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【座談会】

気象異変，渇水，水害

はじめに

【出席者】 高橋 裕
東京大学教授，工博

根本順吉
気象庁図書課補佐官

朝倉 正
気象庁，予報官，理博

和田英夫（司会）
気象庁長期予報管理官， 理博

和田 昨年の丁度今頃， 「異常気象と水需給」とし、う問題で座談会を開いたわけで‘

すけれども，武藤先生の話によると，いろいろ批判もあり， 注文もあったようです。

きょうは同じ問題を角度を変えて，また掘り下げてやっていきたいと思います。気

象庁側は前と同じ人で，今l免は特に東大の高橋先生をお迎えしております。ひとつよ

ろしくお願いし、たします。

さっそくですが，最近西日本の各地で，集中豪雨があり非常に大きな被害が出てい

るようです。一方，関東はご承知のように，これまた水飢餓で，昭和39年以来の水不

足ということでして， 6月下旬から第 1次使用1!JIJI浪， 7月に入って第2次使用制限と

いう状態です。水が足りないと，何でもお天気のせいにしてしまうんですけれども，

ほんとうに水が足りないのかどうか。この冬から梅雨にかけて実際の雨について，ま

ず朝倉さんからお願いしたいと思いますが，どうなんて‘しょう。

1. 冬から春にかけての降水状況

朝倉 ことしの冬から考えてみますと， とにかく一番印象に残るのは，たいへんな

暖冬だったということですね。雨の分布からL、L、ますと，太平洋側は記録的に雨が多

くて，たとえば 1月の東京の降水量は平年の 2.3倍， 2月に入っても 2倍以上という

雨の多さですね。特にことしは冬から春さきにかけま して，低気圧が発達しやすく，

一雨の雨量が非常に多いんです。たとえば， 1月11日から 12日まで東京で降った雨

が， 実に80mmという，冬としてはまことに考えがたい雨の降り方をした。反面，い



18 

わゆる雪の多い北陸地方は，1月31日現在でし、し、ますと北陸地方の全宮署の積雪は万

一ノレゼロなんですね。 オーノレゼロというのもまた非常に珍しいんで，ことしの冬も 1

つの異常気象の形をとっているわけです。

それで，そのあとの雨の経過を考えてみますと， l月． 2月と多くて， 3月くらい

から東日本の雨がだんだん滅り始めました。特に東北地方は雪が少なくて，春さきに

入ってからもわりあい好天が続いたものですから， 回植えの水不足が一時心配されま

した。全体的には春のあらしが活発でほぼ平年並みか，あるいは平年より多いところ

があったわけですけれども， 5月に入りましてから北日本と 円本海側で多く降り，太

平洋側では少なくなりはじめました。

それで，いまから考えますと， これはたいへんに指示的な｜泳り方でございまして，

こういうふうな年は，実は太平洋の高気圧は非常’に強くて． いわゆる前線の活動が日

本海側で働くような年に，こういうことが多うございます。 6月に入りますと， やIt-

りその傾向が主主りまして，たとえば 6月の東京の降水量は， 平年の大体、｜ニ分の56%ぐ

らいです。それに対しまして，北海道の札幌は平年の 120% ぐらい，九川の福岡や日

本海側，北陸，山陰は同じよう に平年より多くて 125%，東円本の太平洋に面したと

ころが非常に少ない3

で，日本全体をみますと，ほかは大体降っているんです。関東地方はご存じのよう

に，たいへん人口が集中しているところで，非常に少ない雨という ことでは問題が起

きたわけです。ただ，いま司会者から，給水制限がお天気のせいといえるかどうかと

いうことですが， これはなかなかむずかしい問題だと思いますが，東京の降水量を 1

月からずっと足してみますと，たとえば1964年当時に比べますと， ずっと多いわけで

す。ですから， 小河内タムとか，あるいは神奈川県の沖久井あたりは満点に近く，神

奈川県は心配ないといってますね。

6月に極端に少なかったのは前橋で， 1if1：かに平年の半分もいきませんで， 48%程度

ですから， 6月に入ってからの前橋付近は，雨が少の うございます。ち ょうどその 5

月， 6月という のは， たんぼに水を流さなければならない時期ですから，やむを得ず

流したんでしょうけれども τ 期待したほどの雨がなかったということでば 係かにお

天気に関係があったと思いますね。

それから山では， 先ほど申し上げましたように，日本海側はほとんど雪がなくて，

おそらくことしは山に積もるということが少なかったで‘しょうから， そういう意味で

は雪が少ないことが，水をとっておく上ではマイ ナスの作用をしたと思うんですけれ

ども，しかしながら，冬の聞でも， 先ほど申し上げましたようにかなり雨が降ってま

すからね。雪の形でなしに， 雨の形では降っているわけです。

高橋 北関東でもそうですか。

2. 今年の台風は？ オホーツク海高気圧
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朝倉 はい，そうです。ですから，たとえば水の循環など考えますと，雪の形で保

