設置や体育館などの仕切

り対策。特に、何もしないでじっとしている避難生活はエコノミー症候群や足腰の弱体

化などが関与するので、時間を決めた活動や体操の実施。さらに、健康上の障害の対策

や精神的ケアーなどの対策など 

(b) 物資・エネルギー・物流対策と学生の方々に対しては教育面で移動を含めた支援受け入

れや、教育支援が必要になるため、近隣の大学校などへの教育支援の要請 

(c) 瓦礫処理や泥水などで被災した家屋の復旧などへのボランティアの受け入れ 

(d) 仮設住宅のように、臨時だが中長期に渡る生活環境へ移る手配と準備 

(e) 企業の場合、復旧までの賃金や従業員の給与補償面の対策(含む労災申請)～廃業対策 

(f) 津波や沈下した地の活用方法、高台移転や住居地の選定確保～新たな町作りと合意形成 

(g) 生産拠点の分散、生産の外部委託～廃業の決定 

(h) 今後の自然災害被災防止のためのインフラや危険回避方式の決定と対処 

(i) 復旧に伴い、地域や企業の統廃合、収益を得るための市場形成策や、資金援助、技術支

援、新規生産品への変更など 

(j) その他(福島原発の場合、放射能監視、検査～除去対策、補償対策など、多岐に渡る問

題への対処、さらには、原子炉停止に伴う電力使用制限問題など) 

 

（４）福島原発問題の整理：「BCP 面で見た 悪の対処内容の解析」 

 原発事故の影響は想像以上の大きさで問題が顕在化しました。本書をまとめつつある現

在、避難者の方だけでも、何と 15 万人という信じがたい実情です。なお、実態調査が進む

に従い、残念ながら、信じられないリスク無視の連鎖行動が発覚しました。すでに、この

事実は、2011 年 12 月末、畑村先生を中心とした政府による事故調査・検証委員会による

『事故調査中間報告』と、テレビ各局による報道でも紹介されましたが、以下、「あっては

ならなかった BCP 不実施の局面」という見地から、人災に相当する不手際や違反行為を整

理することにします。恐らく、読者の皆様には、リスクを知りながら排除した行動が、『想

定外とは全く無関係な行為の連続』実態であり、BCP の評価・活用面から見ると『反面教
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師』的内容の局面が多数あること、また、BCP 作成、運用面では、決して真似してはなら

ない事象と注意点になるはずです。 

① BCPの活用・訓練のチェックに『信じがたい監査の運用』の存在 

再度の注意で恐縮ですが、BCP は膨大な資料作成や、確認事項の強制が目的ではありま

せん。必要事項を訓練して身につけ、活用することにより、防災の要因を除去し、被災時

に減災に役立て、復旧を早めるために定めて、使うツールです。このため、原子炉運転上

の安全対策マニュアルという BCP に対し、「これをどのように使い、安全対策技術や異常

時の対処が図れるか？という身についた技術を評価するか？」というチェックが監査の目

的です。「では、原子炉の安全点検や異常時の訓練を東電の原子炉関係者（以降、東電と略

称）の間でどのように行ってきたか？」について、米国の原子炉の監査と、東電の方式を

表 6-7 に整理して比較することにします。 

BCP 活用に対するあるべき監査は、当然、米国式です。しかし、東電などでは単にマニ

ュアルと項目の有無を確かめるだけ！」という、『信じられない扱い』を繰り返してきまし

た。だが、これは全く世に無い監査方式です。 

 

表6-7　日本の原子力行政における監査と米国の差異

過去の経験から実質的な安全管理を監査意思決定と危険予知の実効性に乏しい　評価

　監査のシナリオは関係者に全く非公開。
訓練日は公開されるが、その場で「二次冷
却ポンプの冷却水くみ上げポンプ停止。原
因は不明、対策せよ！」というような課題が
出され、正しい対処が出来るか否かを判定
員が評価する。出来ない場合「・・の理由で
放射能漏れの恐れあり」と宣告され、再度
の監査となるが、日程は２～３日を費やす。

オフサイトセンター設立後に、一応、毎年、
詳細な「シナリオ」というものを作成して訓
練するようになった。時々、総理大臣も参
加するが、全員に配られたシナリオに記載
された事項を、単に、「○○○」と読み上げ
るだけであり、ぞろぞろと各現地に移動し
て読み上げた要件を確認するだけの読み
合わせ会、という儀式

３，想定

　　訓練の
　　　方法

「原子炉はひとつ扱いを間違えれば惨事を
招く危険物」という扱い

「日本のクリーンエネルギーを提供する設
備であり心配無用（完全無欠）」という扱い

２，基本

　　　思想

スリーマイルズ島の原子力事故以降に米
国原子力規制委員会（NRC）として体制を

独立した。ここでは、米国原子力発電の安
全管理を一括管理する。５人の委員は大統
領が指名の後、議会承認された専門家方々
で構成され、政府とは一切独立した機関と
して活動する。しかし、有事の時は大統領
が指揮、代理人として活動する

　　　　　日本の原子力行政と監査　　項目 　　　　　　　米国の原子力行政と監査

一義的には原発を所有している電力会社
が責任を持つことになっているが、対応の
適切さは経済産業省の中にある原子力保
安員という組織が担当して、各種の点検の
妥当性や改善を求めるが、他に、内閣府
に属する原子力安全委員会が検査の妥当
性を専門的見地からチェック

問題：監査部門が経済産業省の傘下にあ
り、エネルギー庁との関係で原子炉停止す
るほど厳しい処置は取れない懸念あり

１，組織と

　命令系統

 
 

② 時の東電トップが「津波対策に必要な防潮堤の高さ検討レポート」を無視 

福島第一原発においては、補助電源という緊急時の発電装置 2 台を地下に埋設したため、

津波で完全に被災しました。さらに、水素爆発による放射能飛散に続き、メルト・スルー

という大惨事を招きました。この事態を BCP・リスク防止の観点から見ると、「なぜ、東京

電力における原子炉を管理するトップと関係者、原子力安全対策専門保安員、原子力安全
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委員会という 3 つの安全対策を進める専門家集団？がありながら、図面承認段階で、この

種のリスクを無視してきたのか？」が疑問です。特に、「BCP 面で重要管理項目と責任の設

定や履行をしていなかったこと、さらには、重要管理項目を無視した事実を科学的、客観

的に指摘する第三者機関の機能が作用してこなかった？」という方式も問題です。 

福島・第一原発では 13m を超える津波が襲いました。この状況に対し、3 年前（2008 年）

に東電は福島に来るであろう津波の高さを試算した情報を、当時、安全対策の責任者だっ

た副社長・武藤氏と第一原発の所長・吉田氏が判定した記録が残っています。判断は「現

状の 5.7m では無理、10.2m は必要、費用は数百億円と 4 年を要する」というものでしたが、

「計算結果は震源地を仮において試算したものであり、試算結果を示すような津波は実際

にこない」として、総てのリスク対策を放棄しました。加えて、原子炉の安全監視に当た

る原子力安全・保安員も東電から 2009 年に「8.9m 以上、想定より大きな津波が第一原発

を襲う」という報告を受けたのですが、保安員達は「津波で補助電源が水没し、原子炉の

冷却機能を失うということを認識したにもかかわらず、具体的な措置を何も求めなかった」

という状況でした。さらに、2011 年(今年)に入って「10.2m＋αの防潮堤を必要とする」と

いう報告を受けたのですが、これにも具体的な行動はありません。この一連の行為を、東

電関係者と保安員の関係者は、被災直後、『想定外』という説明を繰り返して言い訳しまし

た。だが、実態は、検討・対策すべきリスクを排除したという行為が『想定外』だったわ

けであり、我々が使う日本語とは全く意味が異なっていました。 

もし、リスクを認識し、想定内の具体策を進める発想があれば、BCP 面で見ると、数百

億を投じないでも、多くの対策を検討~準備したはずです。例えば、電気制御板のバックア

ップ対策（増設）を図りながら、(1)2 台あった補助電源の 1 台を高台に移す策。(2)バッテ

リーなどの非常用電源を増強する策。さらには、(3)非常用発電用車両を緊急調達する契約

する策などです。この種の電源確保対策は緊急時に安価で有効な策となっていたはずだっ

たわけです。だが、この種の検討は何も対処されないまま今回の事故が巨大化しました。 

 同種の評価は JR・西日本・福知山線における脱線事故に似た意志決定がありました。「新

型 ATS の投資が重要か？人名が重要か？」という判定です。他の JR が既に新型 ATS を装

着、この存在と検討を知りながら、投資や各種対策を放置したため、2005 年 4 月 25 日に、

高見運転手がオーバーランで遅れた時間を取り戻す中でスピード・オーバーにより脱線、

一瞬で 107 名の命を奪った事故です。この事件は、2008 年 9 月に県警が『不作為』という

管理責任、『業務上過失致死』という処置で書類送検しましたが、2012 年 1 月 11 日に神戸

地裁は前社長の「無罪？」を伝えました。神戸地裁は先の伊勢佐木線の踏切事故と同じ扱

いをしたようです。この判定で、「裁判では、安全管理 高責任者が「認識が無かったので

無罪」という主張をすれば経営トップ責任をとらなくてよい！」という『リスク対策不履

行の抜け道』を認める“逃げ道”を国民に示しました。時の経営トップが安全を放置する

日本の法律は、早急に改定すべきです。その理由は、常に裁判官は法を基に裁定するから

です。安全管理を担う 高責任者が事件の後「認識が無かった」と言いさえすれば無罪に
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なる法では、一般人には、何のための『安全管理 高責任者』を設定か？意味が全く判り

ません。要は、安全管理の 高責任担当になった経営トップは、うまい言い逃れさえ用意

しておけば、安全管理に対し常に無責任管理でよく、リスク対策をしない状況で活動を続

けることが簡単に出来るからです。今回の原発事故はどうなるのでしょうか？被害者が訴

えても、このままの法と裁判では同様の裁定になります。そうなると、原発再稼働に伴う

事故の再発が 大の懸念です。 

③「非常用復水器の存在と使用法の訓練と検討全くしてこなかった」実態 

今回、「なぜメルトダウンが防げなかったのか？」という課題が 大の問題でした。この

ような危険が予想されるため、「原子炉の安全は完全で無い、また、万一の被災規模を拡大

させないために人口の少ない地へ建設する」ということから、当然、国ベースで原子力安

全・保安院を設け、更に、原子力安全対策機構といった組織を追加し、安全対策を進めて

きたはずです。一般人は、「当然、原子力管理を専門業とする関係者が、万が一の時に何を

すべきか？」という事前検討がなされてきたと思っていました。これは BCP の重要な対処

のひとつだからです。すなわち、原子炉は次のような 3 つの関門を持っていたからです。(1)

第一関門は、補助電源を使った給水。次に、(2)第二関門は原子炉の格納容器の圧力上昇時

に、非常用復水器を使用した冷却を図る機器の活用です。この装置は「原子炉内の温度が

上昇した時、弁さえ人手で開ければ、炉内の温度上昇で発生した蒸気と圧力が作用して、

弁とパイプを経由、流入した高温蒸気や水が自動的に復水器で水の冷却を行う」というも

のです。さらに、(3) 終的に、ベントという圧力容器の圧力を減らすため、放射能飛散を

覚悟した容器内の圧力を下げるための息抜きに当たる、放射能で汚染された高濃度圧力空

気の外部放出です。今回、(1)は津波で機能しなくなりました。また、第二の関門である『非

常用復水器』が全く活動しない状態でベントに至り、建屋内にたまった水素抜く検討と対

策が無い状態で爆発が起きました。東電関係者は、第二関門の作動が全くなかった理由を 1

号機では「IC の誤操作で、非常用復水器の存在も操作に対する経験がないので、・・・」と

いうお粗末な言い訳で報道に当たりました。3 号機では非常用、発電装置の被災と同時に非

常用バッテリーを使い冷却を進めていました。しかし、バッテリーの容量不足に近づき、

運転員が長時間の使用による故障の恐れがあると考えて(そう考えた理由は不明)、使用を停

止しました。また、運転には外のポンプで水を入れようとしたが、このためには、原子炉

の容器内の圧力を下げる必要が生じました。そこで、電力を使用するバルブを操作する行

動に移ったわけですが、既に、バッテリーの容量不足だったため、バルブ操作ができず、

ベントの後で爆破が起きました。この経過は、この種の事象を想定した訓練が全く無かっ

たことを如実に示す事例です。このため、事故調査・検証委員会による中間報告書は、原

子炉の安全対策に対する構造に対して無知だったことを確認して「事業者として原子炉の

管理を任せるには不適切だった」という厳しい判定を政府に提出しました。 

さらに驚く事例として、現地では、津波で(1)の非常用発電機が作動しない事態が発生し

ました。この時、現地の関係者は、あわてて図面を広げたそうですが、ここで、始めて復
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水器の存在を知り、対処が始まったそうです。だが、これも安全を業とする方々において

