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【災害特集】

災害の性格の時代的変化

菅原 正巳

1. 災害とは何か

ここで災害に関する法律的定義を問題にするわけではない。どのようなも

のを災害であると人々は考えるかということから，災害とよばれるものに共

通な性質を拙き出してみようというのが目的である。

試みに辞書で、「わざわし、」とし、う語をひいてみると， 「わざ」は鬼神のわ

ざで， 「はひ」はそれによって生じた状態を表わすと出て居る。超人間的な

作用の結果を表わすものである。

面白いことに，それは英語の disasterに似ている。 asterLJ:.astronomyの

as trで星という語である。それを disで打ち消したのが disasterで，いわば

運が悪い，ついていないということになる。

ともかく ，人間のわざで及ばない悪いことが災害であるらしい。そこで，

つぎの 1つの性格が現われる。

1) 何かしら偶然的な原因によって損失を受けると，人はわざわいと感じ

る。

これが災害に共通する1つの気持ちのあり方である。ギャンフ‘ルに敗けて
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も，災害とは認められない。それにも拘らず，人はそれを災害的に感ずる。

この気持は，現実に災害にまで鉱張される。たとえば北海道の十勝平野で，

畑作全部に小豆を作って冷害を受けたというのは，ギャンブ．ルに敗けた場合

に近い。畑作の一部に，冷害に弱し、ことを承知の上で小豆を作るとか，ある

年が不作でも困らないだけの貯えがあるとが，何かの対策を持つべきである

のが当然で，その備えなしに， リスクをおかして， 損害を受けたからと言っ

て，それを災害とは言えないはずである。 しかしこのような場合も，大抵

自他ともに災害と認められている。

つまり，上の原則を拡張解釈し 「損失の原因の一部に，偶然的なものが

含まれていると，人はそれをわざわいである と考えたがる」のである。

2) 不可抗力的な，予想不能，または予想きわめて困難な原因により損失

を受けると，人はそれについて責任はないと考え，わざわいであるとする。

これは 1）の場合とよく似ている。しかしさいころを投げて何が出るか

は， L、かさまでない限り，本質的に予想不能であるのに反し事故が起こっ

た後でよく考えれば当然、のことであったのに，そこまでは思し、及ばなかった

というとき，やはり人はそれをわざわいと感ずる。

これはあるいは日本人のものの考え方の 1つの特徴であるのかも知れな

い。無責任体制を生む温床である。責任を回避し運命，宿命であると逃げ

る。無過失でも責任を負うというきびしさは，宗教的にも原罪とし、う思想、を

持たない楽観的民族には縁がないのかも知れなし、。

しかし 1)' 2) の条件を満足していても，損害が軽い場合は災害と言わ

ない。たとえば茶わんを落と して割っても災害とは言わなし、。台風で垣根が

こわれたり，雨樋が落ちたりしても，各家庭で直して しま って，災害とは認

められなし、。その損害が大きく，個人の手に余り，市町村の補助を受けると

き，市町村の公有財産の損害の復旧が，市町村の手に余り，国の補助を受け

るとき，はじめてそれに災害という名がつけられる。そこで次の性格が現わ

れて来る。

3 ) 予想不能， または予想困難な原因により，自己（個人または集合体）の

努力のみで、は回復困難な大損害を受けた場合が災害で、ある。

この原則はたちまち拡大解釈される。
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3’） 損害が大きいと， 人は自己の責任や努力をまぬがれたいと望み， そ

れを災害であると考えたがる。

どんな場合にも，原因の一部には，何かしら偶然的要素が含まれることが

多いから，災害であるという理由を探し出すことは大抵の場合可能であろ

う。そこで，大きな損害を受けると，それを災害であるということにして，

国から補助を受けることに努力することになる。国が補助をすることになる

と，法律的な定義が必要になってくる。

さて，国から補助が出ることになると，災害の意味が逆転する。

「損害に対し国から補助を受けるものが災害である。」

かくして「親方日の丸Jの考え方が災害の大きな構成要素となる。私は外

国に住んだことがないしまたたとえ 1年や 2年住んだ所で，真相は判らな

L、かも知れないが，この災害に対する親方自の丸的考え方は，かなり日本的

なものであるように思われる。この考え方が進行すると，補助が目的でその

ために災害の体裁を作るのが手段になる。

これは必ずしも悪いことではなし、。工業国を目指す後進国がその発展の途

上で，防災の名目で国家投資を行なうことは，必要が生んだ知恵であろう。

わが国は敗戦後，軍隊が無くなった。国防費が国家経済や，産業の開発，

助成の上でになう役割を代行するものが必要であった。名目は防災でも，あ

るいは電源開発費であり，工業用水開発費であ り，農林漁業への助成金で、あ

る。

この方式は方便と して悪くないけれども，どんなよい方式でも濫用すれば

害になる。助成や保護は育成のために必要であるけれども，過保護は成長の

妨げになることもあることを考えなければならなし、。

2. 災害と農業

「災害とは国の補助である」と割り切るならば，災害を防ぐことはきわめ

て容易である。国が補助をしなければよいのである。

現在，わが国の防災事業，災害対策の大きな部分を占めるものは，農業に

対する助成策であるように思われる。明治29年にできた河川法，それに基づ

いて行なわれた国家予算による連続堤方式による高水工事は，低平地の水田

を洪水から守るためのものであった。明治 27,8年の 日清戦争に勝ち，来た
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るべき日露の衝突を控えて，国庫収入の大部分を占める地租を確保し，さら