存しておいてから流れたほうがダムにたくさんたまるのか，冬の間たくさん雨が降っ

ても，それはどんどん地面の中に入って， ダムにはこないのか，そのへんのことは，

私よく知りませんけれども，雨の面からいうと， すべてお天気だというふうにもって

こさそうとするのは，少しまだ材料が足りない感じがします。

高橋 ことしの異常気象の状況について伺ったわけですが， こういう状況のときに

は，台風期にかけても，平年よりは異常が起こる可能性が高いと予怨されるんでしょ

うか。

朝倉 そうですね。ですからいまの問題に限って申し上げますと，東日本から特に

；関東地方を中心に考えますと， いま水がめを満たすほどの雨は，つゅの雨ではまず期

待できないんですね。もしあるとすれば台風だけです。

高橋 線雨末期の豪雨というのは， 傾向としては期待薄ですか。

朝倉 もう少し北のほう で｜経ってしまう。台風がくれば別ですが。

高橋 日本海のほうですか。

朝倉 ええ，日本海のほうで降ってしまいますね。ち ょうどあすこは境目で・・・

高橋 太平洋側には降りにくし、。

朝倉 降りにくいです。

和田 それに関連しまして，厳近皆さんから「どうもオホーアク海に高気圧が出な

も、んで， ことしの梅雨は一体どういう型なんだ」といわれますが，その点どうですか。

朝倉 そうですね。そういう点では， lつの例と してはオホー ツグ海に高気圧が出

ないのが原因なんです。それ以外に 6月の太平洋高気圧は平年に比べますとかなり強

‘いんですね。 1961年以降でみますと一番強いんです。それで強いそのへりが， ちょう

ど東北地方の太平洋側から関東地方の北部ぐらいのと ころに張り出しています。それ

から，日本海側と西日本は気圧の谷になっておりますから， そこでは非常によく 雨が

降り ました。太平洋にあ ります高気圧がもう少し北のほうに上がりますと， 今度は関

東地方に降るわけです。

高橋台風のほうはどうですか。

朝倉 台風は，こういう年にはわりあい発生が多いんです。ですから， これから台

民Lはどんどん発生して， しかも台風が日本へ上陸するのに周期性がありま して， 6年

I目， 6年目で追っていきますと， ことしは台風の上陸する当たり年になりま してね。

高橋 去年もわ りあい多かったて、すね。

朝倉 そうなんです。去年が多く て，ことしはもっと多い年で， 明後年がー喬少な

丸、んです。

高橋 これはかなり規則性のある周期ですか。

朝倉 さほどきちんと確率の高いものじ平ないんですけれども。 ただ， 6年ずつ分

けてグラ フをかくと，一番ぴったり位相が合う のはことしなんて、すね。 ここがー溝上
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陸数の多いところで，これを原点に考えますと，すそ野のほ うは少ないときもあり，

多いときもある。

根本 いま 6サですが，6号というのは多いんですか。

朝倉 6号は平年並みです。最初少なくて「どう した」という話でしたが，やっと

追いついて平年並みになり ました。

和田 「水利科学」とし、うのは，非常に気象の知識の深い読者も多いんですけれど

も，この悔雨というのは， 「オホーツク海に高気圧が出て，しとしと雨が降る」 と教

科書に書いてあるけれども，そのへんどうですか，根本さん。

根本 オホ－ ・；； ク海と太平洋高気圧と梅雨前線と， この3つが三位一体で梅雨の天

気を形成するというように考えているけれども， いま司会者がおっ しゃったように，

私はオホーツク海の高気圧は，必ずしも必要条件じゃないと思いますね。過去に調べ

てみると， オホーツク海高気圧が全然なく ても綿雨になるという年は何年もあります

から，そう L、う意味でオホ ーツク海高気圧とい うのは， もう 1回見直してみる必要が

あるように思います。

朝倉 そうですね，わたしもそれが非常に気になりまして，「オホーツク海高気圧

という のは，少し強調されすぎてやしないか」とある本に書いたんですけれども，た

とえば，つゆ入りを宣言したそのと き， ほんとにオホー ツク海に高気圧があったかど

うかみるんですね。 そうしますと，過去20年間ではむしろないほうのパーセントが大

きいんですね。ですから，オホーアク海高気圧の存在とい うのは，確かにあれがヤマ

セ風を吹かすことで注目されたんだろうと思うんですが， 悔雨活動を活発化させる 1

つの要素ではありえても，必要条件とは考えられない。

「梅雨前線」を気象衛尽から見ますと，雲はアリュ ーシャン列島から日本に沿って，

ずっと中国大陸の奥までつながっている。梅雨前線は寒帯前線だといわれてますが，

アリニ ーシャン低気圧にくっついた寒倍前線が侮雨前線というのはおかしいのです。

締雨現象から見た場合， 東半分は低気圧に属し，西半分はモ ンスーンで形成されるも

のです。で，それを梅雨前線という ことばで表現するから， たいへん大きな誤解があ

るんです。

3. 西日本の集中豪雨を中心として

和田 そうしづ関東の水不足とはうらはらに，西日本で集中豪雨が 6回ですかね。

われわれは天気予報をやっているのですが， i'l'iの予報はしますけれども，がけくずれ

の予報はちょっとむずかしいわけです。ところが， どうも最近の事故は全部がけくず

れなんてーすね。高橋先生，これはどうなんて、し上うか。川内川というのは，なんであ

んなにがけがくずれちゃう んでしょうね。われわれには不可思議で…一。（笑L、）

高橋 今回の川内川の場合は，がけくずれもありますけれども，あの川の場合はい

わゆる水害常習地帯とし、し、ますか， ある程度以七の豪雨になると，沿川の至るところ
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で氾濫，浸水被害が出るんです。去年も数回あ りまして，毎年数回ずつは必ず宅地も