は信じ難い話しです。事実、管首相が現地入りした時、手動で弁を開けて原子炉内の内圧

を利用して冷却を行うという操作の検討を進めていた状況が公表されました。この事態を

BCP 活用面から評価すると、(1)図面はあったが、機能と存在理由を BCP の検討課題に入

れていなかった（ハザード MAP 的な解析が無かった）。(2)このため、当然、非常時に、非

常用復水器の利用規程は作ってなかった。(3)そこで、事故が起きて初めて図面を広げ存在

を知ったが、手動で弁を開ける操作だったことや、その種の訓練が無いまま時間が経過し

て、メルトダウンからメルト・スルーを引き起こした、という経過となります。この状況

は、正に「泥棒を捕まえ、縄をなす！」という行為であり、BCP 面から評価すると、「安全

重視を業とした原子炉を管理する専門家として、決してあってはならない行為の連続だっ

た」わけです。 

④ 放射能飛散に対する回避行動を指示ミス 

 原子炉による放射能飛散の影響は、既にチェルノブイリ原発事故で知られる通りですが、

3 月 12 日の福島原発では、爆発と同時に、緊急避難地の指定が、段階的に 30Km までの同

心円となりました。しかし、飯館村を始めとした地は 30Km の外であり、高濃度放射能汚

染域です。原子炉爆破直後、住民を放射能被害から守る目的で開発済みの SPEEDI という

シミュレーターが作動しました。しかも、この種の高濃度被災地は計算通りでしたが、図

6-15 の左側に示したように、その結果は活用されないで終わりました。 

 

図6-15　原発管理組織と機能しなかった各種の活動

SPEEDY

文部科学省

原子力安全
保安員

原子力
安全機構

　SPEEDIは、今回、地震発生と同時に

計算を開始した。また、放射能飛散状況
は、その後の調査と完全に一致していた。

3月15日に政務三役に報告した。政府三役は

「無用の混乱を招く」として公表を見送った。
しかし、奇妙だが、現地の放射線量の計測を
開始したが、　　　　　　　　　　　　　　その結果も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無公開！

3月12日に

福島
第一原発
が爆発！
結果は速報
された。

「あくまで内部の
検討のため」として
情報は公表しなか
ったが、10日以上
経過した3月23日
に初めて公開した

総理大臣宛に情報を
送った。しかし、放射能
の飛散が仮定に基づく
計算結果として、総理
大臣には知らせなかった。

地域住民

　原発事故発生に際して、福島第一原子炉の近くに
設置されたオフサイトセンターがその役割を担い、対策
本部として活動に当たることになっていた（JCOの事故
と共に発足した）

オフサイトセンター

原子力安全
保安員

福島第一
原発

東京電力

首相官邸 福島第一原発

自治体

　現地での意志決定をスムーズに行う活動を開始しようとしたが、
放射性物質を防ぐフィルターは無く、停電や移動して集合も出来
ないため、活用が断念された（脆弱で各種準備も不十分だった）

5階

5階

管首相が音頭を取る対策本部
が活動した。

危機管理センターという名称で
科学技術専門家が集結した。

交流は無いまま
管首相の集団が活動

 
 

このため、住民が逃げる方向はまちまちとなり、反って、放射線量の高い地域へ向かう方々
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を多数生み出しました。さらに、文部科学省では 2 日後には現地の放射線量の計測を開始

していましたが、この結果を住民には知らせない測定で終わらせました。残念なことに、

地域住民は、後日（3 月 28 日）、NHK の取材班が浪江町・赤宇木地区訪問の時、放射線量

を 3 月 15 日は 1 時間当たり 330 マイクロシーベルトだったことを紹介し、始めて事態の深

刻さを知りました。線量はわずか 3 時間で年間の被曝量を超えるというとんでもない値で

す。確かに、SPEEDI のデータ公表は、住民の混乱を防止する危険は多いと思います。だ

が、なにを置いても被曝地からは住民を早期に避難させる行動は進めるべきだった、とい

う反省を示した事例です。なお、残念ながら、爆発と同時に飛散した高濃度の放射線は、

この地の住民を被曝してしまいました。 

情報公開トラブルは、生育時の児童に対し放射性ヨウ素の摂取を押さえる薬剤にも生じ

ました。自治体はすでに、現地関係者には錠剤の配布を済ませていたのですが、住民に連

絡が行かず、後になって「飲むべき必要があった連絡を受けなかった」と悔やむ家庭の存

在です。この例は、『危険情報の隠匿』という事例です。同じ問題は、過去、薬剤エイズや

アスベスト問題などにも見られましたが、許し難い行為です。以上が福島原発事故で発生

した問題ですが、BCP の適用面からここまでの行為を評価すると次のようになります。 

(1) 危険情報はリスクが感知された初期に、用意した情報公開方式を用いて関係者に知

らせ回避行動を進める。 

(2) 特に重要な情報の場合、その扱いを、事前に明確化するシステムを構築しておく。

例えば、放射能被曝の危険情報などは、IT を活用して SPEEDI の計算センターから、

直接、情報を得て意志決定しなければならない関係者に伝える仕組みを運用する。 

(3) 自然現象、物理的な現象に対する判断と評価は、政治や原発運営上で利害関係を持

たない機関や集団に知らせて、警告を発動するといった処置が必要です。 

技術問題の評価には 1986 年 1 月 28 日に米国・NASA 起きたスペースシャトル・チャレ

ンジャー号の爆発事故後の対処方式を参考にすべきです。この事故は下記 URL で詳しく紹

介されていますが、残念なことに、この事故では 14 名の飛行士の命が奪われました。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%

82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%8F%B7%E7%88%86%E7%99%BA%E4%BA%8

B%E6%95%85 

事故の原因は、発射が急がれる中、気温の低い状況では補助ロケットと本体を遮蔽する O

リングの機能が不十分だったため、部品納入業者は強烈に「発射しないように」」と要請し

ていました。しかし、NASA 幹部は政治判断なる決定で発射を指示しました。その結果、

物理現象である爆破メカニズムが作動しました。この事故で、当時のレーガン大統領は「科

学的な内容に関する意志決定に政治を巻き込まない」という、第三者機関を設置しました。

以降、ここからの決定が無い限り、以降のシャトルの発射はさせない法が適用され、順調

な飛行が続けられました。ところが、その後、順調なスペースシャトルの発射が続いたた

め、2003 年に至る前、この組織の意見を無視する行為が起きました。すると、たちまち事
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故が再発、2003 年 2 月 1 日コロンビア号の発射事故で 7 名の命が奪われました。このため、

再度、第三者評価が再開されました。その後、無事な飛行に戻りましたが、以降、「物理現

象、科学的判断と評価に政治的判断は入れない」という対策は BCP の運用上の鉄則となり

ました。また、この事例以降、重要安全管理技術に対して第三者評価組織の運用は国際的

な安全対処の場で常識的な処置となりました。日本でも、H2 ロケットの発射の失敗がつづ

いた頃、JR 東日本の社長の時代に、新型 ATS をいち早く JR に装備した小山内氏が、H2

のトップに就任されると同時に、同じシステムを運用しました。その結果、2011 年 12 月

に 95％以上の発射成功率となり、日本が人口衛星打ち上げという世界市場の参画を得まし

た。この鉄則は BCP を適用する上で忘れてはならない条件となっています。だが、残念な

がら、今回の福島原発でこのルールを活用してこなかったことは大きな疑問であり、悔や

まれる事象です。 

⑥ 福島原発爆破後に安全対策本部の活動が素人集団で運営 

確かに首相は国の責任者です。しかし、専門技術の判断はエセ学者を除外して、今回は

多少とも責任をもてる科学の専門家にゆだねるべきでした。原発事故が発生した場合、法

的にはオフサイトセンターがその役割を演じる計画になっていました。だが、今回、なぜ

か？先の図 6-15 右側のように、自然発生的に管首相が音頭を取り迷走状態になった安全対

策本部の活動が運営されました。加えて、本来、批判があっても正しい意見を言わない専

門家と言われる集団の黙りが、初動のまずさを増大させました。では、その状況を『BCP

の運用上の欠陥という局面』で整理することにします。 

(1) オフサイトセンターによる活動 

今回、オフサイトセンターの設置という、一種の箱物（テレビ会議システムなど装備）の

建設で、原発関係者は「原発事故などの問題が発生した場合も対処は安心！」としていま

した。だが、利用上のリスクの検討はゼロでした。そのため、今回、災害時に道路を使う

方式が機能しない。放射能に対する防止策が無い。停電などの対策が無いなど初歩的な検

討が無いため使用が出来ない、という状況でした。また、ここが被災の場合、腹案は皆無

だったため、事案が無いまま福島第一原発事故では、即座に利用が断念されました。 

この種、リスク無視に対する一連の行動一つに、集団で問題を放置させてきた理由が隠れ

ていた例を 2012 年元旦のニュース（朝日新聞 1 面）が報じました。加えて、1 月 7 日には

パーテー券を中心とした政治献金が、法律違反に隠れる形で高額の企業献金報道がされま

した。前者の例は「内閣府原子力安全委員会の安全委員と非常勤の震災委員だった 89 名の

内、斑目委員長を含む 24 名に対し 2010 年までに 8,500 万円の寄付を受けてきた」という

衝撃的な内容です。内 11 名は審査対象となる電力会社や核燃料製造会社からも寄付を受け

取っていたそうです。この報道に対し、献金を受けた方々は、「間接的」としていますが、

本来、客観的の原子力行政や意志決定に直接関与する方にあり得ない行為です。この種の

一連の行動は一般常識から見ても、試験官に受験者が賄賂を送りながら受験するという違

法行為は常軌を逸した行為です。「受験生と試験管が癒着した状態で的確な問題点の指摘が
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できるはずが無い」ということは、子供でも判別がつくからです。読者の皆様には、この

例だけでも、「オフサイトセンターの機能に、原発事故発生時に検討が的確に進む準備やリ

スク対策上の検討を加えなかったこと、さらには、箱物だけを用意して、アリバイつくり

の形態で建造に留めた。・・・」と思われるのではないでしょうか？ 

(2) 管首相が原発事故に対する災害対策本部長としての活動を開始 

原子炉の事故が発生した場合、『原子炉災害対策特別措置法・第 15 条』すなわち、「原子

力対策本部を緊急設置して災害に当たる」という条項があります。だが、この法律を管首

相は理解していなかったことが、関係者に対するインタビューと報道で公開されました。

「原子力の構造や問題時の対策にズブの素人である管首相が、なぜ、オフサイトセンター

に集結させるべき原子力関係専門家を部屋に集め、対策を練る行動を取らずに、ご自身が

総ての指揮を担当したのか？」という理由は、インタビューの内容に無いので不明です。 

(3) 緊急避難宣言の発動からベント、原発の爆破まで 

原子炉の爆発は 3･11 の翌日、12 日の 15:36 でした。では、「この間に何が行われていっ

たか？」を整理することにします。なお、（★・・・）と注記した内容は、一般的に BCP

を運用する上での要点です。 

(a) 福島第一原発の津波被災を総理官邸が受けて： 

原発が被災し、電源喪失で機能麻痺になった事実が管首相に伝えられたには 11 日の午後

5:40 過ぎでした。このため、15 条の発動に入る必要がありました。要件は、①原子力対策

本部の設置と、②原子力専門家の集合、③住民避難の開始です。しかし、即座にこの発動

は管首相から出ず、30 分以上が経過しました。その理由のひとつは、海江田氏自身が 15

条を理解しておらず、問答に時間を費やしたためでした（★なぜ、当時の経済産業大臣・

海江田氏が、15 条を熟知した官僚を連れて行かなかったかは疑問）。このため、六法全書の

コピーが急ぎ開始されました。数秒を争う時点で、なぜ、 も時間が掛かる手段を選んだ

のか？は不明です。例えば、内容の把握に対し、専門家を呼び、要点を聞けば済む策や、

企業であればコピーする内容は電子ファイルから六法全書をプロジェクターで映写して開

始することも可能だったはずです。だが、わざわざ、総理秘書官では関係者に六法全書を

コピーさせ、関係者と付け焼き刃の勉強会をする必要があったのか？は不明です。いずれ

にせよ、人数分のコピーに多大な時間が掛かりました。なお、コピーの命令を受けた事務

官達も、ただ命令通りコピーするだけだったのですが、その種の行動は採らなかったよう

です。その後、緊急判断を要する中で、勉強会が開始されました。午後 7:00 頃の状況です。

だが、この時点で、午後 6:00 には原子炉のメルトダウンが始まり、8:00 にはメルト・スル

ーに変化しました（★BCP の見地からすると、ここで、「なぜ、法を理解した専門家と技術

的な対策を的確に行える方を事前に複数登録しておいて、緊急に呼び出し、早急に必要な

情報を収集、整理～対策に移る行動をなぜ取らなかったのでしょうか？」これも疑問が残

る事象です）。 

(b)メルトダウンからメルト・スルーの間、本部の活動： 
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11 日の午後 7:03 の時点で枝野官房長官が「原子力緊急事態宣言」を行いました（★既に