に日露開戦の際，海上を封鎖されても食糧だけは確保したし、という，絶対必

要の条件からの治水工事であった。それまで水害により不安定であった低平

地水田は，堤防で、守ってみると，最良の水田になった。これは治水事業の偉

大な成果であった。

その後，わが国の工業は発展し， 農業の相対的重要性は低下して行った

が，戦前においては， 工業は農業人口を吸収し切れるほどには発展せず， ま

た農村を兵士の供給源と考えた国の方針，農村を安価で， しかも伸縮自在な

労働力供給源であると考えた経済界により ，農業は重視された。軍国主義を

とる以上，食糧の自給は必要であった。

敗戦後， 社会事情は一変し，昭和30年以降の経済高度成長につれて経済的

事情も一変したに拘らず，高度の工業国を目指す経済政策をとる保守政権

が， 農村基盤の票によ って支えられるとLづ特殊事情から，農業への補助が

大幅に続けられた。この政策は好運にも成功し， 高米価によって豊かになっ

た農村には，小型ト ラクタ ー， 自動車，カラ ーテ レビが普及しその需要に

より工業製品の売れ行きが増すということになった。

わが国の災害統計を見ると，水害がその大部分を占めているということ

は，防災の形で農業への助成が行なわれていることの現われであると考えて

よかろう。

好運に恵まれて成功してきたこの方式も，もはや行きづまりで，転換せざ

るを得ない時期が迫っているようにみえる。 米を1乍らなければ反当り 4万円

出そうとし、う政策と，水田を災害から守る治水方式とはどのようにして両立

するだろうか。極端なことを言えば，昨年， 大きな台風も， 早害も， 冷害も

なくて豊作であったことが，農業にと っては災害であったのかも知れない。

日木の農業がし、かなる転換をするかは予断を許さないが，農業関係の人の

意見を聞いてみて， 1戸当たりの耕地面積 5ha，農業人口が全人口の約 5%,

米価が現在の約7割（つまり一般物価が数%ずつ毎年上昇するとすれば数年間のす

え置き）というあたりで，一応企業と して成り 立つであろう とし、う説を伺っ

たことがある。ただし土地価格は反当り 15万円 （3.3rrf当り500円），小作料

もきわめて安く なければ困るという。

土地問題が現在のわが国の最大の難問であることは衆自の一致する所であ

る。それは歴史的に考えてみても明らかであろう。氏族制度から古代律令国
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家への転換は，大化の新政によって行ーなわれたと言われるが，その時には白

村江の敗戦と壬申の乱とが起こっている。古代律令国家の実情がどのような

ものであったか，それは日本の現状がどんなものであるかを知り難いと同様

に知り難いものであろうが，とくかく天皇とその官僚による土地と人民との

直接支配をたてまえとした体制であった。氏族制度下にある農村共同体のゆ

るい連合体を，まがりなりにも中央集権国家に切りかえるためには，白村江

の敗戦と壬申の乱とが必要で、あったのだろう。

荘園の出現により，古代律令国家はなしくずしに崩壊し荘園は武士の台

頭によりなしくずし的に変貌して行く。その間，何度かの内乱はあるが，そ

の経過をみていると，制度と現実との食い違いが，内乱，革命によって訂正

されて行 くというより，現実的でなくなって来た制度が，一種のやり くり ，

ごまかし間取引きにより，いつの間にか棚上げされ，やがて何かの変革の

際に，それが事後承認されて行く例の方が多いようにみえる。

私が防災センタ ーに席を置くようになったのは，東京でオリンピックをや

っていたときで，今から5年余り前のことであったが，当時災害のことにつ

いてあれこれ考えているうちに，日本の歴史を通じて，革命，内乱，外征が

少ないのは，日本が災害国である ことによるのではないかと思いついた。わ

が国は明治維新以後80年の聞に4回の戦争をしたために，きわめて好戦的な

国民だと外国から思われ，また私のような大正生まれの人聞は， 小学校以来，

日本は国民皆兵で，古来尚武の国がらであると教えられて来たけれども，日

本の長い歴史をみると， 明治以後の80年がむしろ異常で、， 平均的には平和な

民族であるように思われる。外から隔離されている島国の米作民族，しかも

明治になるまでは肉食もしなかった民族が，好戦的である方がおかしいので

はなかろうか。外征の問題はさておき，革命や内乱があまりないのは，わが

国にはしばしば災害が起こり，そのたびに社会のひずみがなしくずしに訂正

されたからではないかと考えた。この考えに対しては，そうではあるまい，

革命を目指す人民のエネノレギーが災害によりなしくずしに放散されて，革

命，内乱を起こし得なかったのだろうと反論する人もある。どちらが正しい

か判らないが，ともかく，原理や原則に執着せず，一種のごまかしゃ闇取引

きで現実的に処理ししたがって抜本的な改革を後へ後へと引き延ばして行

くのが，日本人の一つの処理方式であるように思われる。それでも，やがて
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変革は行なわれて，何とか制度は現実に合わされて行く。偉大という点では