耕地も一一。

ここ数年の水害を見てますと， 川内川に象徴されるよ うな内水，氾濫的なものが 1

っと，それから土石流，がけくずれですね。がけくずれの頻度が非常に高い。それに

都市化地域の浸水被害です。土砂崩療と， いわゆる水害常習地帯的な氾j監，都市化区

域の浸水が特に目立つように思います。

和田 ただ，どうもがけくずれというのは近年多くなったようですね。雨のせいと

いう ことでもなさそうなんて、すが。

根本 それについて，私ちょっと気がついたことを申し上げたいんですが，最近の

記録を更新するのをいろいろ調べて見ますと，不思議なことに気づくんですよ。それ

は 1位が 2位を 5mm破ったとか， 3mm破ったとかし、うんじゃなくて，倍になって

いるんですね。これはかなり変なことじゃなし、かと思うんですよ。

たとえば，例を気づいたものからあげてみますと， 千葉の勝浦で70年7月1日の 1

時間雨量が75.5m mです。いままでの記録が36.Bmmて司すから， これは倍ですね。そ

れから， まず最初に日本の場合だけし、L、ますと，南西諸島の久米島というところで，

71年11月14日に 1日の降水量が220mm。 ところが， いままでの記録は 119.2m mな

んです。それから同じく 71年 8月23日， 山口県の萩で降ったんで‘すが， 1時間雨量が

109. 2m mです。ところが， 2位が 57.7mmなんです。こういうのは日本だけじゃな

くて，世界中に目立っているんですよ。

世界となりますと，記録が，つまりいままでの順位がわかつてないもんですから，

あまり正他なことはいえませんけれども，わかったところだけし、し、ますと，たとえば

アメリカで70年 9月5日にアリゾナの砂漠で，雨が 279.2m m降ったんて‘す。ところ

が2位が 133.9m mです。やつは り倍以上ですね。それから2位がちょっとわからな

いんですけど，イタリ アのジ ェノパで10月に降ったのは， 1日降水量が 70mmで‘す。

あと石垣島なんかでも，これは宙い記録がないので比較できないのですけれども， 1 

時間降水量が，たとえば伊原聞というところでは 214mm降っているんです。 1時間

雨量が 214mm とい うのは， これはたいへんな雨量ですね。それからシンガポールで、

冬に1時間雨量 77mm。これは 2位が，はっきり しないんですが， 40mmくらいで

す。とにかく記録の更新がちょっとやそっとじゃないですよ。ここに資料をたくさん

もってきてますけれども，いま主だったものだけいったんで、すけれども。

それから， 今度はその反対に， 司会者もいっておられま したけれども， 雨の降らな

いときには，たとえば67年9月大分の干魅ですね。 このときは 5mmしか雨が｜降らな

かったんて、す。ところが 9月の台風シースンですから，平均の雨量で 200mmぐらい

降るわけですね。 で， 5m mですから，これはち ょっと雨量が正規分布じゃありませ

んから， 3乗根とって，正規化して，それでやっても標準偏差の 5倍以上の片寄り

です。このように降れば降っ-i2でわっと降っちゃう，降らなきゃ，とにかく 降らな
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いほうも記録破りになって しまうということで， 雨の降り方が非常に不安定で、ある。

そういうのが実用的には， 水の管理の面で非常にたいへんなことなんですけれども，

原因はまたあとで皆さんと議論したらおも しろいと思うんです。こういうことが， が

けくずれとか内水氾濫とかを受ける側の条件もありますけれども， 影響を与える側で

も，こ ういうふうに非常に変な雨の｜怒り方になっているとしづ事実ですね。 これはや

っぱり注目すべきことじゃないかと思うんですけれども。

高橋 たとえば，昨年 9月の歓雨前線で，三重県の尾鷲，熊野で40何人死者が出た

がけくずれがございます。ご存じのように，尾鷲，熊野というのは有数な多雨地帯で，

従来のわれわれの感覚からいうと， ちょっとやそっとの豪雨でもそう簡単にがけくず

れしたり しないというところですね。だから，大体いま生きているような人たちは，

I度もあったことのないようなかっこうで起こっているわけですね。

台風25号，これは千葉県が相当被害が出て，これも56人の死者が出た。全部がけく

ずれの死者ですが， これは勝浦で確か最大時間雨量 120mm降っているんです。こ こ

のがけくずれの場合も，少なくともいまそこに住んでいる古老も含めて，初めて経験

したものでした。

よくがけくずれの場合は，そうはっきり分けられるわけではあり ませんけれども，

しばしば不注意な宅地造成が原因であるとか，その周辺の土地の事情が悪かっとかし、

うようなことがよくいわれて，確かに都市域ではそういう例もあります。しかし昨

年のがけくずれの最も代表的な悲惨な例である千葉県とか，三重県は， ジャ ーナリ ズ

ム用のことばでいえば，人災的な要素のきわめて少ない，そこに長年住んでいる人が

初めて経験するようなものであったというと ころで， ゃっぽり雨の降り方が影響する

かなと思うんです。

三重県の場合は，私，歴史を調べましたら，明和4年に，確か50～60人死者を出し

た相当大きな崩壊があるんです。もちろんそのころですから雨量の記録はないが， 明

和4年の場合は，愛知県も相当被害が出ています。これはどういうわけでしょうか。

根本 西暦何年ですか。

高橋 1767年です。徳川10代将軍家治のときです。そのときくす．れた個々の場所は

漠然として， あまりはっきりしませんが， 何々部落というようなことで郷土史に載 り

まして，それが昨年くずれたところとわりあい近いところだということです。

和田 尾鷲の大雨で，おもしろい話があるんですよ。予報官が調査にいったら，あ

の多雨地帯の尾鷲の人がびっくりするような雨だと。（笑し、）それでどの程度か見当が

つくわけです。

高橋 尾鷲は雨が名物ですから。（笑い）

根本 大体 1時間 lOOmmというと， ほんとにばけつでー水をかぶるような降り方で

すね。 萩の人に聞いたんで‘すけど，かさをさせないそうですよ。

和田 私ら，観測の経験はずいぶん長いけれども， 残念ながらそういう雨にあった
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ことないですね。