メルトダウンが 1 時間前に始まっていたわけですが、あれだけ、原子炉建設費は安価。だ

が、簡単にメルトダウンを起こす危険が判っていた湯沸かし型原子炉に対し、なぜ、長年

に渡り、時間とお金をかけ、保安員や原子力安全委員会という政府専門組織を運営してき

たにもかかわらず機能しなかったのか？疑問です。また、東京電力と原子力安全対策を担

う専門家が 6:00 以前に行うべき事項、意志決定を、首相に直接伝える仕組みや活動が無か

ったか？これも不思議な現象です）。なお、原子力緊急事態宣言は、東電から連絡後 2 時間

を経過していた状態で、枝野氏の記者発表は「直ちに特別な行動を取る必要はありません」

という、国民に行った状況説明は、既に現地の実情とは大きく隔たる内容でした。 

このため、その後、午後 9:23 には「3Km 圏内からの待避」に指示が変わり、住民は暗い

中、着の身着のままで避難を開始しました（★ここまで、住民に『避難準備』を伝える内

容が全く無かった点は BCP 上で疑問です。本来、「万一に備えて避難準備だけはお願いし

ます」とすべき状況だったためです）。 

 このような時点まで、事故対応を進めていた東電・小林常務は「格納容器の圧力が大幅

に設計値を超え、ただごとではない。通常の手だてでは難しい。ベント：原子炉格納容器

から放射性物質の大気への飛散を知って、中の空圧を開放する操作」をしなければならな

い」と、後日、テレビの前で語りました。この話を信じるなら、すでに東電から海江田氏

へ原子炉の緊急事態が伝えられ、その後に首相の判断を待った話になります（★この状況

を見ると、緊急通報の環境はあったようです。また、無ければ、自衛隊や警察、衛星放送

などを介した通信を早急に立ち上げることをすれば良いわけですが、なぜ、官邸と現地の

直接の交信が無かったのか？BCP 運用面では疑問が残る専門家達？の行動です）。 

 12日(翌日)午前 2:00官邸はベントを了承し、午前 3:00に共同会見となりました。しかし、

ベントは行われません。その理由は、東電・現地では、ベントを手作業で行う必要があっ

たが、図面を広げて検討することから開始せざるを得ない状況だったからです（★BCP の

運用上から見ると、検討も訓練が『安全神話』が関与してか？皆無だったことがわかりま

す）。この時、いらいらとベントを待つ管首相は、東電幹部を呼び、「ベントをなぜやらな

いのか？」迫ったそうです。しかし、らちがあかない。このため、午前 5:55 にヘリコプタ

ーをチャーター、原子力委員会・班目（まだらめ）委員長を同行させ 7:11 現地入りとなり、

現地で東電作業員が廊下に疲れて寝る環境を見ながら東電幹部との会議の開始となりまし

た。この会議で、 初に東電・所長の吉田氏が事情説明に入ったのを制止させた管首相は

「今後どうするか？」の質問に、「決死隊を設け、4 時間かかるが頑張る」と答えたため、

首相は安堵したそうです（★なお、原発事故対策を管首相達は官邸の 5 階で行っていまし

た。この時、地階には原子力対策の専門家が集められていたのですが、意見具申は無く、5

階からの連絡を待つだけだった点も疑問が残る事象です。対策本部を統合すればオフサイ

トセンターの機能が、ある程度発動した可能性があったためです。さらに、地階でリーダ

ーをつくり、緊急に事態の把握～対策の検討を進め 5 階に具申はできたはずです。しかし、
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その種の報道や記録はありません。特に、本部で指揮する役に当たる管首相が、官邸を離

れた点は、多くの方が疑問とする行動です。その理由は、BCP 適用上、このような場合、

「中央統轄する指揮官は原子力対策本部から離れず指揮すべき」とされているためです。

本部長が現地の情報収集の必要がある場合は副官を任命して情報収集に当たるべきです。

また、現地の各種要件の決定に際しては「権限委譲を図るべき」としているからです）。な

お、この間、午前 8:00 まで、東電・社長の清水氏は都内のヘリポートにいましたが、理由

は「関西に出張、急遽の移動ができなかった」とのことでした。 

 ベントは 12 日の午後 2:30 開始されました。たが、ご承知のように、午後 3:36 分に第一

原発一号機の水素爆発です。しかも、第一報は福島県警の警察官・横山氏が即座に関係者

に伝えました。警視庁、官邸の順で通報したわけですが、「もう一度確認せよ！」の指示に

終わりました。ところが、この時、テレビ局の映像が実情を伝え、官邸では、この事態の

事実確認となりました（★この状況で、官邸という災害対策本部では、現地情報の重視や、

受けて、何をすべきか？という準備が無かったことが判ります。加えて、司令官を失った

官邸の活動の停滞は BCP 的に「 悪の事態を想定し、緊急時用対策の発動を進める」とい

う準備が無かったということになります）。なお、このため、枝野・官房長官は 2 時間後協

議で結論が出ず、午後 5:45 に「どう言うか準備は無いが、記者会見をしないわけに行かな

い」ということで記者発表に当たりました。その発言が「何らかの爆発的事象があり、現

在調査中！」という意味不明の会見でした。このため、関係者が何も行動が取れない会見

に終わりました。しかし、爆破の事実を知った報道陣は盛んに、現地の状況を報じました。

このため、もはや、この時点から、国民は政府の公式発表を信用しなくなりました。 

 これ以降の原発事故に伴う原発被害と福島県在住の 15 万人の方が避難する。・・・など、

段階的に公表されてきた放射能飛散から食品や風評被害を見ると、悲惨という一語では表

せない事象です。また、原発事故の経過を、このように BCP 不備と運用の問題という『反

面教師』の局面で各種の行動を整理すると、この事故の背景に BCP が重視する『予防対策』

と『緊急時用対策』の準備と実務における展開が、いかに重要、かつ、必要だったかが判

ります。自然災害の多くは「初めて」という事象という一面があります。だが、福島をこ

こに至らしめた経緯を解析すると、事故の要因は人災のかたまりであり、『絵に描いた餅』

『形ばかりの安全マニュアル』の弊害が次々と現出していったことが判ります。特に、「こ

の種のリスク対策に対しては、常に 悪の事態を発案、想定して、訓練による実行があれ

ば、事象の連続で大事に至らしめすケースは少なくできる」ということになります。だが、

今や「後悔先に立たず」です。また、表 6-8 にまとめたように、「ここまでの解析は今回の

3･11 にもそのまま当てはまる対処だった」という反省です。要は BCP が目的とする「リス

ク対策マネジメントの活用方法」そのものになるわけですが、自然災害マネジメントは先

に図 1-7 に提唱させていただいたように、人類が、同じような事情を繰り返しながら経験の

積み上げ対処して行く方式では、今後も多数の死者と膨大な被災者を繰り返し発生させて

しまいます。そのために、皆様には、ここに記載した内容を『BCP 不備と活用面から見た
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悪しき事例』『他山の石とす』『対岸の火事とせず』という形で、今後の災害防止に対する

反面教師的な教材にしていただくことを願う次第です。 

 

表6-8　過去の教訓を生かさなかった反省

①「チリの記憶落とし穴」と題した記事
　　　　　　　　　　　　朝日新聞３月２３日号の要点

　南三陸町には一対のモアイ像がある。この
像はチリ津波で当時４１人を失ったため、記憶
を風化させない目的で造られた。しかし、今回
この無言の警告を越える地震が到来した。
　記事では貞観大地震他、チリ津波を越える
津波が過去あったにもかかわらず「チリ津波
より大きい津波は来ないと、心のどこかで思
っていた」という状況で今回対応した方々の
話をまとめている。要は「想定以上、なすすべ
もなく、・・・」という状況だった。
　「津波退避の基準とした消防署は津波に飲
み込まれ、昨年５月に6mを想定した防災訓練

の内容を大きく上回る状況だった」と佐藤町長
は語った。
　なお、志津川湾は外洋から8km離れているが

津波が起きると波高を増幅させ同地区を襲う
歴史が「志津川町誌」にあり、869年以降、三陸
を襲った津波は死者が出たものだけで10回、
お年寄りは三陸地震津波（1896明治、1933年
昭和三陸沖津波）を語りついできた。

●この事例はリスク評価の基準をリーダーが
　　判定ミスしてきたという事例である。

② 「大津波　東電甘い想定」と題した記事
　　　　　　　　　　　　朝日新聞３月２５日号の要点

　「大津波の襲来は少なくとも20年前から判っていた。

国による古い原発再審査も原発の再審査も、費用を
懸念する産業界の反対で遅れていた」と明記
　福島第一原発の防潮堤は5.4mだぅた。だが、津波
の高さはこの3倍だった。これに対し、120km北の女川
は9.1mの備えをしていたため大きな被害を免れた。

　この種、「東電・福井原発の想定は甘い！」という
警告は、再三に渡り専門家が指摘してきた要件だっ
た（例：2009年6月経済産業省、古い原発の耐久性を

検討する専門委員会）。この時、原子力安全員・保安
院とも「当然検討する」としたが、全く手は打たなかっ
た。指摘に当たった岡村氏は869年の貞観大地震
M8.8を始め、1500年頃の津波の痕跡を例示したが

この調査・研究結果は無視されてきた。神戸大学の
石橋教授も97年に予見、原発震災と名付けた警鐘

をならしてきたが、産業界から原発新設の中で圧力
をかける形で、06年（28年後）に耐震指針が出たが、

何も具体的な活動はなく、今回の被災に至った。

●この事例はリスクが顕在化することが専門家達
　から科学的に指摘されてきた忠告を政治的に
　押さえこみ、安全神話のもと、対策しなかった功罪
　を示した。

 

 117 



第 7 章 BCP 運用に必要な防災訓練 

 3･11 で災害訓練の必要性と実を見事に日本国民に示した例が多数ありました。その例の

代表的なものは、津波被災時にいち早く行動を取り、被災を免れた現地の小学校、託児所

や自治体の活動、被災後に遭難者救助やインフラの復旧で活躍した自衛隊は記憶に新しい

ことと思います。また、原発の爆破で、原子炉への注水を見えない敵である放射能と戦っ

た自衛隊ヘリコプターと東京消防署の活動も想像を超えた活動でした。加えて、各地の自

治体の活動やボランティアの方々の支援、さらには、遠地から支援物資を現地に収集・提

供される方々を始め、被災を受けた企業や関連業務の方々のご支援には頭が下がる内容ば

かりでした。このような決死的な活動をされた皆様には、まず、感謝すると同時に、ここ

でその総てを記載することはできませんが、主な事例を紹介することにします。 

① 事例に学ぶ避難訓練と、そのあり方 

 防災・避難訓練の要点は図 7-1 に示す通りです。 

図7-1　防災訓練に対する注意事項

１，注意点：
　　　いつまでも『防災ショー』『劇場型』『アリバイつくり型」という目的とアウトプットが希薄な定例
　　勉強会は身につかず、実践に役立たないことを専門家が指摘してきた。

２，一般的な訓練システムの導入～実務展開ガイド

　　　① 講習会　→　②実習体験　→　③ 模擬訓練　→④課題設定訓練　→　⑤資格　
http://matome.naver.jp/odai/2125178263168750883

知識の習得（含む注意点とコツ） 駆使~指導可能な実践力 応用課題を見事に解決

３，実務訓練課題：CRM式

広く一般~防災意識の高揚

被災ライン

軽傷
ヒヤット

報告書や
事例~
教訓

BCPの主要点

P：発生頻度
×S：事が起きたとき

　　　の重大性を判断
＋場に合った事故
　　~被災要件を抽出

効果があがる訓練
課題と程度、チェック
ポイント抽出

ここからはキーパーソン育成が課題となる

 
 