欠ける所があるが，一種の智慧を備えた，すぐれた民族で、ある。

そうは言うものの，荘園制を最終的に打ちこわし新たな土地支配の制度

を立てるためには，織田信長の如き，日本史上稀に見る人物が不可欠であっ

たに違いない。越前，長島における一向宗のなで切りや，比叡山焼き打ちの

如きショックな しには，できなかった仕事で、あろう。

これと見較べると，明治維新の変革がし、ささか中途半端にみえる。それは

明治の内乱による犠牲者が少なかったことからも，明治革命をどう規定する

かで，講座派，労農派が激しく争ったことからも察することができる。耕作

農民の土地所有は， 80年後の敗戦によって始めてできた訳で、あるが，それも

20年後には現実と合わなくなってしまった。出稼ぎや，かあちゃん農業とい

う現状は，制度と現実との不一致を示すものではあるまいか。

日本の土地問題がどのように解決されるかは，予断を許さない。歴史は過

去の事件の解析や，因果関係の究明には，きわめて有力にみえるが，将来の

ことについては，どうもあま り有力とは思えない。それは歴史学の欠点や罪

ではあるまい。天気予報さえ当たらないのに（地震予報はさらに無力であろう），

この複雑な人間社会の将来が予測できるはずがあろうか。体制lの破滅や，民

族の滅亡を予言するものは，警報を発しているに過ぎない。人聞は過剰なほ

どの意識を持つから，予想、があれば，あるいはそれを実現すべく，あるいは

それを回避すべく動く。予想を当たらなくするような要因を，人間社会は内

部に持っているのである。元来，予想や将来計画は，現状認識のため，現在

の意志決定のためのものであって，将来の予報や，将来の行動の規定を目的

とするものではなL、。予想がよく当たり，将来計画どうりに動く社会がもし

あったとしたら，それはきわめてつまらない，気力に乏しいものであるに違

いない。

わが国目下の土地問題がどのように片づくだろうかということから，忠、わ

ぬ脱線をしたが，土地問題から社会や制度の問題を除いて，物理的にみる

と，これは解決可能の問題である。住宅，公園，工場，道路，空港，その他

公共用地を十分にと っても， なお平地は沢山余るのである。余った土地は農

業に使うより致し方ないし農業にも使えないような採算のとれない山聞の

平地は，林地にするか，放牧するしか致し方あるまい。林地と しても採算が



68 

とれない山地は，自然にまかせて原始林に戻せばよかろう。

水についても同様で，どんなに上水，工業用水を使ったところで，水は大

量に余るのである（上流で汚染したり，有毒物質を流したりしたら，話は別である）。

余っている水は，たとえそれによる付加価値が低かろうと，農業に使うより

致し方あるまい。

社会や制度の問題を離れて，土地や水のことを論ずるのが無意味に近いこ

とは十分承知しているが，物理的にみて解決可能な問題はやがて解決するで

あろうと楽観したい。

いろいろ粁余曲折はあろうが，うまく落ち着いて，農業が企業として成立

するならば，大部分の農業災害は予め営農計画の中に取り込まれるはずであ

る。かく して，現在問題とされている災害の大部分は消えてしまうであろ

う。国が助成しなくてよいことになれば，災害でな くなるからである。

3. 治山，治水について

災害に関連して，ただちに曹、い浮べられるのが治山治水のことである。「水

を治めるは国を治めるな り」とか，「水を治めるには，まず山を治めよ」とい

う古い言い伝えがある。あまりに古くから広く普及しているので，誰が言っ

たのか，どんな根拠があって言ったのか，よく判らない。私は大分前に，「水

を治めるにはまず山を治めよ」としづ原則に疑問を持ち，何人かの人にそれ

を問いただしてみたことがあるが，どうも納得の行く答が得られなかった。

あるいはこの原則は証明を要しないさらに根元的な原則で，他の諸原則，諸

施策を導き出す基礎になる ものであるのかも知れなし、。つまり幾何学の公理

のようなものでるる。または別の言葉で言えば，タブーであるのかも知れな

し、。

人聞はなぜ近親相姦をしてはいけないか。これはホモ ・サピエンスにとっ

てタブーであるらしい。その根拠の証明は誰にもできなL、。不具の子が生ま

れやすいからなどという理屈をつければ，その危険性がない場合はよいのか

ということになる。社会を作るためには，さらに広く言って，何かの体系を

作るためには， 何らかの約束，制約がどう しても必要なのであろう。破って

はならないということが，タブーの本質的な意味であろう。

「山や河を大切にしなければならなし、」またはタブー的に禁止の形をとる
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ならば「山や河を荒らしてはならなし、J, さらに広く言って「自然を荒らし

てはならなし、」というのは一つの公理なのではなかろうか。

そこでつぎの大きな疑問が出て来る。治山治水，国土保全，自然保護は，

はたしてどんな関係にあるのだろうか。自然のままに任せておけば，大雨の

たひ7こ山は崩れ，河は溢れるであろう。それを防ぐのが治山治水の仕事であ

るが，それは自然に手を加えることで，いわば不自然な仕事ではなかろう

lJ＞。
この疑問に対して，いやそうではない，自然が荒廃しないように手を加え

るのだから，治山治水は自然保護，国土保全の仕事であるという意見も出る

であろう。

自然とは何か，自然の荒廃とは何かという ところに， 実ははっきり しない

ものがある。 アフリカの話であるが， 自然、を保護し， 野獣を保護するため

に，住民の狩をきびしく制限したところ，ライオンや象が増え，自然、のパラ

ンスが崩れ，しま馬やかもしかが減って困っているという話を聞いたことが

ある。従来の自然は住民と野獣の争いまでを含んだものであった。それなの

に，住民の狩を制限するような不自然なことをすれば，自然は荒廃（？）す

るのである。

そうだからといって，人閉までを含めて，人聞がすることを何の制限もな

しに放任するのが自然、だとする訳には行くまい。放っておいたら人聞は何を

するか判らなし、。自分の利益は他人の利益と必ずしも一致しないし当代の

利益は次代の利益と必ずしも一致しなし、からである。

このように考えて，自然というのが，自由と似た問題を持っていることが

判る。人道的でない労働を禁止しようとする法律を，人民の自由を侵すから

としづ理由で，何度もアメリカの連邦最高裁が憲法違反と したのは， あまり

古い話ではなかった。 放任して置く のが最善と言えない所に難しい問題があ

る。

自然のままに任せたので、は人聞が生きて行けない。かといって， 人聞のし

たいままに放任しておくわけにも行かないというところに，治山治水の問題

があるように思われる。

しかし私は「自然を荒らしてはならなし、」というタブーを大切にしたいと

思う。これはタブーであるから，その合理的根拠を与”える訳には行かないけ
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れども，これを基調にして考えて行きたい。