高橋 大体 1時間雨量 lOOmm を越すと，相当の被害が出ますね。

根本 集中豪雨という言葉も非常に古い言葉じゃなくて， 1958年7月1日の山口県

浜田の大雨に対し朝日新聞が最一初に使ったことばで， そういう意味からも60年代に入

ってから， 雨の｜降り方が目立ったのは確かですね。

高橋 気象の しろ うとと して申しますが，集中豪雨が最近目立つのは，一つの理由

として観測網が非常に発達してきて，従来は捕えられなかったような地点までも，雨

量観測ができるようになってから，昔はこの網に引っかからなかったものもわかるよ

うになってきたからではあるまいか，という感じをもつんですが， どうでしょうか。

根本 それが統計的に実証することがなかなかむずかしいんですね。つまり，始ま

ったときにはデータがそろってないですからね。 1位が2位を 2倍に越すということ

はあんまり過去にはないんですね。

高橋 そうすると，最近雨量強度が強il、雨が多いということですか。

根本 はい，度数が目立ってきているように感じます。

和田 前回も雨の最近の降り方について述べましたけれども， きょうはつまり気象

学的にもう少し掘り下げて，ひとつ日本の雨量ということについて，気候変動の立場

から，朝倉さん，各時期別に分けて，先ほど台風期の話が出ましたね。台風期の雨に

ついてもう少し……。

4. 現在は渇水期

朝倉 日本全体の雨量でかつ年間の降水量をとって調べますと，現在はiliの少ない

時期，潟水期にあると思います。で，傾向的にそうなっているんですけれども， すで

に根本さんが論文をお書きになられてますけれども， 1970年から75王｜ーまでを中心に，

かなり顕著な干魅が起こるであろうということなんです。大体これは周期説からきた

もので，いろんな周期を用いた研究があるんですけれども，不思議なことにp それが

70年代に雨がかな り少なくなるということでは，意見が一致しているんです。 これは

周期が違うと，たし、がし、結果が違うんですけれども，意外に一致してまして，この点

ではベースとしては雨が少ないと思うんです。

たとえば東京の年雨量をずっと書いてみますと， 1960年に入りましてから，平年よ

り多い年がないんですね。去年，おととしは特にずっと少なくなっている。大きな傾

向としては，少なくなってきていることは事実と思います。 ニューヨー クなんかでも

やはり1960年以降，雨が少ない傾向があります。

ただ， これを地域的に分けて詳しく見ますと，そんなに簡単なものじゃなくて，た

とえば日本海側ですと，逆に雨が多くて， いわゆる多雨期ですね。それから北海道は

あんまり変動がなくて，多くもないし少なくもないというところです。九州は非常に

はっきり してまして， つゆ期は雨の多い時期になっております。九州，山陰，北陸は
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つゆ期は雨の多い時期です。

それから台風期ですけれども，台風期の雨は全体としては， いまは少ない極値の状

況で，これから増えてゆく時期に向かし、ます。

高橋 いまおっしゃっている周期は何年くらいですか。 たとえば，次の台風の豪雨

の多いのは大体何年後ぐらいになるJi>H切でしょうか。

朝倉 70年から75年がー否少なくて， そのあとはだんだんふえていくんですね。

高橋 そうすると， 80年代が多いですか。

朝倉 それから先にいきますと，周期によってずれちゃう んで。ですから70年から

75年 ぐらいまでは一致しているんです。

和田 そういうようなことを前回も若干話したんて、すが，そういう：意味では関東の

水不足というのはちゃんと予忽どおりなんです。（笑い）

高橋 ということは，まだもう 2～3年は潟水が続くと。

和国 大きい目で見ますとね。

高橋 オリンピックのあった昭和39年夏の水不足のときも，その数年前から 36, 7, 

8' 9と少なかったですね。

水需給ノζランスを考えますと，数年続くとだんだん深刻になって，貯金が減って，

取り戻せないうちに次の年の夏になり， 30年代の後半にはご記憶と思いますが， 35～
36年ごろから毎年夏になると，水道局は「ことしは例年になく渇水ですから，節水に

ご協力くださし、」とポスターを出していた。だんだん貯金が減っていって， 39年であ

あいう深刻な事態になったわけです。いまの状況で，渇水予報をすれば， ことしより

も来年，来年よりも再来年， 75年ごろには非常に深刻になる恐れがありますね。

和国 私は水需給に関しては全くしろうとなんですが，関東周辺の水というのは需

要がふえるばかりで， 雨の問題じゃないように思うんですが， これはどうなんでし ょ

う。

5. 水需要の面から

高橋 雨のほうはある程度，たとえ渇水にせよ何にせよ，おおよそ検討はついてい

るわけですね。それから需要も当局が大体予怨するくらいにはふえているんです。あ

るいはわずかに上回る くらいのふえ方です。ですから，東京あるいは東京周辺の水需

要は，特に都市の上水ということに｜浪りますと，大体予想どおりにふえていると A考え

ていいと思います。

ですから，問題は供給です。需要消は予怨できたことですが，供給は水資源の開発

が計画どおりに進んでいれば，水不足は少々の渇水でも起きないはずであると考えて

し、し、わけです。ところが， ごく大ざっぱにし、し、ますと，需要は順調に伸びているけれ

ども，供給は予定しているようには進んでいない。

具体的にし、L、ますと，昭和39年に立てた利狼川開発計画では，昭和45年度には利恨
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川の河口ぜきと，渡良瀬川の草木ダムまで完成しているはずなんです。河口ぜきは予