3･11 では、東日本にあるほとんどの小中学校が災害訓練の成果を発揮しましたが、特に、

『釜石の奇跡』とまで言われた釜石の小中学生 3,000 人の避難行動は正にお手本ともいう

べき事例を示しました。震災当時、釜石では多くの方が避難を開始しました。しかし、成

人の方々は即座に高台へ逃げる方ばかりではなかった中で、すでに全員が懸命に高台へと

向かっていたからです。なお、ここでは、8 年に渡って、群馬大学・片田教授のご指導と共

に、3 原則の徹底教育と訓練がなされてきました。このため、無事に津波回避を果たした学

生の皆様が異口同音に語る内容は「日頃の訓練が役立った」と話します。特に、ここには、
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BCP の運用上、書類整備だけに終わらすべきでない内容が多数あります。そこで、原則に

従い、要件を整理することにします。 

【原則１】「想定にとらわれるな！」：釜石東中学校の場合、最初、児童・生徒 600 名が避

難場所として定められた高台のグループホームに逃げました。しかし、息つく暇もな

く、裏側の崖が崩れる状況を目撃したため、危険を感じ、さらに約 500m 先にある介

護福祉施設を目指しました。その 30秒後、グループホームは津波に逃れたわけですが、

単に、習ったことだけを訓練、安全確保が完全であるという想定をしない訓練がここ

に活きました。 

【原則２】「最善を尽くせ」：グループホームから介護福祉施設へ逃げる際、背後から轟音

と共に津波が迫ってきました。「最善を尽くして逃げる」ということを一人ひとりが口

にして行動したことが、間一髪で津波に巻き込まれるという事態を回避させました。 

【原則３】「率先し避難せよ」：釜石市の教育委員会は、片岡教授のご指導を受け、平成 17

津波の時から防災教育を進めてきました。だが、翌年・千島列島沖地震の際、避難率

が 10％未満だったそうです。このため、片岡教授は登下校時の避難計画を子供達にも

立てさせる工夫と共に、「率先した避難」を各人が図る教育を取り入れました。その結

果、7 割の児童が下校途中に機転を効かし、自宅にいた児童が率先して祖母などを介助

しながら逃げました。だが、さらに、「逃げた避難場所では十分な安全性は確保できな

い」と判断した生徒達は、率先して避難地にいた方々を更に高い避難地へ誘導させま

した。このため、全員が関係者の被災を回避する成果を得ました。 

この訓練には学ぶ点が多いので、『津波避難訓練のあるべき姿』という意味で、ここに紹

介しました。理由は、「BCP で定めた安全避難訓練事項を守れば安全が完全に確保できる

か？」という点です。自然災害は状況により、その状況が大きく変化します。そのような

場合、更なる安全対策を即座に見つけて行動することが必要になります。また、これを「訓

練を土台とした臨機応変技」と言いますが、BCP 運用上の重要な点です。特に、変化する

状況に応じた対応策を即座に予測して行う方式を組み入れた訓練は、是非、BCP の訓練項

目に入れて実務的な訓練をすべきです。 

防災訓練は 3･11 以前から官・工・学を問わず、多くの組織体で行われてきました。また、

安全対策本部を中心とした編成した訓練は表 7-1 をガイドとして行われてきました。また、

その活用は多くの企業で BCP 活用成功例という形で紹介されてきました。そこで、その一

例を図 7-2 に例示しました。特に、上部の JX 日鉱日石エネルギーの事例は、津波と共に被

災した石油プラント並びに道路などの破壊で、日本には供給量が十分あったのですが、日

本全体が「品不足」という風評やパニックが手伝い、特に被災地を中心に各所でガソリン

を中心とした不足状態に陥りました。そのような時、この事例は BCP に定められた訓練内

容を生かし早期復旧・回復に貢献した事例です。 

加えて、大田区の企業連携の快挙も、産業界では賞賛されました。図の中央にその状況を

例示しましたが、極めて実務的な BCP 上で設定した訓練要件が生かされた事例です。「備

 119 



えあれば憂いなし」という言は、この種、現実的な訓練を定め、実施する対処です。 

 

表7-1　訓練対象項目

① 実施事項と機材、安全確保などの確認

② 人的負担と作業安全確保を図った各種対策

③ 訓練マニュアルなどの確認～専門技術などの発動

④ その他

① 現地毎の正確な情報把握～対策手段の整備状況把握

② 実施課題のピックアップ~優先着手順位の決定

③ 小集団対策部隊の役割、担当の設定

④ 中央統轄で飛び込んで来る異常処理への対処（含む余力管理~外部

　　応援・支援要請を含む）~適応内容全体の見える化、情報統制

⑤ 節目毎の打ち合わせ~合意形成、並びに、相互に努力をたたえる活動

　　の運営

① 分散した組織間の活動把握～各リーダーとの調整（TV会議など利用）

② 対策要件と技術、負荷や陣容などの把握～本部への伝達

③ 外部交渉や問い合わせ（報道など、訪問者など）への対応

① 災害管理情報の一元管理～見える化

② 定めた組織機能に対するリーダー権の発動内容の登録とフォロー

③ 刻々変化する事態に対する的確な意思決定と決定内容の指示・フォロー

　　炊き出しや飲料、トイレ、寒さ対策から燃料、電池などの補給・充当など

① 災害時の体制構築・役割と権限などの確認

② 被災・避難、従業員の安全など一元管理システムの運用（作戦と展開）

③ 緊急災害要請支援への活動開始（支援体制設置と運営）

　　　　　　　　　訓練ガイドとなる主要な項目

参画者個々人実務的活動

各地域、職場毎　
に設けた

　問題対処

　チーム

（リーダーの活動）

災害擁護者
プラン具体化

　上記＋事務局　組織間調整

　災害戦略本部災害時の

　情報統制

　経営トップ災害体制の

　整備と運用

主な訓練対象者　区　　分

総花的、教養的：タタミの上の水泳訓練的な内容は無意味なので、上表から外した。  
 

図7-2　BCPの訓練実践による早期生産復旧事例

日刊工業新聞Y11-6/2JX日鉱日石エネルギー

URLに紹介中のBCPの例
① 国立技術政策総合研究所発行：http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0584pdf/ks0584.pdf
② 富士通ｴﾌｻｽ：http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol60-2/paper15.pdf
③ 内閣府：http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipanf.pdf

　仙台製油所は。仙台市宮城野区の陸上出荷設備で火災の発生など大きな
被害に遭ったが、昨年9月に一度防災訓練を進めていた。このため、BCPに
よる早い復旧を果たし、被災地への燃料供給を早めた。
　同社では震災発生と同時に社長を本部長とする災害対策本部を即座に立ち上げた。このため、
①早急な現状把握を基に、②3月15日には復旧対策本部で役割担当を整備、③復旧計画を策定

～効果的な活動に入った。相互連絡には災害優先携帯電話の使用が効果を発揮した。
このため、3月末には東北向けガソリンは61000KL、灯油53000KL、経由41000KL計15．5万KLを
提供した。

大田区の中小企業

　2010年、BCPの関心が高まる中で東京都の「BCP策定事業」を利用して
BCPの策定を進める中で今回の震災を受けた。だが、このため、被害を少

なく留めることができた。
例１：プラスチック射出成形の睦化工は震災前から幹部の携帯電話や避難先が一覧可能なPCBを
　　作成しておいたため、復旧体制が早急に取れた。
例２：ガラス・鏡加工の西尾ガラス鏡工業では被害は軽微、加えて、3月14日には資材調達の見通し

　　～納期対応状況を一覧化して顧客対応を図ったため、顧客からも高い信頼につなげた。

災害時でも顧客満足対策を！
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② 避難訓練、リーダーが皆無で悲劇を招いた事例から学 

 (1) 大川小学校の悲劇 

先に『釜石の奇跡』を訓練のお手本という形で例示しました。ところが、同じような児

童の誘導に失敗した『大川小学校の悲劇』では、実に残念なことに、「訓練の無さと不備が

いかに悲惨な結果を招くか？」という例を示す惨劇となりました。図 7-3 にその状況をまと

めましたが、ここでは、宮城県・石巻市・大川小学校（釜石の近隣）では、巨大津波によ

って全校 108 名の内、74 名が死亡・行方不明になったためです。しかも、地震発生から津

波襲来まで 50 分という十分に避難できた時間があったにもかかわらず起きた悲惨でした。 

 

図7-3　大川小学校の悲劇

　避難に50分という余裕、また、『釜石の奇跡』に見るように、同地区でほとんどの小学校が避難訓練
を生かして被災を免れたが（104名の内、家族が連れて行って避難して生き残った生徒を除き）校庭に
集合、避難指示を待つ78名のたった4名だけが生き残った。その間の経緯は以下に示した状況だった。

　　① 午前２：４５
校内放送機器が使用不能
になったため、教務主任教諭
が全員、校庭に集合を指示
整列、保護者には迎えを
する方がいた。

　　② 午前３：２５頃
避難する方の中に老人がいる
ため、２つの候補地のいづれに
するか議論、やがて学校側は
生徒を連れ三角地帯に非難を
決めて6年生を先頭に移動を
開始した（海川）。

　③ 午前３：３７
　先頭の生徒が黒い塊に
なって襲ってくる津波を目撃
学校側にも津波、この時、
教務主任教諭が「山だ！」
と指示した。

　　④ その後
　山まで津波が応酬、何とか
物につかまり逃げた児童や
ヘルメットが浮き子になり、
流される児童の内、助かる
者がいた。

大川小学校の避難状況

海岸線

住居地

津波 津波

避難を
指示した

三角地帯

高台
学
校

学校の裏：山地

逃げた経路集まって
指示を待った
運動場（校庭）

【NHK】報道特集にあった内容
① 生き残った1人に父子がいました（母は津波被災で死亡）。その方の状況をテレビで伝えたが、親子の関連がちぐはぐ

　　だが、何とか交流を持ち生活している様子を伝えました。
② 震災の後、生き残り家族と、死災者の家族に溝が発生した。相互の交流は絶たれ、生き残った家族の方が、「何か悪
　　いことをしたような感です。生き残った子供を持つことが申し訳ない」と語っていました。
③ 相互に集まり、今後を討論、結局は再発時に訓練の大切さを伝えることが残存者の使命！と考え、話し合う場で番組

　　は終了していました。また、死亡した児童を持つ親族が学校と自治体の管理のあり方に対し訴訟を起こす行動をとり
　　つつある状況が報道されました。
　以上のような悲劇の要点は、正に、訓練不備が死を招き、他の学校と大きな差が出た内容を伝える内容でした。

 
 

では、「なぜ、幼い命がこれほどの状況になったのか？」に対し、各種新聞は、大きな紙

面を使って特集した記事を出しました。加えて、NHK では特集報道の形で、生存された男

女児童とご家族の方に対し、各種インタビューを行い「なぜ、どのようにして津波を回避

できたのに、出来なかったのか？」という内容を紹介しました。この内容を見ると、BCP

面で、訓練上、次のような欠陥がクローズアップしていたわけですが、今後の防災・避難

訓練に対し、残念ではありますが、重要な注意点を示す例だけが残りました。 

(a) 防災・避難マニュアル活用面の検討不備： 

大川小学校にも、避難訓練と避難場所に対するマニュアルは提供されていました。

しかし、「安全な高台に避難すること」とされているだけであり、学校側で具体的な避

難場所を検討、記載していません。 

(b) 避難指示の発動指示の混乱とリーダー不在状況で、無駄な討論に時間浪費： 
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地震時に全員を校庭に並ばせ、点呼を開始しました。この時点で危険を感じた親族の