さて現在，治山治水と言われている仕事も，先に出した 「水を治めるは国

を治めるなり」も，「水を治めるにはまず山を治めよ」も，すべて農業国とい

う前提から出ている。農業国において，国庫収入のもとである農地を国が守

るのは当然、のことで，昔から優れた為政者はすべて治水に力を用いたので、あ

っTこ。

これに較べると治山の方は，少し趣きが異なるような気がする。昔は（北

海道では明治時代まで，アマソンでは現代も），森林は資源というより，むしろ，

迷惑な存在であったろう。木を伐り倒し，焼き払わなければ，農地は作れな

かった。輸送方法のない場合，木材は無価値である。治水という考えは古く

からあったろうが，治山はかなり新しいものではあるまいか。現在の東大寺

大仏殿は元録年間の建立で，当時はあのような木材が手に入ったので、ある。

徳川初期には，まだ山に木が沢山生えていたので、あろう。そして一般庶民は

ひどし、小屋に住んで、いて，木材需要は大きくなかったので、あろう。その後，

都市の発達，商工業の発展に伴い，山の木が減って来て，始めて治山の考え

が出て来たに違いなし、。林業というものは，自分の投資が自分の代には帰っ

て来ないという，根本的難問を抱えている。家というものがあり，部落に共

同体の意識があるうちは，次代のためへの投資も行なわれるであろうが，現

在のように古い家族制度や輔の制度が崩れて来れば，造林， 匂 が対する

何らかの奨励や補助がどうしても必要であろう。

治水が防災の名による農業への補助であれば，治山は防災の名による林業

への補助で、あろう。この補助政策も，今や 1つの転換期に来ている。米の生

産過剰によって農業問題を考え直さなければならない事態が来る以前に，プ

ロパンと石油の普及による薪炭需要の激減によって，林業は考え直さなけれ

ばならない事態になっていた。ただ対象となる林業人口が農業に比べではる

かに少ないために，新聞などにあまり現れず＼過疎という形で問題にされて

いるが，根本は山をど うするかということで、あろう。

さて，これからの治山治水はどうなって行くであろうか。前にも書いたよ

うに，一種の妥協策，弥縫策を考え出すことにかけては独自の能力を持つお

国がらのことを考えると，治山治水がどの方向に進むか予断し難いが，

では私なりの考えを述べたし、。
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ーわが国の災害が，今後都市に集中するであろうことはまず疑いない。都市

災害には，公害，交通災害のような新顔も含めていろいろあろうが，そのな

かでも致命的なのは，関東大震火災のような大震火災であろう。 これに対し

ては，根本的な都市改造をしない限り，決定的大損害を避けることはむずか

しかろうと感じられるが，この大問題は別に考えるとして，都市を水害から

守ることに問題を限定するならば，そう難問でもあるまし、。

都市の意義は集中による集積効果にある。したがって都市の占める面積

は，国土総面積に比べて，きわめて小さい。いわば点である。農業国が面の

国であるのに対し，近代的工業国は，点とそれを結ぶ高速交通路の作る，点

と線の国である。 または網目構造の国であるといってもよい。点と線とが占

める面積はきわめて小さいのだから，それを水害から守ることは容易であ

る。現に高速道路は低平地では地表を這わず，陸橋でまたいで行く。

点と線とをまず水害から守る。その上で，残った面で、行なわれる農業は，

災害を企業採算に入れた上で，水害対策を考えて行く。この場合，点と線と

を守るために農業側が受ける損害， たとえば遊水池や，ふだんは牧場や，畑

として利用されていて，いざというときに放水路になる土地などは，その対

価として十二分の補償を受ければよい。水害を受けた年の方が収入が多くな

るくらいの補償を出しでも，点と線とを守る方が，全体としての利益は大き

いはずである。

点と線とをまず守るといい，それは面積的に小さいから容易なはずだと言

ったが，それにはもちろん，あらかじめ点と線の配置計画を立てておくこと

が必要である。現在各所にみられる，農業的にみても悪い低湿地に無計画に

できてしまっている密集住宅を洪水から守るのは，どう頑張っても難しし、。

以上の治水策に対して，都市のために農村を犠牲にするかという反論が出

ることは十分に覚悟している。私が言いたいのは農業国のときにできた治水

策は，工業国に変って行ったときに，どのように変るだろうかということで

ある。工業の生産性が上るほどには農業の生産性は上らない。その差を縮め

るために，農産物の値段を上げるのも当然である と思う。それでも吸収でき

ない分は，農業人口を減らし経営面積を増加する方向に進まざるを得な

い。出稼ぎ，かあちゃん農業とし、う現実は，ある意味で実質上その方向に進

んで、しまっていることを示している。経営面積の増加というところで，難し
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い土地問題が出て来るが，何かの方法でそれが解決し 農村人口が減り， 農