定どおりできましたが，草木タムはいまやっと工事に入ったところで，できとがるの

は50年度と予怨されております。さらに震プ＇／／闘の開発と数個のタムその他を含めて 50

年度までの計画ができているんです。それが，いまかなりおくれております。ですか

ら，50年度までの予定のものは，早くても53年とか54年，あるいはもっとおくれるか

もしれません。 これは建設省、，経済企画庁， }.f~ i；（都の計画にのっと った話ですが，そ

れでいくと需要は予企lどおりだけれども，供給が予定よりは数年ずつおくれている。

このように供給計画がおくれていると，50年代になるとあぶないぞということは当

事者は 2～3年前から自覚していたことなんです。ところがそこへもってきて，やや

予想外の渇水が生じて，それが少し早自にきたとし、うわけです。ダムなどは幾ら急い

でも急にできとがるということではありませんから， 渇水が昭和50年ごろまで続くと

すれば，渇水騒ぎはことしだけの問題ではないと予想されます。

和田 いまは東京周辺なんで、すけれども，大阪周辺の水需給というのは，東京と若

干違うというような面があるようです。特に琵琶湖の開発が強力に進められているよ

うですけど，このへんどうなんですかな。

高橋 ごく基本的には，東京と大差がないと思います。程度問題だと思います。

で，将来を考えて，水不足が心配されるのはどなたにもと怨像つくように，人口集

中地帯である南関東であり，大阪周辺であり， 中京，それから瀬戸内海周辺がH召和50

年代に極度に水が不足する地域だと思います。

それは，たとえ利恨川の開発とか，あるいは琵琶湖，従川の開発が相当精力的に行

なわれるとすれば，かろうじて需給パランスがとれるくらいのところですから，基本

的には大阪も心配な地域だと思います。最近琵琶湖の開発について，若干のめどがつ

いたとはいえ，そう楽観はできないと思いますね。

和田 私が，東京と大阪との速いといったのはこういうことなんです。余剰ぶ量と

いうのがありますね。降水量から蒸発その他をヲ，，、て，最終的にj也表に流れてくる雨

量です。これは気象学的には， 関東の北部ぐらいが一番少ないんですよ。それともう

一つ困ったことには， 降水の不安定という，そう L、う地域を見ますと，またまた関東

なんです。そういう面が東京と大阪の速いというように思うんです。

高橋 すると，近畿の場合は，琵琶湖という非常に恵まれた自然、の貯水地があるた

め，元来は条件がし、L、といえますね。

根本 最近の考え方で，つまり ／j（資似の｜問題ですけれども，資源というものをぐる

ぐる日して使うというような考え方によると，廃棄物こそ資源である としづ考え方が

だいぶでてきているんです。水の場合でしたら， 下広をもういっぺん処理して使うと

いうことが考えられると思うんです。 人口が集中してきて，都市化が進んで‘いるわけ

ですが，それに伴って渇水もふえてくると思うんですけれども， もう一回利用する と

いうことは．かなり見込みがあることですが・・…。
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高橋 結論をし、L、ますと，私は見込みのある ことだと思いますし，逆に見込みのあ