方々が子供を引き取りに来るため、名簿でチェックと整列で繰り返す中で、先生達は避

難場所を検討したが決まらず、時間が経過、内容は校庭に集まってきた老人の避難が大

変なので、避難場所の定めた橋の近くの三角地帯に行くべきか？子供達がキノコ取りの

実習で行く裏山へ行くか？討論したが、結論が出ません。時間が経過する中で、津波が

迫る中で、逃げる途中で被災した学校より多少は高台、しかも、裏山より遠距離に位置

する三角地へ移動を開始しました。待つ子供達は「なぜ、早く裏山へ移動しないのか？

いらいらしながら待っていた」と、助かった児童が、事後談で、語りました。また、近

隣の津波から逃げる大人達が「早く裏山へ逃げろ！」と言いながら移動していましたが、

その声は無視して先生方は討論を続けていたわけでした。 

(c) 津波の来襲～被災時、逃げる途中で方向を裏山へ変更： 

児童達が逃げる途中で津波が襲ってきました。急遽裏山への回避を伝えたが児童は被

災しました。津波被災後に瓦礫の間に倒れ、死亡した児童を保護しに駆けつけた親族の

話では、「今にも起き上がってきてくれそうな様子だった。泣き叫び、やるべきことは

やったが、帰らぬ人になった」という悲惨な状況でした。 

(2) 宮城県・名取市・閑上（かりあげ）地区の悲劇 

 避難訓練不足とリーダー不在は災害時に大きな悲劇を招きます。この例は 700 名もの方

が、正に「烏合の衆」とも言うべき、避難集団と共に無意味な行動を自然発生的に集団が

採り津波を被災した事例です。 

(a) 被災直後の不可思議な行動： 

 被災し、幸いにも助かった方の言では「震災直後 10 分程度まで、驚くほど町は静かだっ

た。各人が被災した家具を立て直すという意味の無い行動をしていたようです。私も、ス

テレオの足が取れたので、一生懸命もとに戻す無意味な行為を繰り返していました。後で

考えると、ただ、昔の重いステレオを持ち上げ、足を入れても折れた足がもどるはずが無

いのに、繰り返していました。逃げろと言えば高台に逃げたと思うのですが、ただ、座っ

て足の取り付けを繰り返していました。・・・近所の方も、地震で壊れたものの片付けをし

ていたと、後で聞きましたが、同じような無意味なことをしていたそうです。・・・」とい

う内容でした。 

(b) 弱い方を何とか保護しようとする心理と行動の発生： 

さらに、多くの方が話す内容は「地震の当初、町は静まりかえっていました。しかし、や

がて、誰かが「この地震は津波が来るぞ」と誰かが叫んだので、外へ出ました。この声で

「老人を助けよう」という方が現れ、「そうだ」と呼応する方が数名でチームとなりました。

私がリーダーになったわけですが、それぞれ、老人のいるお宅へ向かい、高台避難を促し

ましたが、中に「私はいいから」と言い張る人がいました。そこで、私では駄目かもしれ

ないと考え、家に引き返し妻をつれてきて説得に当たってもらいました。20 分の説得の後、

ようやく避難しようとした矢先、津波が襲ってきました。私はこのように助かったのです
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が、妻と高台に移動を始めた老人は津波にさらわれ、帰らぬ人となってしまいました。・・

妻には申し訳ないことをしたと反省しています。でも、あの説得をしないで老人を置き去

りにすることは、私にはどうしても出来なかったのです。・・」という話をテレビで語る方

がいました。 

(c) 逃げる方につられて行う行動 

 これも避難地に避難した方の実話です。「この地区では、多くの方が避難場所に指定され

た小学校に集まりました。集まった方が談話中、やがて「ここにいては危ないのでは？」

という話が出てきました。小学校の前の通路には多くの車が津波から高台へ逃げるため連

なり、止まっていました。その状況も話しに出たわけですが、やがて、数名が「あの高台

の避難地の方が安全では？」と言い出しました。私は、小学校の屋上にいて助かりました

が、数名が移動し、多くの方がその方を追うような形で移動を開始しました。しかし、道

路は車が一杯で通れません。そこで、先頭に立つ方を追うように、車を縫う形で移動を始

めてしばらくした頃、津波が襲ってきて、車はもとより、もうひとつの避難場所に移る行

動を起こした方は全滅に近い状況で津波にさらわれてしまいました。ここに残っていれば

助かったのに、・・・・」という事例です。 

後日、このような集団が発する各種の異常現象を広瀬教授が心理学的に図 7-4 のような解

説を加えておられましたが、大川小学校の悲劇同様に、この例も、避難訓練が無く、避難

情報を持ったリーダーがいなかったため発生した悲劇と、今まで研究されてこなかった心

理状況が発生した事例です。 

図7-4　東京女子大学・災害心理学の広瀬弘忠名誉教授の解析内容

１，正常性バイアス：
　被災・パニック状況に、無意味な冷静とも見える行動を整然
と取る行動様式
・閑上の主婦の言によると、「地震直後、地震で被害の少ない部屋に逃れ、足が折れたステレオを

　ただただ、直していた。ハッと気づくと町は奇妙に静まりかえっていた。
・この現象は余りに大きな危険に遭うと、その現象に目をつぶり（無視して）しまい。問題に
　対処しないで、無意味な行動を続ける習性（自分を落ち着かせる作用のひとつとされる）。

今まで研究されて
こなかったし、防災
教育に入れてない事項！

不可思議な脳の作用

２，愛他行動：
　自分の身や家族に被害が及ぶ状態にあって、何とか弱者の方を保護・救済に
集中する行動
・閑上の理髪店のご主人は、地震と同時に分担して老人救済に当たった。しかも、逃げる

　ことをあきらめた老婆に対し、自分の妻を駆り出し説得、２０分を要し、結局は自分は
　助かったが妻と老婆は死去した。だが、「放っておいたら一生悔やむ！・・・」と事後話した。

３，同調バイアス：
　集まった集団が根拠の無い情報から意思統一してある方向へ動きを取る現象
・ 閑上では、２階建ての小学校（一番津波被害を受けやすい箇所）に集まった方々が相互に

　話す内に、「ここは危険」ということで、津波襲来近くになり集団移動を開始したが、次の
　避難地へ向かう道路上で全員が津波にのまれた。
・逆に、貞山堀付近にたむろする集団に津波を見て逃げる方が逃げる指示をしても動ず、被災。
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(3) 宮城県・石巻市における幼児送迎バスによる 5 児死亡事故 

 これは、災害避難訓練が皆無だった幼稚園で起きた、不可思議ともいう内容であり、悲

惨な事故でした。大地震の直後、宮城県石巻市の高台にある幼稚園児 5 名を乗せたバスが

津波に向かう形で被災したためです。2011 年 8 月 4 日の朝日新聞は「運転手が防災手引き

を守らなかった」という内容を紹介しました。では、被災に至った経過を解説することに

します。  

バスは 3 月 11 日午後 3:00 頃（震災の 15 分後）に園児 12 名を帰宅させるために幼稚園

を出発、途中で降りた 7 名は津波が迫ってきたため高台へ逃げました。このため、この方々

は全員が無事です。その後、バスには、残った 5 名と、運転手とその奥さんが乗っていま

した。なぜか？幼稚園出発児には先生方から「津波に用心」という注意をしていたにもか

かわらず、このバスは津波の来る方向に向かいました。このため 5 名の児童が亡くなると

いう惨事を招いたのですが、運転手だけが、流れてきた家につかまり九死に一生という形

で助かりました。後日、運転手は「早く幼児達を家に戻したかったため」と話しました。

だが、新聞記事は、「運転手を含む教職員の多くがマニュアルの存在を知らなかった」とい

う状況だった調査内容ことを紹介しました。また、幼稚園は津波で被災しない高台にある

ため「震災時には、園児は保護者のお迎えを持って引き返す」とあるそうです。従って、

園児を亡くしたご両親達は、「早く園児達を自宅に届けたいという意志を理解できないわけ

ではありませんが、規則違反で園児を死に追いやった」という違反行為を子供を失った父

兄の方々が学校側に提示しました（現在は訴訟中です）。訴訟の行方はしかるべき専門家に

お任せすることになります。だが、先の 2 つの例に続く形で、残念なことに、避難訓練が

無く、避難情報を持ったリーダーがいなかったために発生した悲劇です。 

 

③ 形だけの防災・避難訓練に対する警告と自然災害訓練のあり方【提言として】 

 いくら立派な BCP 運用マニュアルを作っても、教育と訓練が無い放置が招く惨事は、こ

こまでの事例が示す通りです。このため、防災マニュアルは徹底して見直すことを勧めし

ます。一般に、『形骸化した防災マニュアル』と言われるものには次のような形態が多く含

まれているので、ご注意を願う次第です。 

(a) 立派な書類と教養番組的な内容：安全教育としては「時間つぶし」の扱いです。①訓練

は簡単なものだけ、しかも、②教養的。特に、③避難訓練方式は、広場に逃げて整列の

後、数名の希望者を使って消化器で火消しの演習を行う程度のものです。消化器の使用

などは、数名のグループで担当を数名決めておき、日頃から操作手順を学び、登録して

おけば良いという内容です。そうなると、この種の決まった訓練は基本かも知れません

が、教養的な訓練であり、『畳の上の水泳訓練方式』という扱いにすべきです。 

(b) 訓練の狙いがよく判らない方式：日時を定め、集まれる方を中心に避難場所へ集合、本

部長が一言語り満足となる形態です。筆者も、この方式に参加したことがありましたが、

果たして誰のために何を行う訓練だったか？疑問に思う内容ばかりでした。まず、地震
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速報を受けてリーダーの指示に従って部屋から公園に移動となったわけですが、リーダ

ーと称する方の誘導がまずく、階段が人で一杯になり、反って危険な状況でした。また、

ヘルメットをかぶり点呼を取ったのですが、果たして部屋に何名いて「全員問題なし」

という報告が正しかったのか否かが不明でした。もし、この種の確認や点呼を行うので

あれば、職場毎に小集団化しておいて、出張・不在者の状況や名簿にどの程度の人数が

いて、状況がどうなっているかをつかんでから、本部に当たる事務局へ報告すべきです。 

(c) 訓練回数が少ない：工場にいると安全訓練は、KYT、安全の日、訓練結果競技会や試験

や資格など、年に数回、しかも、目的をしぼり、忘れそうな内容を繰り返す方式が実施

されてきました。ここに自然災害訓練を組み入れる方式をお勧めしたいわけですが、年

に 1 回程度、お祭りのように行う。大事があった時は訓練を盛んに行うが、多忙になる

と止めてしまう方式は、訓練の重要性を無視した例、とすべきです。 

(d) 夜間帯や雨天、過酷な環境で行わない訓練 

★注釈：以降、解説しなくても読者の方にはご理解願える内容なので解説を省略します。 

(e) 決められた訓練メニューだけを繰り返し、満足する形態 

(f) 電灯や電源停止、通信が機能しないことを仮定したメニューを組み入れていない訓練 

(g) 訓練の後、評価や反省、相互討論による改良を検討する場や時間を持たない訓練など 

以上、一般的に行われてきた訓練における問題点を例示しました。「訓練は実務で役立た

なければ意味が無い」ということは誰もが承知している内容です。また、この種の訓練が

なされた結果、今回、3･11 では訓練の成果が出た例が多く紹介されたということが判りま

す。自然災害対策の訓練においては、その地、その場の条件を十分検討したケーススタデ

ィを用意しておいて、仮想例を出した時に問題解決が可能か否か？を関係者が考え、反省

する方式をお勧めしたいと思います。津波が予想され地では、津波回避訓練、ビルであれ

ば、それに適合したケース、木造家屋が多い地ではその対策など、各地、各業務などに応

じたハザード MAP を参考にケーススタディを用意すべきです。この種の訓練体型の総てを

ここに記載することは出来ませんが、ここまでの注意を参考に、一般的な集合訓練の他に、

各人が学んだことをテストする方式を訓練の題材とすべきです。 

【震災対策訓練シナリオ設定の例】 

離れた研修センターで人数は 200 名で被災するケースを仮定 

(a) 震度 6 が夜間に発生、2 日程度は停電、3 日程度は通信不能 

(b) 交通網は 3 日、上下水道 2 日、当然、燃料であるガスや石油類の補給は 3 日程度なさ

れない環境 

(c) 建物の倒壊は無いが、風呂や発電施設は故障 

(d) 死亡者はいないが風邪ひきは 2 名、けが人 1 名が発生 

(e) 近隣の避難所は 30Km 離れ、道路は遮断、乗用車などの運行は出来ない。 

(f) その他、多くの条件を決めて行う。 

【事前自習内容】 
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(ｲ) 施設の図面と保有する機材、十分で無い非常食や飲料、寝具など非常口 

(ﾛ) BCP 関連書類（対策本部設定から緊急時に関する詳細マニュアル） 

(ﾊ) 200 名の当日の活動内容 

(ﾆ) ハザード MAP と周辺地図など 

 この種の訓練を行う前、初歩的に行う訓練の例は、NASA で開発された『月面危機テス

ト』『遭難漂流テスト』『砂漠脱出テスト』などがあります。教育訓練ゲームとして各所で

使われてきました災害時に取り組む姿勢の整理法です。上に記載した訓練も、これに似た

形で 20 名ほどの方が隔離された場所を仮定し、講師が禁止事項だけを告げ、危機脱出を図

る方式です。なお、この種の訓練方式は、3･11 以降、その必要性が重視され、企業におい

ては、BCP の適用成功例を参考に策定して行かれることを願う次第です。また、自治体に

おいは、各所でテスト的な内容が実施された事例が紹介され始めたので、その種の事例を

参考にされることをお勧めしたいと思います。なお、訓練を受ける方がケースの内容を知

らないで、知っている知識を駆使して危機脱出を模索する訓練法は、航空機のヒューマン

エラー撲滅対策に使われてきた CRM が参考になると考えます。そこで、図 7-5 に CRM の

要点を掲載することにしました。 

CRM：Crew　Resource　Management
　ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く
の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の
事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果

だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム
化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本
でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法　

CRM：Crew　Resource　Management
　ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く
の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の
事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果

だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム
化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本
でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法　

①　ヒﾔｯﾄ情報の登録義務化：
　　かつて、パイロットがﾆﾔｰﾐｽや危険を感じると、それは本人の失点になって

　しまうため隠していたが、どんな小さなﾐｽでも連絡する。この情報はﾊﾟｲﾛｯﾄの
　能力や責任と切り離し、情報収集→ヒﾔｯﾄの解析、活用の方式を定めて対策
　から活用へ向ける。

②　ｺｯｸﾋﾟｯﾄ内の連携ﾌﾟﾚｰの強化：
　　　　過去、主操縦士が絶対権限を持ち全ての意思決定をしていた内容に
　　　対し、もし、副操縦士が不安を感じる事項があれば進言できる制度。協力
　　　しあって問題解決を図る仕組みとした。

本音・自由な
討論を重視

③　①と②を実務に移すためのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝによる訓練：
　　　　シュミレーターを用い、試験官が問題を出し、ﾄﾗﾌﾞﾙ時の対処を
　　訓練・評価・身につける対策。

図7-5　CRMを利用した徹底安全訓練対策の進め方

CRM

 
 なお、防災・避難訓練の効果は次ページ記載した内容であり、図 7-6 が示したように、考

えさせて、実施、失敗から学ぶ訓練は人が災害から逃れる知恵を多く生むことがわかって

います。このため、実務訓練には下に記載したような内容を配慮した実務的、有効度の高

い訓練を願う次第です。 

(1) 訓練は受ける方、場所や環境に応じた訓練メニューを個々に決める。 

リーダーに誘導される対象者には、訓練の意義や最低限知っておき日頃から準備を勧
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めておく事項＋α程度を考えてメニューと達成度を事前に教える。津波の例では釜石の

奇跡が参考になります。また、都市部の防火対策には、東京都・世田谷の木造密集地区

の消化訓練が参考になります。 

(2) 災害時のリーダーには知識教育以外に、教育メニューに記載の無い、実務的なケースス

タディを適用することを条件とする。 

(3) 災害避難専門家には訓練を繰り返し、技術力向上や資格不要などを図る。 

3･11 では自衛隊や消防署の方々は専門技術を駆使して見事なまでの活躍をされまし

た。この種防災・被災対策技術は専門機関で工夫訓練された技術錬磨が必要です（なお、

この分野には既に専門的な機関や訓練法があるので、各機関にご相談下さい）。 

防災訓練の目的と効果

① 問題発生など、緊急時に習得した技術や手順を的確に駆使して、安全確保~被災を被る

　　程度を最小限化する。
②万が一の災害発生時にでも、落ち着いて冷静に慌てず、適切な対処を行うことができる
　　ようにする（体験や経験の存在が自信に満ちた行動を生む。
③ 実務訓練により、何を考え、「周りの人との協力」という面をどのように対処するべきかも

　　知り、学び、確認する。
④ 例えば消化器の使用や、避難通路の確認と通行訓練を例にとると、訓練者がいると、関係者

　　は安心して従うことにより安全を確保する。安全訓練者ということで信頼する、協力を惜しまず
　　連携した活動となるなどの効果が発生する。
⑤ 訓練の経過を踏めば、どのようなアウトプットが得られるかが判っているため、自身を持って

　　各種手続きや処理がズムーズに進む。
⑥ 訓練を多く受けた者は、状況によって発生する各種のイレギュラーな事象に対し、納得が行き

　　リスクが少なく、短時間で成果を得る策を創案・選択する可能性を高める。
⑦ 訓練の成果を得た方は、関係者に賛同と理解を得る活動に協力し、これがために自分の安全

　　確保、関係者の巻き込みに努力するので、更なる、訓練文化の高揚に寄与する。

http://www.google.co.jp/search?q=%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4&hl=ja&rlz=1T4SKPB_
jaJP304JP305&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MYJHTpetMKaKmQWe4NXuBg&ved=
0CFsQsAQ&biw=995&bih=482には一般的な訓練状況の画像が提示させている。

 

　図7-6　失敗を防ぐ教育・訓練のあり方

大事故体験者

2度とあのよう

なチャレンジ
はやりたくない！

失敗の連続体験者
の基本的考え方

あの強い鷹、
鷹匠の訓練は
成功体験の繰り
返しを、上手に
やることであった。

小さな失敗体験
　　　　＋
成功から学ぶ
　　　　＋
大事故に学ぶ

本人 小さな
失敗体験

大・小の
成功体験

他人の
知識

新たなチャレンジ

大・小の
成功体験

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄと
小さな失敗体験

考える
知る

考える
知る

高レベルへ

生ずる
違い

生ずる
違い

 

 127 



第8章 自然災害対策の開発 

 残念ながら、3･11 では、「自然災害とは自然の作用に対する人類の脆弱性が出る現象」と

いう定義のように、人類の技術や知恵がまだ及んでいない地で多くの被害が出ました。し

かし、過去の災害時に先人が残した石碑が高台住居の重要性を再認識させ、緊急時の対応

には、阪神淡路大震災や新潟信越大地震で経験したことを基とした経験が、東日本の方々

の復旧や支援に大きく役立ちました。また、原発事故においては、放射線の高い中、進展

する技術のひとつであるロボットが活躍するなど、緊急に適用した技術知見が災害対策に

対する人類の知恵で挑戦するいくつかの事例を示しました。そこで、防災や減災、緊急時

の対応から復興を速めるため、人類の知恵を駆使すべき『災害対策ビジネス』という局面

から、各種の対策技術を整理することにします。実は、この種の対策は図 8-1 に示したよう

に、3･11 以前、特に重視されてきた対策です。日本は残念ながら世界でも有数の地震列島

の上に位置します。そうなると、世界に先駆けた災害技術の開発の必要性は高く、各国に

先駆けて防災・災害復旧対策技術の開発を進める使命を持ちます。そこで、以下、簡単で

すが、筆者達が取り組んできた努力や提言を含め、参考にしていただきたい技術を例示さ

せていただくことにします。 

 

図8-1　災害・安全対策の促進と、
　　　　　　新たなビジネス展開への道（EV対策を含む）

　自動車のリビルト部品を扱う解体業者の連合で11団体が現地で被災された車の修理から再生や
解体の処理を行う支援があった。また、福島・原子炉事故でも、①三興コロイド化学の水ガラスに
よる放射能漏れ止め、②三菱重工やサムサックの無人ロボット利用による原子炉管理室内の対策
やカレキ撤去。③粟田工業のクリコートによるガレキ上のなどに残存する放射能の飛散防止があ
る。加えて、④大阪ニューメディカルの浸透膜利用の浄水器を汚染水や放射物質除去に利用する
対策。⑤日本ポリグリップが納豆菌を利用して汚染物を蹉跌と共に除去～洗浄する技術多数の災
害対策・新技術の利用がなされてきた。

復興特区・総合特区によるビジネス構想
　　長谷川慶太郎著「震災後の日本経済がわかる本」宝島社

① 国の総合特区構想

　　環境・エネルギー、医療・健康、アジア経済、
　　観光・農水産業を四大重点分野として、それぞれの
　　拠点を全国につくる構想
　　・既に神奈川県は再生医療の研究拠点を
　　・大阪府はバイオ、・兵庫県は医療産業・・・
② 経団連
　　全国10ヵ所で環境・エネルギー、医療、交通、IT
　　などの最先端技術を導入した未来都市モデル構想
　　がある。
③ 国立大学法人が進める新技術、新ビジネス

　　・東北大学：半導体や電子材料（世界のトップランナー）
　　・東京大学：起業家につなげるギャップファンドなど

被災地支援・個人ファンド
　ベンチャー企業が編み物、食材など
中小企業を支援、資金調達して産業化
～製品提供を顧客に見返りとして、・・・

 
 

① 福島第一原発事故で、緊急活用された災害対策・復旧技術の例 

福島第一原発で緊急投入され、多大な成果を生みました。 
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三興コロイド化学の水ガラスは放射能漏れ止めを見事に具体化させました。また、当初

は米国のロボットが原子炉内の状況把握に効果を発揮した様子がテレビで大きく紹介され

ましたが、それに前後する形で、三菱重工やサムサックの無人ロボット利用による原子炉

管理室内の対策やガレキ撤去を図るロボットが紹介され、現在、災害対策ロボット技術が

急進に展中です。さらに、飛散した放射性物質を地面や建造物、瓦礫などに固定するため、

粟田工業のクリコートが活用され、大きな効果を発揮しました。加えて、大阪ニューメデ

ィカルの浸透膜利用の浄水器を汚染水や放射物質除去に利用する対策、また、日本ポリグ

リップが納豆菌を利用して汚染物を蹉跌と共に除去～洗浄する技術など、多数の災害対

策・新技術の利用法がなされて、今後の防災や復旧開発対策に多くの知見を与えました。

この例に見るように、この種の技術は、「安全対策を広義にとらえ、新たに国の発展に貢献

する安全マネジメントを展開すべき」という対策例です。 

 

② 電力問題と対策技術 

 3･11 で福島第一原発が津波被災、『安全神話』を前に出し進めてきた日本の原子力行政と

原発管理のずさんさと危険性が大きく露呈しました。このため、日本のほとんどの地で原

子炉の再稼働は難しくなると同時に、中央集権方の電力対策はスマートグリッドを中心に、

『地産地消』や EV（電気自動車）や PHV(プラグインハイブリッド)を含め、個人ベースで

各種の発電・蓄電・給電対策に舵を切る活動が活性化しています。では、微力ながら、こ

の対策に対する内容を一種の提案の形で APEV（電気自動車協議会）に送った内容を示し、

今後のビジネス展開の方向を筆者なりに例示させていただくことにします。 

【3･11 後、APEV に送った提言】原文のまま転載 

URL：qcd.jp に公開（アップ）し、多くの方から賛同を得た内容を紹介します。 

今回の大震災で「日産は 100 台リーフを、また、三菱も数十台無償で東北の被災地に送る」とい

うニュースを拝見しました。この大手企業の、素早く、現地を思う先進的な活動には、頭が下がりま

す。現在、中東問題を中心に、石油が値上げ状況です。反面、創・自然エネルギーと EV 対策は

進展のチャンスです。その理由は、現在、ガソリン車は 35,000 の部品を要し、今回の被災で、大手

自動車メーカーは生産中止が各所で出ています。この問題は国内だけでなく、今日の新聞を見て

も、トヨタでも米国における生産中断が伝えられる状況です。EV は部品点数が 1/10 です。そうなる

と EV 製作はガソリン自動車生産より、早期立ち上げには有利です。特に、被災地で津波にあった

車は再生が困難ですが、コンバート EV 対策なら、余りお金をかけないで多くの車の復旧も可能に

なるのではないでしょうか？さらに、電気回復で 1/10 の経費で移動可能な環境もつくれます。この

ようなことを考えると、EV 化対策は被災地対策を中心に対策を急ぐべきです。 

この種 EV 対策と震災の復興には資金が必要です。政治的にはともかく、例えば、子供手当の

充当、不正な天下り資金を断つ。高給で問いただされてきた官庁関連の給与 20％を是正する、さ

らには、思いやり予算や、すでに経済大国になった中国などの援助金などを投入するだけで、これ

から述べる EV 化対策の資金は十分だと思います。さらに、早期に被災地に、新たな産業と職を生
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み、早期復興の一助につながるはずです。非力な私には力不足ですが、このような対策が、早く、