業が企業として成立したときに，治水はこんな姿になりはしないかと，私は

思うのである。

雨は面に降るものである。それを河という線ではかせようとする。面の側

に蓄積作用がなければ，面に降ったものが線ではけるわけがない。地表面は

自然、の蓄積作用，滞留作用を持っているが，限度をこえる雨は低い所に集ま

って来るから，どこかに水がたま るのは致し方ない。

点と線とを守るのを主限とすれば，残りの面の一部に，たまに湛水が生ず

るのは致し方ないとはいうが，大局的にみて，私は治水については楽観して

いる。

私は以前，治水問題について悲観的であったことがある。震堤はしめ切っ

て連続堤にする。今までは遊水池の役目をしていた低湿地や沼を水聞にす

る。そして洪水は上のタムで切ればよいし，内水はポンプで排除すればよい

という。技術的にはそうかも知れない。 しかし投資効果の問題を別として

も，私は不安な気がした。自然、の強力さに対し，人間の持つ力が信じ切れな

かったので、ある。

ところが世の中には逆の場合もある。人聞の暴力に対して，自然があまり

にも無力であることもある。私はかつて，堤防を作れば河床が上がり，天井

川ができるのは避け難い。それをどうやって防ぐかが大問題であるというの

を，もっともな説と思っていた。ところがフFルドーザーと ダンプカーの出現

は，事情を一変させてしま った。砂利屋にまかせてお くと，あっという聞に

河床は下ってしまうの河床の無計画で急激な低下は，種々の点から困ること

であろう。しかし用水の取水に困ればポンプを使えばよいし，構造物の保

守にはそれぞれの方法があろうから，大局的にみて河床の低下は河川にと っ

てプラスであろう。河床が下がれば，堤防はあまり高くしなく てもよいわけ

だから，万一破堤した場合にも被害は小さくなるわけだし，内水問題も減る。

そう なると治山治水の問題の主目標は， 人間の暴力からいかにして自然、を

守るかという問題に切り変わるのではなかろうか。国土の一部 （私のいわゆ

る点と線，およびそれにつらなる畿地）をなるべく集約的に利用し，残余の大部

分をなるべく自然のままに残す。農業も林業も，なるべく自然を破壊しない

ような形で行なう。自然保護のためにみすみす逃がした利益は農山村に補償
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するというのが，来たるべき治山治水の姿ではなかろうか。

4. 災害はなくなるだろうか （災害とエントロピー）

農業が企業として成立するようになれば，現状の災害のかなりの部分が消

滅するであろうと述べたが，そうだからと言って，災害，すなわち不可抗力

的な原因により，国からの援助を必要とする損害，事故が起こることは避け

られないと思われる。この場合，事故の原因が自然現象であるかどうかは本

質的でなく，むしろ従の問題である。

たとえば，水俣病について考える。事件の過程において，会社側に不明朗

なものがあったようには感じられる。しかし徴量の水銀が生物のサイクル

を通って蓄積され，人が死ぬことを，会社のみならず，誰も知らなかった。

多数の犠牲者が出てみると，それは一会社の責任に余るものになった。これ

を災害として早急に処理する道が聞けて居たなら，悲劇をこれほどまでに大

きくしないですんだかも知れなし、。

人間社会の形態が変るにつれて災害も形を変え，人聞がその災害を防ぐ態

勢をとれば，それに応じて災害はまた形を変え，いつまでも災害はっきまと

ってくるであろう。

生物の個体に死が避けられないように，人間の作ったものやシステムも破

壊をまぬかれることはあるまい。医学が人を死から守ることを目的としなが

ら死を防げないと同じく，防災は災害を防ぐことを目的としながらも，終局

的には災害を防ぐことができないであろう。これについて速水煩一郎先生

は，数年前名古屋の災害に関するシンポジウムで，きわめて含みの多い考え

方を示された。

人類文明の所産はすべて，何かの意味で、高度の秩序を持ったもので，それ

はエントロビーが小さい状態にある。一方，自然界には熱力学第2法則が成

立し，エントロピーは増大する。したがってエントロピーの小さい状態はい

ずれ壊れざるを得ない。それが災害で，したがってそれは不可避である。

統計力学的にみれば，エントロピーは混乱の程度を表わす尺度である。秩

序のある状態は確率的にみて稀な状態で，それが崩れて，確率的には起こり

やすい，混乱の状態に移って行くというのが，統計力学的にみたエントロピ

ー増大の原理である。
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高度の文明が造る構造物も，文明が作り，逆に文明社会がそれによって支

配されるところのシステムも，きわめて複雑な構造を持っている。 それは確

率的にみれば，きわめて稀にしか起こらない状態である。したがってそれは

また崩療の危険度が高いとみなければならない。多くの文明が亡びて行った

ことを歴史が示している。

この考え方に従えば，文明が進むにつれ，経済成長が進むにつれ，災害は

ますます増大することになる。私は事実そう考えている。それに対して次の

ような反論があるに違いない。

学問，技術の進展に従い， 防災に関する技術，知識も進むから，やがて災

害はなくなるであろうというものである。

将来のことはどうせ判らないのだから， 夢はパラ色に描いた方が，極楽往

生のためにはよし、かも知れなし、。未来学というものは，私には科学の衣を着

た浄土教のようにみえる。阿弥陀仏の替りを科学技術が引き受ける。将来を

バラ色に考えることはよいことであるが，それが無責任な，なげやりな行動

を生んでは困る。「あとは何とかなるだろう」と楽観して，何ともならなく

なった例も多いのである。

科学技術の進展があっても，災害は減らないと私が考える根拠はつぎのよ

うである。元来，人聞は経験によって利口になって来たので・ある。科学，技

術の進展は，経験の積み重ねにより得られる。子供はやけどにより火の恐ろ

しさを知る。災害は進歩と裏表になっている。進歩，成長を諦めれば災害は

減るであろうが，進歩，発展のある所に，災害は必ず生ずるであろう。

学問，技術の進歩は災害を減少させることができないであろうということ

の根拠を別の面から考える。たとえば将棋の例で考える。有限個の駒が，そ

れぞれ有限個のきまった動き方をし，有限の盤の上で，一定の規則で動く。

それにもかかわらず，必勝の定跡はなく，新しい定跡ができて行く。 有限の

ものの組合せでも，組合せの数はあまりに多く，すべての場合を読みつくす

ことができない。そこで何手先かまでを読んで，悪くなさそうだという所で

手を打つことになる。これは人聞が非力だからできないのではない。有限個

の組合せなら読みつくせるはずだと考えるのが，そもそも誤りなのである。

将棋の例は複雑すぎるから， もっと簡単な例を出すことにする。「し、ろは」

うたのもっとよいのを作りたいと考え， 47文字のすべての順列を作るとす
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る。 47！÷2.6×10'8である。一方，地球の質量を水素原子核（プロトン，陽