るようにしなくてはいかぬと考えます。

若干補足いたしますと， あらゆる資源の中で，水資源の特性は循環性にあると思い

ます。一方，水とか土地は｜浪りのあるものですから，人口がふえて生活水準が上がれ

ば，需要も限りなくふえますね。そうすると，究極には当然どこだって足りなくな

る。その場合に水というものは循環する資源であることを十二分にむしろ利用して，

循環して使うとしづ方向に， いずれの場所でも将来は一一場所によっては， かなり先

の話ですが一一そういう形でやっていくというのが本筋だと思います。 ですから，ま

ず日本でいえば，東京のような水需給が緊迫しそうなところから， そういう問題を手

がけるべきであると思います。

ご存じのように，工業用水につきま しては，すでに東京の場合は江東工業用水道て、

は， l京水として，数年前から三河島の下水処理水を使っているわけですから， そうい

う工業用水については実験済みですね。ただ江東工業用水道の場合は， 水資源対策と

して始められたのではなくて，地盤沈下対策， つまり地下水の規制を強化しますと，

地下水を使っちゃし、かぬということで， それに依存してた工場などに，かわりの水を

供給しなきゃし、かぬ。そこで地下水の規制強化と同時に，下水処理水を工業用水道と

して供給したわけです。ですから，動機は水資源対策ではなくて，地盤沈下対策です

けれども，将来の水資源対策を占う意味の， 非常に進歩的な試みとしてとらえたいと

思います。ですから，工業用水といってもいろいろ使い方がありますが，非常によい

水質を要求されるものは例外として，相当多くの工業用水は，下水処理水でまかなう

べきと思いますし，さらにそれを発展させて，東京のようなところは，上水道のうち

の雑用水に徐々に下水処理水利用の道を開くべきだと思います。

根本 外国の人が日本にきた場合に，水洗使所の水と飲み水とl<i］じだといったら，

ずいぶんみんなびっくりしたそうですね。そんなところは外国にはないそうですね。

高橋 全然なくはありませんけれども，闘によって千差万別ですが， 外人は一般的

に驚くでしょう。外人が日本にきまして驚くことは多々あると思いますが， いま根本

さんのおっしゃった水洗便所の水にも驚くでしょう。

フランスあたりの家庭の主婦が日本の家庭生活を見ますと．電気洗たく機の水の使

い方に驚くんです，ゆすぎ水に多量の水を使うと。アメリカは別です。アメリカ と日

本はかなり水の使い方が似ているというか，戦後日本では，非常にアメリカ的な水の

使い方をしてきたといえます。ヨ ーロ ッパは非常に違いまして，たとえば2 カーウォ

ッシュなどはやらないですね。ヨ ーロッパにし、かれる機会があったら， そういう点を

ご注意なさればし、いと思いますが， 自動車はぞうきんか何かでふいてますよ。大部分

の人はホースでじゃあじゃあしたり ，あるし、はカーウ 万ツシュにかけたりしません。

別に水道料金をけちっているんじゃないんですね。使った量に応じて料金を払うとい

う国ばかりではありません。所得税に比例して水道料金を払っているとか，敷地面積
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に応じて水道料金を払っているところが多いわけですから，決してけちるわけではな

くて，むしろ習慣の問題だと思います。

日本の水の使い方というのは，工業用水も農業用水も都市の家庭においても非常に

浪費型だと思います。善悪をいっているんじゃないんです。（笑L、）形態として，習慣

として浪費型だと思います。ですから，そうし、う浪費的な部分については，下水処理

水でいいんじゃないて、しょうか。自動車を洗う とかし、うのは，東京都のような緊迫し

たところでは，下水処理水を使ってし、し、と思いますが，ただ， それには克服すべきい

ろんな問題がありますけれども。

6. 海水税塩

和田 塩水の淡水化はどうなんですか。

高橋 もちろんそれもアメリカの一部，あるいは中近東で大々的に行なっておりま

すけれども，私は，それは結局その場所， つまり需要地においての淡水の値段と海水

淡水化の水をそこまでにもってくる値段の比較だと思います。

つまり，クエートとか，日本でも長崎県の池島とか，東京都の式根島ではやってま

すが，こういうところはもともと水が非常に貴重で，値段が高いところなんですね。

また，そ うし、う離島ですと，きれし、な海水がすぐそばにありますから， 輸送コストも

安い。つまり，海水を淡水化した場所の造ノドコストにおおむね似たような値段で淡水

化した海水を得ることができますね。たとえば東京とかいうような大都市で，海水の

淡水化を大々的に使うのは，コスト的に当分は引き合わないと思います。まだ下水処

理水のほうが安いわけです。

根本 前に，「水利科学」に古原先生がその問題について，「海水というのは，つま

りご、みための水で，使うには非常に金がかかるから，大量的には引き合わないんじゃ

なし、か。やっぱ り天水を有効に使うべきじゃないか」というご意見を詳しく書いてお

られました。

高橋 ケミカノレにL、し、ま しても，海水は 2万 ppmですからね。それを上水の基準

200ppmにしなければならなし、。 で，それだけ考えましでも，海水の淡水化というの

は，非常に金がかかるはずです。普通海水を淡水化するのに，原子力発電所などとタ

イアップしてやるわけですね。そうしますと，日本の場合，大都市の近くに原子力発

電所はないし， 今後も日本では不可能に近いと思いますね。そうしますと，福島県と

か福井県とかから東京とか大阪へ運ぶと， 輸送コストも相当かかるわけです。ですか

ら海水の淡水化に期待している方は，つくった場所の値段をいうわけです， 50～60円

だと。しかし上水として使うとすれば， そこからの輸送コストを考えなきゃいけな

い。すると相当高く なり まして， そう簡単には一一21世紀とかし、うと話は別ですけれ

ども， 5年，10年としづ単位では， 日本の大都市の場合は引き合わないと思います。

ただ，離島では普及していくと思います。近くにきれいな海水がありますから。 東
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京は＊京湾に海水があるといっても，あれはよごれているから， これをまずきれいに