何とかならないか？と思う次第です。同時に、多くの方がここに記載する内容にご賛同願えれば幸

いです。 

 大震災以降、「被災地救済に自分が出来ることをやる！」という声を盛んに聞きます。もし、この言

を借りるなら、筆者ができることは、両毛地区の皆様と進めてきた EV の波及です。このため、本文

と平行して、コンバート EV 製作努力と、車検取得過程を、本 URL に掲載することにしました。 

【両毛地区で活動する R・EV プロジェクトメンバーに送った内容（3 月 15 日）】 

 では、R・EV プロジェクト・メンバーに送付した要件を記載することにします。「東日本大震災の被

害は、さらに福島の原発問題も関与して、現在、計画停電で皆様の工場では対策に大変なご苦心

をされていると思います。しかし、現在、ケガをした方の連絡がない点だけはホッとしています。電

力問題ですが、現在の状況では電力量供給の内 17000KWH が夏のピーク使用時に不足するそ

うです。日本を、計画停電打破＋産業発展＋エコ先進国にして行くためには、今後、単に被災地

へ支援物資を送る。ボランティアを募るだけでなく、例えば、ビルや休耕田を利用して太陽光、風

力発電、温泉や小規模水力発電、更には、振動発電などが「夢の扉」という放送で紹介した技術を

総合化させ、創電力という対策の必要性を感じます。R・EV では、当初、風力発電をテーマにあげ

ましたが、この要件も、時期を見て検討へ向ける必要を感じます。我々の活動は開始したばかりで

す。しかし、EV 対策を中心にした物づくりが、この種の対策に貢献することは間違いない状況です。

本来、ここに記載した内容を産業界のしかるべきトップクラスの集まりで提言されれば、今回の大地

震の被災から早い復帰が進み、雇用増大と共に環境先進国に先兵を切る一助になるように思いま

す。 

 更に、毎日、ニュースを見ていて、原子力発電は限界、ということは皆が思うわけですが、これま

でに記載した対策が求められているのではないでしょうか？金、権力、政治力も無い私ですが、個

人的にも今後の産業が単に海外移転になる状況を見ていて、思ったことを書きました。以上、ここ

に記載した内容が皆様の活動上で、何かの参考になれば幸いです。では、4 月から、活動に拍車

をかけたく、皆様には、よろしくお願い申し上げます。追伸：なお、本内容の要点は日本電気自動

車協議会に入会している関係上、委員に意見を求める掲示板にも送ります。」という文面です。 

【APEV へ送付した EV 対策】 

このような時、ある方が「電力不足で EV の販売や、技術開発に影響を受ける懸念がある」

という論文を電気自動車協議会（APEV）に掲載されました。このため、筆者は「その懸念

は払拭すべき」と考え、APEV に意見を送付しました。この反響が大きかったわけですが、

その後、JMA 関係者が飲料関連のメーカーに訪問する中で、偶然にも、「EV は被災地で予

想以上の成果をあげている。日産自動車のリーフと三菱自動車のアイ・ミューブが各 100

台と 60 台現地に寄付された車は、人と同じ時に寝て、昼間は我々と活動する仲間という感

じでした。特に、限られた地で、石油が無くても電気の配線さえあれば充電できる。費用

も値上がりと不足で困る内容と共に 1/10 は助かる。」という情報を得ました。さらに、「今

後、大いに EV を普及させるべきことを知った」というお話だったわけですが、その後、同
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じような感想を数社から得ました。この意味で、筆者が、先に APEV へ送った意見は意味

をなした内容だったと思い、この情報も APEV へ送ると、早速、APEV 関係者からお誉め

のご意見をいただきました。では、以下、経過を紹介することにしますが、まず、筆者が

APEV に意見を送るきっかけとなった記事から紹介することにします。 

(1) 記事の内容：電気自動車の普及に暗雲 節電意識の広がりが逆風 

「原発事故によって日本での EV 販売は風向きが変わるかもしれない」と○○大手自動車関

係者は心中を語る。節電意識の広がりにより、首都圏ではポータブルオーディオや携帯ゲ

ーム機でさえ人前で使用するのがはばかられる状況にある。こうしたなかで、原発事故が

危機的状況を脱し、電力供給体制に一定のめどが立つまで「EV の話はお客さまの前ででき

ないだろう」というのが関係者の本音だ。 一方で被災地支援の一環として日産と三菱自が

実施した EV の車両提供が話題になっている。震災直後には一時的にガソリン供給が停滞し、

被災地を含む各地で深刻なガソリン不足に陥った。電気自動車の普及に暗雲 節電意識の

広がりが逆風！」（4 月 3 日記事の原文を転写）。早速、筆者は、これに反発する形で、即日、

下記の内容を APEV へ送付しました。 

(2) APEV へ提出した意見（2011 年 4 月 4 日）  

 「電気自動車の普及に暗雲・・本日の掲載内容を拝見しました。確かに、この種の見方

はあります。だが、反発する形で意見を記載述べさせていただきます。TV でも PR の通り、

携帯電話の無駄使いはエネルギー対策の一例だと思います。携帯電話などは電気を充電し

て電話に使う方式のため、湯水のように無駄な使用をしていた方への注意は理解できます。

しかし、EV に対し、APEV の一員としては、次の点から意見を発するべきであると思い、

私の意見を送ります。PAPEV の皆様の今後の活動に何らかのご参考になれば幸いです。 

EV の場合、①電気は生産しても余剰が蓄積できない。そこで、余剰を EV のバッテリー

に蓄え、繁忙期に利用するというスマートグリッドの考えを適用してゆけば、反って電力

事情の問題解消に役立つ。②東北地区の被災地のガソリンスタンド復旧は困難な問題が多

いが、電気の復旧は早いので、近郊を走り、共同で多くの物流や逐電した電気を利用する

方式を適用すれば、今、普及を急がれる小型発電機の代替が可能です。加えて、③今後の

電気事情を考えると、小型・自然エネルギーへの転換が求められますが、例えば、被災地

（平地や使えなくなった農業スペースなど）に臨時の太陽パネルや小型風力発電機をつけ

て、逐電した電池から EV の充電を行うなどをつければ給電は EV 以外にも、地域エネルギ

ー事情の解消の一部に大きく貢献します。 

 要は、短期では、掲載記事の通り、概念的な面で EV 阻害と考える向きがあります。だが、

(a)EV は中長期に対処すべき内容であること。(b)被災地の総合的な復旧に組み入れる展開

が必要なこと、さらに、(c)今は、被災地対策と福島の原子炉対策が緊急だが、EV は地球環

境問題の大きな打開策のひとつであることを考えると、APEV としては、逆に、戦略的に

必要性と有効性を各所に訴え、各所に前向きなテーマの一例として。環境先進地区づくり

に被災地を変身させる未来開発、雇用増大まで貢献する内容として PR すべきです。EV 化
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の潮流は止めるべきではないと思います。私は非力で、一人では何もできませんが、多少

ともこの意見にご賛同を得て、ご関係者が何かの動きになってゆけば幸いと思い、ここに

記載させていただきました」これに対し、即日に意見公開の問い合わせがあり、即座に承

諾しました。 

(3) APEV からのフィードバック内容の例： 

日々、国内外の EV 関連報道を行う K 様の意見、掲載内容（Y11-4 月 5 日） 

「中村様の「マイホーム」に書き込んだこととほぼ一緒で恐縮ですが、こちらも書かせ

ていただきます。ガソリン不足でモビリティを失った被災地だけでなく、ガソリンスタン

ドに列を作り並ぶ都心の情景は、10 年後、20 年後のそう遠くはない将来の日本の姿です。 

 日本では、電気自動車を「地球環境対策」として捉えていますが、そのようなおめでた

いとらえ方をしているのはおそらく日本だけです。中国のように「エネルギー安全保障」

の観点から普及させていくことが絶対に必要だと思います。 

 その際、私はスマートグリッドに頼らない、分散電源こそがキーになると思います。確

かに電気の復旧は早いのですが、分散型電源であれば、ネットワークを修繕する必要があ

りません。」という記事の他、数件の書き込みをいただきました。 

(4) 電力問題の解析と EV、並びに、廃・鉛電池の活用についてコメント 

 ここで、読者の皆様には、釈迦に説法的な内容ですが、電力不足に対する実情を解説す

ることにします。計画停電＝電気が不足→電気を使う機器や機械は全て制限されるという

短絡したものの見方は発電、供給事情を何も知らない論議です。その理由は、図 8-2 に示し

たように、1 日の発電量を需要に合わせて変化させることは極めて難しい事情があります。

このため、①電気は蓄電池などで蓄える、または、②余った電力を使ってダムの水を戻し、

発電に再利用するなどの手法がありますが、②は余りにも効率が悪いので、現在、ほとん

ど使われていない状況です。これに対し、①の対策は、今回活用が可能です。例えば、津

波で使い物にならなくなった被災地のバッテリーを集め、電力が余っている夜間などに蓄

電できるからです。また、蓄電した電力を電力の繁忙時に使えばピーク低減にも貢献しま

す。特に、夜間に充電した EV 用の電力を、昼間は物品や人の移動に使うという策は実務的

であり、効果が直ぐに期待されます。そうでなくても、夜間の寒冷地対策に、2 つに分けた

グループのひとつを暖房に使い、もう一方を夜間に蓄電しておく策は、即戦力的な効果が

あり、直ぐに採用をお願いしたい手法です。以上、このような状況を知るならば、①石油

不足の地に電線さえ通れば物流に貢献する。②地域によっては、石油の輸入量を低減でき

るので経済的に助かる。③石油・ガソリンより安価に物流対応ができる。④人と同じ時間

に寝て（充電）、人が働く時、共に働く、⑤短距離の移動で充電が必要な場合、運転・移動

＋仕事や打ち合わせのバランスで、EV の不足分の電力を補うという方式は、ガソリン車に

対して 1 石 5 鳥の効果を生むと信じます。加えて、ここに、もう 2 つの利得がコンバート

EV の改造でプラスされることになります。⑥津波で使えなくなった車にモーターとバッテ

リーを乗せる（この策で、廃車処理がリサイクル対応になる）。⑦クレーンと 3 名程度×2
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～3 日で 1 台のコンバート EV 化は、被災地に新たな雇用増加を招くという内容です。 

 

図8-2　電力の需要：供給カーブ

URL　：東京電力　http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html

本日のピーク時
供給力4,000万KW

4月27日当日の実績
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電力不足：「メーカーは、一般論ではなく問題の本質を見ることが重要！」

電力不足はビジネスチャンス！
①風力発電、②地熱発電、③農業用水発電・・・（ｎ）地下の冷気クーラー

 
 

(5)「被災地でも頑張れコンバート EV（改造 EV）が宮城で活動開始」という内容 

APEV：2011/04/2７日づけニュースより（原文を転記） 

その後、APEV に掲載されているニュースに次のような内容がありました。 

「宮城県大崎市古川で介護サービスや介護施設を運営しているプロンプター甲斐では、被

災後、職員のガソリンが手に入らなかったり移動手段などが奪われたりした。その中 10Km

もの道を自転車などで通勤する姿をみて今回の改造 EV の導入に踏み切った。市販の EV よ

りは格安で家庭用蓄電池としても活用できるREVは今後のヘルパーさん達が訪問する際静

かでそして安全な乗物として活用できる移動手段になり、停電時に蓄電池として使用する

こともできる。」そこで、4 月 27 日の「コンバート EV のガイドラインと新規の研究会発足」

という記者発表会に際し、多少でも、ここまで述べた内容を紹介して欲しく、ここまで述

べた要点を送りました。その結果、判別は困難ですが、APEV：福武会長が説明の一部で次

に示すお話を、120 余りのプレスの方々を前に話されました。では内容を記載します。 

(6) 2011 年 4 月 2７日 APEV記者会見内容 

福武 總一郎会長の言では、「・・ご承知の通り、被災地でEVは大活躍しています。さら

に、石巻ではAPEVが支援してコンバージョンEVの具体化が発足、既に数社が支援を開始

しました。既に、数社の支援の申し込みがあり、進行中です。・・・」という趣旨の内容を

紹介されました（記者発表内容）。 

http://www.ustream.tv/recorded/14299736?lang=ja_JP 
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以上、筆者の意見がどうつながったか？は不明です。多分、思いこみが大きいと思うわ