子）の質量で割ると 3.6×1os1であるから，地球を構成するプロトン，ニュ

ー トロンに，いろはうたを一つず、つ対応させよう とすると，素粒子が不足す

る。すべてを尽すことは人力の及ぶと ころでないという段階をはるかに超え

ている。一斉に作ろうとするから無理なので，時聞をかけて作ればどうかと

考えると，原子核を光が通過する時間（最小の物体である原子核を，最大速度の

光が通り抜けるに要する時間だから， 実質上これより短い時聞はない）を単位とし

て，銀河系の寿命を測ると，約 10•2 になるとし、う。つまり，時間的に縦に

並べてもだめである。できないことはできないので，有限ならばできるはず

とL、う議論は成立しなし、。世上一般に行なわれている迷信，計算機を利用し

てあらゆる場合を検討すれば，最良の計画ができるはずだという議論は，こ

のことを考えていないので， 実際に少し計算機を使ってみれば，計算機の限

界を思い知らされるはずである。

つまり，我々がし、くらよ く考え，先を十分によんだつもりでも，よみ落と

しがあって，思わないことが起こる。予想もつかないようなことが起こるの

が，位の中というものである。

「災害は忘れた頃やって来る」をもじって言えば，

「予想、がつくようなものは災害ではなし、」のである。

5. 災害はどのように形を変えるか

未知の社会に挑む以上，不測の損害を受けることがあるのは避けられな

い。それが本質的な意味での災害であろうというのが，上述の論点であっ

た。この観点から見るならば，災害を受けるのは不運であって，それは致し

方ない。しかし同じことを再び繰り返して損害を受けたならば，それは災

害というより，無知，不注意，過失，怠慢，あるいは犯罪というべきであろ

う 。 もしも人聞社会のフィードパック機構が万全にできていたなら，前~の

轍を後車がふむことはないはずである。したがって，閉じ災害は繰り返すこ

とがないはずである。

つまり人間社会が災害に対して十分の方策を講ずるならば，災筈はつねに

形を変えて現われることになる。

現実の人聞社会はそれほど利口でもなければ，反応も早くなし、から，同種
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の災害を繰り返し受けることも多いが，文明の進展とともに災害が形を変え

ることは事実で，それが災害の本質的な特徴の 1つであろう。

先に治山治水について述べたことは，人聞社会が農耕社会から工業社会に

変われば，災害の形も変わるのが当然で、，治山治水は水害を防ぐことから，

自然保護に目標を変えるべきであるという主旨であった。

将来，人口の都市集中は不可避で、あろう。現在，過疎開題などが叫ばれて

いるが，農業を企業として成立させるためには，現在の農村はまだまだ過密

である。人口の大部分が都市に集中した時点において，災害のほとんどすべ

てが都市災害になるであろう。その場合，今日いわゆる公害とよばれている

ものと，従来の白然災害とを区別することに，あまり意味がなくなって来

る。すでに日本のように開発が進んだ国土には，真の自然はほとんど残って

いない。また，先に例として出した水俣病は公害と認められているが，生物

サイクルという自然作用があの事件の重要な一環となっいることを考えるべ

きである。

広い意味で言えば，災害とは 「人類社会が予想、できなかった原因，経過に

より，個人または個々の集団では回復不能または回復困難な損害を受ける」

場合であろう。このとき，責任追究などに時間をかけて被害の回復を遅らせ

るより ，さらに大きな組織の力によりまず援助を行ない，次にそのような損

害が再び起きないような予防方策を立てる工夫をすることが大切であろう。

6. 防災とは何か

予想、できないものが災害であ り，防いでも防ぎきれないのが災害の本質で

ある とすると，防災は矛盾した概念となる。その点で防災は医学と似てい

る。それは人聞を死から守ることを目的としながら，人は死をまぬかれるこ

とができなし、。それならば医の 目的は何であろうか。少し変なたとえ話であ

るが，音読んだ石門心学の道話のなかで，つぎのようなものがあった。旅に

出た武士が雪隠に握り 飯を落と し，未はし、ずれ雪隠に落ちる ものだから，所

詮同じこ とだと言ったという話を発端にしょう考えてごろうじませと反論

が始まる。人聞の活動の意義は目的になくてプロセスにあるのかも知れな

い。かなわないまでも，できる限りの努力をするのが人聞のっとめであろう。

先に人聞社会が最善の対応策を講じたとしても，災害は形を変えて現れる
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からそれを過ぎることはできないと述べたとき，人聞が利口で，反応が速か