しないといけない。私の意見としては，特殊な条件のところは別として，日本の場合

は海水淡水化は先であると思います。国際的に見れば，海に近い砂漠で水需要が増加

すれば十分引き合うし，どんどん普及すると思います。

7. 気象異変一一小氷河期

和田 ところで先ほどからお話を伺って，やはり非常に異常天候というよりも，気

象異変という感じなんですね。そ ういった意味で，本誌の読者に， この前もだいぶい

ろんなことを申しとげましたけれども，もう一度， 何かそういう印象を強くもっても

らいたいと思うんですよ。この前は，現在の世JI.の気温は， 大体小氷河期に近いこと

を述べたのて、すが， これが果たしてほんとうに小氷河期みたいに続くかどうかという

ことは，われわれの予想のポイントになっているんですが，そういう点どうですか。

朝倉 そうですね。確実に小氷河期へいくかということについては，はっきりとデ

ータをそろえてというところまではきておりませんけれども， そういう徴候はすでに

出ているので注意を喚起したいというところなんだろ うと患います。

たとえば，ことし日本は，先ほど申し上げましたように，記録的な暖冬だったわけ

ですね。ところがたまたまというか，非常にラ ッキーというか，寒気がないんじゃな

くて，日本にこなかったにすぎないんですね。やはり依然、として優勢な寒気がシベリ

ア大陵の奥にありまして，たまたまこなかったにすぎない。ところが， 日本にこない

かわりに，よそにいったわけです。その一つが，イランからインド北部です。 イラン

で何10年ぶりのたいへんな雪で，家が雪の下になったり， あるいは軍隊が放出作業し

たりということがあったようですが，それからもう 1つイン ドでは， 例年なら寒気が

こないところに今冬は寒気がきて，そこに作業にいった日本人の話では，ほとんど作

業できなかった。非常に天気が悪くて，海が荒れていたと。そういうようなことがあ

ります。

それからもう一つは，もっと大事というかおもしろいのは， 2月の何日ですか， ニ

クソ γが北京を訪問していたその全く同じ日に， クレムリンでは各共和国の首相と第

一書記が全部集まって，大々的な会議をやったわけですね。時期的に対ニ クソンの問

題があるし，政治的な関係の問題だというふうに忠われたんで‘すが， 実際の会議の内

容はそういうことじゃなくて，寒波が日本にこなし、かわりに， ソ連の穀倉地帯に集中

しまして， 小麦の芽が寒さでやられてしまった。まずもって回復不可能だと。経済 5

ヵ年計画で， ことしあたりから少なくとも小麦に閲しては外国から輸入しないで済ま

すようにしなければならなし、。小麦だけは少なくとも平年作にまでもっていかなくち

ゃならないと張り切ったところへ， 異常気象のためにそういうわけにいかない，それ

で春まきでもって何とか追いつく ためにどうしたらいし、かと，それから肥料を入れる

ためにはどうしたらいし、かと，外貨の使い方など， そういった問題で会議が関かれた
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ょうです。

さらに，この前の新聞の報道によりますと， ニクソ ンがモスクワを訪問したと き

に，裏話として出ているのは，ソビエトのアキレス艇は小麦だというんです。小麦を

有利に輸入しなければならないため，外交政策の上で， ソピ‘エトは弱い立場に立たさ

れたんだとしづ解説が新聞に出てます。このように，異常気象が政治や経済対策の中

にも影響し始めたということでは，小氷河期の問題も具体的な問題として， 実におも

しろい問題じゃなし、かと思います。

いま日本は，あまりそういうことに対して熱心じゃないんですね。というのは米が

余っているという こともありますし 一見，栄えているようなふぜいがあるわけです

ね。 実際には食糧が日本でも不足することが起こりうるのです。いままで北海道どま

りであった冷害が，rlti陸海峡を渡って，たとえば北陸地方まで・きた年には， これはた

いへんな問題なんで、す。昨年は，津軽海峡を渡って，幾ぶんなりとも東北地方と北陣

地方までおよんだわけですね。昨年のよ うなことが非常に珍しいケースなのか， それ

とも今後しばしば起こることなのかということは，われわれももう少しデータをそろ

えて，確信をもてれば， それなりにはっきりいわなくちゃならないんじゃないかと忠、

います。

和田 どうですか，根本さん。

根本 いま朝倉さんが，裏でそうし、う政治の動きがあるといったけれども，むしろ

われわれがそれに気がついてないんで，世界の気候が宋冷化してきたために，食糧問

題に関連してベトナム問題でも，朝鮮の問題でもそういう動きを知っていることは，

かなり見る人から見れば表の問題になってきているんだけれども，われわれが関心が

少なくぼんやりしているんじゃなし、かと思いますね。そういうフ ァクタ ーを 入れる

と，いまの山；界の動きというのはいろいろわかるんだけれども， そういう食糧問題と

いうファクタ ーに気づかないと， 不可解なことが多いんです。たとえば， ニクソンが

中共にいったが，そこに食糧問題もあると思う んです。またソピ、エトで， 2'.t手続きで

たいへんな小麦の不作があったということ。 これらは政治を理解するための重要なフ

ァクタ ーです。アメリカ自身は1984年に食純の対外援助ができなくなるという予想が

あります。開発途上国に対して食糧援助ができなくなるのが84年だといわれているわ

けです。このよう な危機が自の前に迫っているもんですから， 真剣になって新しい政

治の体制をつくろうとしているように思うんだけれども， それをどうも日本の政治家

はあまり深刻に考えていなし、。いま までの連続と して考えているもんだから，解釈で

きない問題が非常にたくさん出てきているんです。気候の悪化に伴った食糧事情の悪

化という ものは， 政治的に重要な問題につながると私は思し、ますね。

高橋 江戸時代の天明のころに似たような天候なんでしょうか。あのころはずいぶ

ん干魁がありましたね。

根本 ああいう，つまり小氷河期というのは，大体16世紀から19世紀までだったん
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ですけれども，その聞に 3回お休みがあり ましたが， 3回の小氷河期の長さ というの