けですが、多少ではありますが、被災地に対し、EV が復興に大きく作用する動きになって

行く流れを紹介しました。 

次に、電力の活用に対し、関係者に提言の形で送った内容を紹介することにします。拠

点は以下の通りです（本内容も、URL：qcd.jp に掲載済み）。 

多くの電力供給方式は、大手電力会社による中央統轄安定供給方式（交流を大電力発電

装置で供給して中央集権型の発電と電送システム）です。この方式は、図 8-2 で示したよう

に「交流は蓄積出来ない」ということから、常に、高い電力を安定供給ラインと定めて発

電する方式です。特に、夜間電力に見るように、30％～40％を常に使わずに空中へ捨てる

という実情です。これに対し、電力を分散して蓄積活用する方式があります。要は、現在

のインターネットが実現している方式に似た方式で余剰電気はバッテリーに蓄積し、交流

から直流変換して蓄積する。使用時には交流に戻す。さらに、太陽光発電、風力、小型水

力発電など、近隣で調達できる電気をここへ集合して使う、という方式です。昨今、廃油

やガスの燃焼時に発電するエネ・ファームという方式、PHV もここへ直結すれば、分散型

の電気活用システム、小型スマートグリッドになります。このような研究も現在各所で進

みつつありますが、このような対策に対し、電力問題が NHK で特集された直後、提言とし

て 2011 年 9 月 4 日に、番組主催者と、日本で電力問題を進める権威者の方に送った内容の

次ページに紹介することにします（なお、読者の皆様には、文面に図 8-2 と同じ図がダブっ

て出てくることを、予めて、お断りさせていただきます）。 
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                             平成 23 年 9 月 4 日 

                         〒153-0053 目黒区五本木 3-10-7 

                               中村 茂弘 

                      E-Mail：s_nakamura@mtc.biglobe.ne.jp 

電力問題に対し、ひとつの提言として意見送付の件 

拝啓 

 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。また、御社の報道を通し、日々、貴

重な情報を拝見させていただき、厚くお礼申し上げます。私は(社)日本能率協会で生産効率

化関係を専任講師の形で仕事を進めている者です（活動の詳細はURL:qcd.jpにて紹介）。 

さて、早速ですが、お手紙させていただく内容は、東日本大震災につぐ形で起きた原発

問題に伴う電力問題に関する意見です。本夏は皆様の大変なご努力で、何とか急場は凌げ

ましたが、次は冬の対策が迫る状況です。そこで、ひとつの有効策として、下記に内容を

まとめました。皆様のお役に立てばという考えと、ご関係の方々が、是非このような物の

見方を加え、日本全体として、この重大課題の解決が「何らかのきっかけ」となることを

願う次第です。以上、題記に関し、下記内容にて提言の送付まで。 

敬具 

                   記 

（1） 電力問題と、現在までに提示されてきた対策：図は次のページに添付 

 電力供給/需要の事情は添付資料の上記の通りです。この対策に当たり、ご専門の皆様が

討論～対策を模索されてきた内容は、①原子力発電の稼動続行の是非、②風力など自然エ

ネルギーの活用、③CO2 問題はあるが火力発電などの増強です（電力不足に伴う影響は釈

迦に説法になるので記載を省略）。この対策は確かに発電の有効策です。だが、すべて、大

型投資を伴い、しかも、長期（時間がかかる）対策となることが懸念されます。 

(2) 今回の提案：「現在ムダに捨てている余剰電力活用策」 

 添付の図の上には蓄電池、また、下の図の右下には『非電力繁忙期の利用』をまとめま

したが、先の NHK スペシャル（Y11-8-27）では、ピーク電力帯は 5％との分析結果でした。

そこで、ここに提案させていただく対策内容は、①小型蓄電装置を分散利用する対策です。

②非電力繁忙時間帯に蓄電して電力繁忙期に利用する対策であり、③余って捨ててきた電

力の有効策です。現在、ピークが 97％になる予測で警告を出し、大口利用者の使用を取り

やめる。控える、などの策があります。だが、現在の科学力、特に、通信と IT 制御を使え

ば、電力会社からの通信などで、人手を介さないでも、例えば、(1)一般家庭の暖房機器、

(2)事務所の暖房機器、(3)その他、ひとつひとつは少ない電力使用だが、小型蓄電装置でピ

ーク時に発電電力から蓄電電力使用に切り替える策は可能です。以上、この対策は自然エ

ネルギーなどの発電所を立てないで、第一段階の電力不足の解消になるはずです。また、

計算すれば判りますが、1.0KWH 使用対象×10 万件＝10 万 KW です。このことは東京都

の人口と電機機器利用台数×小型蓄電装置＝膨大な KW 値になることを示しています。チ
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リも積もれば山となる策です。 

例：電力の需要：供給カーブ

URL　：東京電力提供　http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html

本日のピーク時
供給力4,000万KW

4月27日当日の実績

夜間に空きが

発生している
　　　状況

バッテリー
（2次電池）に

蓄積～活用

こ
の
種
の
ピ
ー
ク
時
に

使
う
こ
と
は
低
減
に

ピ
ー
ク
の
貢
献
す
る

電力不足：「メーカーは、一般論ではなく問題の本質を見ることが重要！」

要は、ピーク時を除き、電力は今余っている。不足はビジネスチャンス！

①蓄電利用、②風力発電、②地熱発電、③農業用水発電・・・
 

電力対策手段の例（提言として）
　2011年8月27日NHKスペシャルで電力問題を取り上げたが、１時間毎に使用電力を並べ、パレート
分析した結果、昨年のデーターでは使用制限電力を越える時間は95時間：全体の5％程度だった

（環境エネルギー問題研究所・所長・飯田哲也氏の説明）。
　①　このために原子炉を再稼働させるべきか？
　②　火力など大がかりな発電で電力供給レベルを増加させるべきか？
　③　逆に、ピーク時にどのような効果的な対策（例：ピーク前に大口需要者に報せ使用を制限など）
　の対策だった。だが、対策のは、①国ベース（大枠）、②交流電力は蓄積出来ない。③安定供給の
ためには風力、太陽光発電を加え、大量発電に発電による余力が必要という前提の対話だった。

　ピーク対策の前提を変更すれば

対策は見つかる！

① 交流対策　　→　　交・直両用対策

② 大規模処理　　→　小型分散対策
③ 連続使用対策　→　時差、蓄積使用

　　NHKスペシャルY11-8-27において

　飯田氏が示した電力使用の実績

　　全体の5％：95時間がピークを　　　

　越えるという状況であり、交流
　使用と安定供給の状況では、
　この対策が重要としていた。

この対策は大投資！

集中方式から
　分散方式へ

・・・・・・・・・・・
小型蓄電器による
　交流→直流→蓄電
　　→直流→交流利用
・一種の小規模スマート
　グリッド方式でピーク
　カット（非ピーク時蓄電）　

本年度夏のピーク
　　　　　　　　　ライン

 

 

筆者は（これも提案ですが）、①ご不幸ながら、早い立ち上がりを願う東日本の地で、津

波を浴びた車両のバッテリーや使用済みバッテリーを各所からご提供いただき、再生の事
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業化を図る（リサイクルと資源の有効活用）。②現在、雇用低下で困る方々の救済に蓄電器

生産を当てる（新規事業による雇用拡大）。③小企業だが、蓄電池に今回の対策技術を持つ

企業の育成を図るなどの策（中小企業育成策）が展開できれば、この案は早期の電力問題

に役立つ策になるはずです。 

 現在、EV：電気自動車を中心に、スモールハンドレッドの検討が進展中です。HV：ハ

イブリッド・カーもプラグイン HV にバージョンアップ中の状況です。これに似た技術で

ある今回の策は、既にムダに捨ててきた電力の利用であり、大手企業の大投資までを必要

としない対策です。この意味で、この分散型蓄電利用システムの利用と拡大を願う次第で

すが、どうぞ、この策が多くの方々に取り上げられ、発展することを願う次第です。 

(3) 参考として  

 大規模蓄電には、とてつもない基地を作って蓄電池を設ける方式や、夜間電力を使って

ダムに水をくみ上げて利用する方式があります。しかし、前者は送電線を含め、電力(ボル

ト)面での問題。後者は電力使用効率面で問題がありアイデアはあっても実現困難です。し

かし、すでに、今回の節電対策では、蓄電式扇風機をはじめ、多くの小型、分散型蓄電装

置が販売中です。この意味で、ここに提言としてまとめた内容は実務的な対策あり、電力

値上げなどをこの小投資で利用者の方々に対処策としても、多種、検討されつつある発電

所増設に先行すべき策と考えます。 

以上 

注釈：本文は 2011 年 9 月 4 日に朝日新聞、NHK スペシャルに投稿しました。 

  

以上が昨今、各所で注目されるスマートグリッドへの変革を願う内容ですが、日本で電

力危機が増す中で、多くの皆様が新時代に向けた電力の発電・活用ビジネスをもり立てて

行かれる皆様の参考になれば幸いです。 

 

③ その他の災害対策ビジネス事例 

 3･11 の被災へのお見舞いを含め、ブータンから王と王妃のご訪日がありました。この時、

物質文明で経済大国を築いた結果、「絆や心の幸福という局面が日本では失われつつある」

という反省と共に、多くの方々が人生のあり方に思いを向けたのではないか？と思います。

日本はビルの建設や個人生活重視や西洋文明の模倣が進んだためか？例えば、「都会のビル

やマンションでは、ご近所にお住まいの方すら知らない？」ということが問題になりまし

た。このような環境では、災害時に、協力し合って被災を免れるという対策に大きな支障

となります。「震災以降、結婚する方が増えたという現象」もこの現れであるとされていま

す。このように、3･11 以降、心と物、土地や建物の関連が見直され、被災地にも大きな変

化が出ています。生前にどのような効果な宝飾や広大な土地を持っていても、死後、あの

世に持って行くことはできないはずです。この当然とも言う考えが、今後の高台における

住居建設のあり方の一部を変え、ニュービジネスになる可能性を生む兆しが出ています。
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そこで、例を紹介させていただくことにします。その一例が図 8-3 です。この例は、「緊急

避難的に仮設住宅を建造して一時の安住を得たとしても、期限付き。それなら同じ金をも

らって、皆の協力と共に、永続的に住民が絆を育てつつ暮らす住居を建造しよう」という

例です。ここには、土地所有者の努力があったわけですが、図 8-3 は見事に多くの方が賛同

し、知恵と技術を出し住居対策を図っている例です。 

 

図8-3　3・11被災地支援における住居建造の例

住める家、被災地に

　仮設住宅は被災地の方々の救

同じ、お金を使うなら、自力
で住居を建て、永住する方が有効

助には有効だが、2年で、

いづれは退去が求められる。
！この誰もが考える、

当たり前の対策を東京の工学院大学の建築学者達が支援、
宮城県、石巻市で開始した。家屋は木造永住家屋、7月には
10棟を完成予定で活動が始まった。

朝日・Y11-5/9 記事

主な要件
① 土地は津波の難を逃れた30～40mの高地（借地）。
② 建造物は木造2階建て延べ面積66平方mと平屋建て42平方mの2種
③ 室内から木の柱やハリが見える伝統工法を採用
④ 5月中旬から工事を始めても2ヶ月ほどで完成する構造。
⑤ 地元の木材を使い被災した職人を集めて建造する体制。
⑥ 住宅と共に、コミュニテーの構築を目指し、一人暮らしの高齢者や

　　被災孤児が一緒に暮らす住まいにする。
⑦ 浴室やトイレを共同で使用することも想定している（絆づくり）。
⑧ 約2千平方mの土地は民間である医師が工学院大学へ低額で貸与。
⑨ 入居者は25年間定期借用契約を結び、借地代3千円/月を支払う。
　　借家代は2階建てで1万7千円/月、また、医者の方は大学に2億円

　　ほどを寄付、将来は家屋収入は市か自治体に権利を譲る計画。

 
 

 先に、「タビオの社長が中心になり、被災地の田畑が塩水につかって農業の復活が困難な

土地に綿花を栽培する。高級衣料メーカーがファンドの形で資金を持ち寄り、出来た綿花

を使う。しかも、商品の価格の一部には被災地支援金を願う表記と対策をする」という例

を紹介しました。また、大手企業ですが、ソフトバンクの孫社長が「日本に帰化させてい

ただいた御礼を返すために、・・」と語り、熱心に多大な資金と知恵を集め、被災地を利用

した新エネルギー構想を展開するといった内容も、やがて、絆や心の幸福を柱とした新ビ

ジネスになって行くのではないか？と思います。この種多くの知恵が 3･11 に負けない遺産

として日本に育ち、海外のお手本になることを願いながら、本書のしめくくりとさせてい

ただきます。 

                          2012 年春・吉日 

記：(有)QCD 革新研究所 代表取締役 中村茂弘 

 

 138 


	表紙と目次
	第１章　自然災害について
	第２章　東日本大震災の影響
	第３章　自然災害の物理現象解析と予防対策
	第４章　BCP作成前に必要な事実解析　①
	東日本大震災状況と対策一覧　Y11-8
	Sheet1

	第４章　BCP作成前に必要な事実解析　②
	第５章　自然災害に有効なハード＋ソフト対策
	第6章　BCPの設定と運用
	第７章　BCP運用に必要な防災訓練
	第８章　自然災害対策の開発