で， 2度と同じ過ちをしないならばという条件を置いた。しかし現実の人

聞社会はそれほど利口ではないし過去の習慣が持つ慣性はきわめて強力で

あるしまた目先きの利害に迷わされ，または局部的利害にとらわれて，全

体のことを考えられないことが多し、。関東大震災，戦災と2度の大災害にこ

りずに現在の東京を作ったのはその代表的例であるし地下水を扱み上げれ

ば地盤が沈下することが判ってから 30年にもなるのに，今だに地下水汲上

げの規制ができないでいるのもその一例である。医学，衛生の面で，伝染経

路，予防法がはっきり判っている性病が防げないのと似たようなものかも知

れない。

世の中には防ごうとすれば防げたはずの災害もきわめて多いのである。私

が先に，災害というよりも，無知，過失，不注意，怠慢，あるいは犯罪とよ

ぶべきであると紐言した部類に属する災害が，災害のかなりの部分を占めて

いるようにみえる。天災でなくて人災であると言われるものは，大部分この

部類に属する。

防災の第 1の仕事はかかる種類の災害を絶滅することで， 実はそれが難し

いことである。

このむずかしい仕事ができたとしても，未知の世界においては何が起こる

か判らない。それが災害というものの本質であろうと先に述べた。何が起こ

るか先をよみ切れないという例で，先に将棋の例を出したが，人間の活動を

将棋と同様に，自然を相手とするゲームのように考える考え方もある。

人類の活動を自然を相手とするゲームと考え，敗けが災害と考える。これ

は西欧的な発想で，現代では一般に受け入れられやすく，たとえばゲームの

理論を用いて災害に関する PPBS的な考察をすることも可能であろう。

しかし人類の活動を自然、との闘争と考える考え方は，軍備競争，武装平和

の方向に発展する可能性が強い点で心配である。

軍備拡充が多くの場合，対外的条件からではなく，国内問題，すなわち軍

部の存在，兵器産業の存在，経済の繁栄，内政への批判の転化等のために行

なわれる如く，防災事業も自然災害を防ぐ主目的から断れ，人間社会側の内

部事情に支配されやすい。その際，最大の難聞は人聞社会の内部構造の硬直

化であろう。ある防災体制の構造物やシステムの工合が悪くなると，技術的



78 

に補強が行なわれる。その補強があやしくなる と，補強の補強をする。真に

必要なのは，もっ と柔軟な，根本に帰つての考察であると思うが，現代の高

度に複雑化した社会では，分極化した各部局の保全を，各部局がそれぞれ優

先するから技術的な前進のみが行なわれる。その結果， 災害の度数は減る

が，起こると大きな災害になる傾向が出て来る。これを多くの技術者は当然

のこと，不可避のことと考えているのではなかろうか。

私は個人的心情として，フェイル ・セイフ（failsafe）とか，ピル ト・イン ・

スタピライザーの効能を信 じ切る ことができない。人間のするこ とに誤り は

避けられなし、。世の中に絶対安全という ことはあり得ない。災害を減らそう

として，かえって大きな危険の道に踏み込むことは避けたし、。

西欧流に，人類と自然とを敵対関係に置くにしても，武装平和ではな く，

せめて平和共存の道を選びたいものである。日本人は元来自然に逆らわず，

無理をせずに，自然ととけ合って暮して来たので、あった。それは天災地変の

多い国土に育った民族の持つ一つの智慧で‘あったろう。日本人は外来の文

化，技術を取り入れることに寛容であり ，積極的であると同時に，従来の文

化を捨てることにも寛容で、積極的であった。それが何度かの日本の若返りの

秘密であり，現在の高度成長の大きな要因であろうが，我々が現に住んでい

るこの国土は昔からの国土であるから，自然に逆らわない生き方の智慧を全

部捨て去ることは心配である。

現在，水銀や有機塩素の農薬，抗性物質の乱用による公害が大きく現われ

ている。病原菌や害虫は防がなければならないけれども，病原菌，害虫とい

えども生あるものである。人聞にとって害のある生物は皆ごろしにするとい

う考え方が，そもそも間違っているのではないだろ うか。害虫，益虫， 害獣，

益獣，すべて人間の便宜から勝手につけた名前にすぎなし、。種々の生あるも

のが，たがし、にパラ ンスを保ちつつ， 平和共存 （とは言っても，絶えず，食う

か食われるかの争いは相互に繰り返しているのであるが）して行くのが，本来の

姿なのではあるまいか。

このように考えてくると，そもそも災害は絶対に防がなければならないも

のなのかという疑問が出てくる。形あるものはすべて亡びるのであるから人

聞が造った物や制度がやがて亡びることは致し方ない。崩壊が予期されない

時に，予想、も されなかった経過で、起こ るから困るのは事実であるが，人の死
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が突然おとずれることは，人にとってあるいは救いではないだろうか。

先に，わが国の歴史を通観して革命や内乱があまり多くないのは， 1つに

は天災が多かったからではなし、かと述べた。我々の日常生活をみても，嵐が

来て，塀が壊れたり，雨樋が落ちたり， 屋根が洩ったり したのを機会に，家

の修繕や改造が行なわれて行く。改造をするだけの活力が内にあれば，外か

らの災害はむしろ進歩のきっかけになる。子供が育って行くのをみると，病

気をするたひ7こ智慧がつくようにみえる。

災害は必要悪，または必然悪の一種かも知れなし、。

7. 災害と情報

パスカルは人聞は考える葦であると言った。たとえ弱くても，考えている

とい うことに意義がある。 仏教で、は六波羅蜜の中で，般若（智慧）波羅蜜を
ぎよう

一番大切にする。行も大切にするのであるが，行に裏打ちされた知が大切な

のであるつ

災害についても，防災的施策，構造物も大切であるが，終局的にはこれら

物質的なものに裏打ちされながらも，災害に関する深い認識を，広くすべて

の人々が持つことが，何より大切であると思う。これに関して情報の問題に

ついて考えてみたい。

現代は情報化の時代といわれ， また脱工業化社会（Postindustr凶 society)

ということもいわれる。歴史的にみると， 18世紀末に起った産業革命は，並

行して起ったフマルジ ョワ革命による市民社会の成立，資本主義の発生と相し、

まって，人類に物質的豊かさをもたらした。わが国も少し遅れて，近代化，

工業化の道を進んだのであるが，第 2次世界大戦に敗れて後，昭和30年頃か

ら， 国民の勤勉努力，歴史的経過， 四囲の情勢，および好運に恵れて，異常

な高度成長を述べることに成功した。この高度成長はまだ続くであろう。 し

かしこのような，物を沢山生産すればよいとしづ高度成長はやがて行きづま

るに違いない。我々はついこの閉まで貧乏であった。 いまでも社会福祉の点

や，住宅の点からみれば，きわめて貧乏である。さつまいもで辛う じて飢え

をしのいだ記憶が，心のどこかにこびりついているから，握り飯が大きけれ

ば幸せである と思いたくなる。幸せや，価値や，目的が， トンやカロリ ーで

表わせるよう な気がするのである。いわゆるGNP第一主義である。
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現在， お米が余ってきた。 これに対して，米価を上げすぎた，農業の過保

護であったということはやさ しい。しかし， やがて鉄やエチ レンも余るかも

知れない。その時になって鉄鋼業に対する過保護であったなどと言っても始

まるまい。つまり，何かを犠牲にし何かを保護して，無理な成長を続けて

来たのがわが国で，またそうしなければ追いつくことはできなかったろう。

米は余れば豚に食わせればよい。鉄やエチレンは豚も食わないし腐っても

くれない。生産コスト がし、く らに下ろう と，役に立たないものは 無 価値 だ

し捨てるに困れば負の価値である。

人間活動の主目的が物質の生産である というのはまだ低次元である。かく

して脱工業化社会が現れて来る。 人間活動の意義の中で，重要なものに芸術

があるが，これは我々の分野ではない。 これを置くとすれば，人間の知的活

動の大きな部分は，何らかの意味で，情報の生産という ことになるであろ

う。それが情報化時代の意味であろう。

情報化の時代というと，資料を集め，大型の計算機を備え，テレタイプシ

ステムを完備するということであると考える人が多いが，それは手段や道具

を本質と見誤ったもので， トンやカロリ ーでものを評価する気持ちから脱け

ていないのである。

シャノンが情報の理論にエント ロピーの概念を導入してから，すでに20年

になる。ウィーナーは情報のエントロピーの考えを用いて，マックスウェル

のデモンのパラドックスに一つの解釈を与えた。一様な気体を箱に入れ， 中

央に仕切りを置き，それに小子しをあけ，そこに1人のデモンを置く。デモン

は速い分子は左から右に通し，遅い分子は右から左に通す。やがて右側に速

い分子が，左側に遅い分子が集まるから，右側は高温に左側は低温になる。

壁の小孔の扉をなるべ く摩擦がないように作っておけば，それを動かすに要

するエネルギーを小さくできるから，外部からほとんど仕事を しないで，温

度差を作ることができることにな り，結局， 熱力学の第 2法則に反する現象

が起きる。これがマックスウェルのデモ ンのノミラドックスである。

ウィ ーナーはこれを次のように解釈する。デモンは分子の速い遅いを見分

ける能力を持っていなければならない。 つまり分子の速度に関する情報を持

っていなければならない。分子を速いのと，遅いのとに分類してしまえば，

そのために情報を使ってしまう。そこでデモンの持 つ情報のエントロピー
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と，気体の持つ熱力学的エントロピーとを一体として考えれば，やはりエン

トロ ピー増大の原理は成立すると考えるのである。

このウィ ーナーの考え方は，災害の問題にもあてはめることができる。先

に災害はエント ロビーの増大であって，不可避であろうと述べた。人間社会

が作った秩序，つまり エントロピーの小さい状態（負のエントロピー，ネゲン

トロピーが大きい状態）は， 何かの機会に崩壊してカオス （エントロピ｛の大き

い状態）に変ろうとする。それが災害である。秩序は絶えず‘崩壊して，カオ

スになろう とするのが自然の法則であるが，多くの神話において，神はカオ

スから秩序を創り出す。神がカオスから秩序を創出できるのは，全智全能

で，無限の情報を，つまり無限のネゲントロピーを持つからであろう。神と

いうものは人間の能力の一つの極限の象徴であろう。人聞は全智全能ではな

いけれども，努力して情報を集積すれば，そのネゲントロピーにより，災害

によるエントロビーの増大を中和し， 災害を防ぐことができるであろう。

災害をよく知り，それにつきよく考えることが，それを防ぐ上で何より大

切なことである。 このことは，ウィ ーナーや情報のネゲ・ントロピーを持ち出

すまでもなく，古く孫子に出ている。「敵を知り， 己を知らば，百戦危から

ず」

災害を防ぐのに，十分の情報を持つことが大切であるということは，なに

もテレメ ータ網を整備しそれを中央計算機で制御し，テレタイプ回線で指

令を流すシステムを作れということを意味しない。手段として，そのような

設備があることは望ましい。しかし停電すれば計算機はとまるし，回線が切

れればテレメ ータ，テレタイフ。はとまる。鉄塔が倒れればマイク ロ回線も使

えない。予想できないのが災害の常であるから，近代的設備に信頼し切るわ

白けには行かない。精巧な，壮大な組織ほど，崩れるときにはあっけないこと

を歴史が示している。私は自分がある程度計算機を使ったり，レーダーと計

算機との結合システムを考えたりなどするから，かえって機械万能に信頼す

ることができないし 過大なWI待をかけたり ，パラ色の夢を持つこ とができ

ない。

人間の休には，計測器に当たる目や耳があり，通信回線に当たる神経があ

り，計算機に当たる大脳があるが，人間の生存にとって， もっ とも基本的な

血液の循環，呼吸，消化のよ うな大切なものは， 大脳や神経の支配に任せら
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れてはいない。 眠ろうが，気絶しょうが，それらの機能はちゃんと動くよう

になっている。 大脳の支配下にある神経とは別に， 自律神経系というものが

あり ，それは正の作用のと負の作用のとの 2種類の二重支配になっている。

さらにその他にホルモンによる調整作用もある。 このようにして，人聞は何

とか安全に生きて行けるのである。人聞社会を災害から守り，無事生きて行

くために，計算機と通信回線のシステムだけですむと考える方が不思議であ

る。

災害を防ぐには十分の情報を持つことが何より大切であるというとき，一

番大切だと考えるのは，各人が自分で守ろうとする気持を持つことである。

社会の構成分子の一人一人が災害についての認識を持ち，防災の意志を持つ

ことが，それこそ最大のネゲントロピーである。

社会が近代化し，組織が複雑化し仕事が分業化するに従って，組織全体

が強力化するかわりに，各個人は弱体化する。 今後の都市災害の最大の弱点

は，組織が破壊された場合の個人の弱さではあるまいか。防災組織の近代化

より，各個人の認識， 意志の重要性を強調するゆえんである。

人聞は微力だししばしば誤りもするし見落としもするけれど，各人が

力をつ くして調べ，考え，責任を持って判断を下して行くより致し方あるま

い。そして経験により， 過去の事例の解析により ，利口になって行かなけれ

ばならない。情報化社会といったところで，計‘算機を使ったところで，結局

は人聞が考え，人聞が判断を下して行くより致し方なし、。人間そのものは，

普通で変らないのだから。

（国立防災科学技術センター，理博）
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