は大体30年から50年続いたわけですね。で，寒くなるきざしがあらわれたのは， 1940

年代の後半ですから，70年代というのは寒くな りだした期間の大体まん中ですね。で

すから，あと20年やそこらは，そう いったような寒冷化の影響が残ると思いますね。

和田 そう L、う意味で，最近気象庁始まって以来 100年になりませんけれども，気

温の高いの低いの，雨の多いの少ないのなど，新記録が続出ですよ。これはやっぱり

天明のころの前の天候と似ていて，そのあとで飢鰹になっています。 まんざら根拠の

ないことでもないんです。

根本 あの時代には，たとえば淀川が凍ったとか， 鳥取のそばの大きな池（湖山池〉

が凍ってしまったとか，いろいろな記録があるんです。まだまだ寒さはひどくなるん

じゃなL、かと思いますね。

高橋 そうしますと，豪雨が激しい傾向が出てきているということと，冬の寒さが

かなり厳しくなる・・・・。

朝倉 だんだん索くなるんですよ。日本の気侃ですと，寒冷化の影響一一寒冷化と

いうと寒いもんですから，すぐ冬を連想しますけれども，一苔はっきり受けるのは夏

ですね。

高橋 それはすでに相当受けてるんですか。

朝倉 ええ。夏とそれから秋ですね。秋の気lffltはもう非常に影響を受けてる。で，

冬は寒さがーいろんな寒冷化の影響を直接受けないで．大循環の二次的変形を受ける

もんですから，円本を中心にして極東は， まだ暖かく恵まれているわけて‘すけれど

も，やはり これも時間の問題でしょう。 先ほどの淀川の凍った時代と，現在の平均気

混の差は，ある人の推定でいきますt，平年値で 2度くらいというんですね。ですか

ら，2度ぐらいというのはこれから可能性のある数字の中に入りますからね。

根本 線度の高いほう，たとえばアイスランドなんか，年平均気温が1970年には 2

度も平年より低いということですから，そういうところはありますね。

高橋 そういうことになれば，心配されるのは食糧問題。たとえば食糧問題に限り

ますと，米の減反政策も注意を要する ということになるんでし t うか。

根本 そうですね。大体白給率80%ですから。そういうことで小麦なんかは外国か

ら入ってこなくなれば，これはたいへんな問題になりますね。

和国 私らは予想、屋ですから，高橋先生がおっしゃったことを， 2～3年前からい

ってたんですよ。大体政府の政策というのは裏目，哀目に出ますからの（笑い）

高橋 普から，何ごとも政府の反対をやると得をするというジンクスがあるんで

す。（笑い）

根本 雨の降り方が非常ーにおかしいというのは，私はこれを証明したわけじゃあり

ませんけれども，感じとしては，やはり人間の影響がそこにはあると思いますね。

実l主私ではなくて，アメリカにシェ ファーという，人工降雨をはじめの頃からやっ
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ている人がし、ますが，やはり雨の降り方が変わったということを盛んにいっているわ

けです。また最近， 都市において微雨日数が顕著に増加lしていることは法政大学の吉

野教授が示しました。

シェファーは， 雲にシーディングして人工降雨を試みようとするのだけれども，最

近，シーディン夕、をやるのに適した雲がなかなかみつからないというのです。雨が降

っても霧みたいな雨（mistyrain）になっちゃって，雨量が少なくなって，しかも曇天

がふえてしまったということですね。それはいろんな原因があると思うんですけれど

も，やはり雨を降らせる心伎になる凝結核の成分がかなり変わってきちゃっているん

じゃなし、かと思うんですよ。海をよごせば， つまり海塩核や何かが上がるのは抑制さ

れますね。あとは工業国の風下側における，いわゆる大気汚染， それにもまして大事

な問題は，開発途上国で大規模に耕地がふえているわけですね。人口が爆発的にふえ

ていますから，そういうところの焼畑とか，焼き払ったところから巻き上がる砂じん

とか，そういう面積のほうが工業国の開発をやっているところよりは， ずっと広いわ

けです。そういうことで，やはり何か雨を降らせる仕組みまで変わってきているんじ

ゃないかと，私は想像しているんですけれども。

8. 集中豪雨災害と大水害

高橋 雨の話で，水利用とか，あるいは洪水の問題との関連でお伺いしたいんです

が，最近，がけくずれが多いのは局地的な， いわゆる集中豪雨が前より激しい形で起

こるようになってきたとすれば，がけくずれは，局地的な集中豪雨が非常にきくわけ

ですから，そうし、ぅ局地的な，異常な豪雨が短時間に起これば，がけくずれが頻発す

る可能性がある。

ところが，一方最近がけくずれは多いけれども， 大河川の氾濫というのは減ってい

るわけです。昭和20年代，カスリン台風，アイオン台風， あるいは昭和28年の梅雨前

線による北，中九州豪雨， 28年 7月の紀伊半島の紀の川，有田川， 日高川の氾濫と

か， 33年の狩野川台風， 34年の伊勢湾台風に至るころまでは，特に20年代は大河川の

堤防が切れたわけで・す。それにはもちろんさまざまな原因があったで、しょうが，その

後，河川改修は非常に進み，大河川のほうは水害が減ってきています。 30年代の半ば

以降は，中小河川がやられるようになってきた。大河川の改修は進んだが，中小河川

までは手が回らない。その後は中小河川も治水費がある程度ふえたけれども， がけく

ずれまではとても， がけを一々防御するのはたいへんですからね。そこがいまやられ

ているんだとL寸説明をされています。実は雨の降り方の変わったことが軽視されて

はいないか。

そこでお伺いしたいのですけれども，大河川がやられるということはやっぱり流域

の相当広い範囲に，激しい豪雨がなければいけませんけれども， ある 1ヵ所だけに相

当強く ても，そこの周辺だけであって，かなり広い範囲に豪雨が降りますと，河川で
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はたいへんなことになる。端的にし、し、ますと，たとえば22年の利根川の場合，悲惨な

大水害になったんですが， あのときは利根川上流域全面に降ったとさえいえます。特

に赤城山の南麓はひどかったとはいえ，従来に比べ利根川上流にまんべんなく降っ

Tこ。

それから昭和28年6月末の梅雨前線豪雨の場合， 筑後川が大水害を起こしました

が，あれも筑後川の小国をはじめとして，上流域全面に猛烈な豪雨があった。大河）｜｜

の場合，かなり流成全体にわたるような雨が降れば，大水害になる。 最近の雨の降り

方は局地的な場合が多く ，広範囲に豪雨が降るというような形がむしろ減っている。

それで大河川の大洪水が少なし、。そういうことにはなりませんか。

根本 私，その問題について的確なお答えできませんけれども， 調べる側が，いま

先生がおっしゃったような問題意識で調べてないんですよ。たとえば，記録が2倍に

なったようなことも，シンガポールで調べた報告があるけれども， そういうのを見ま

しても，ただ普通の天気図をもってきて，気庄の谷が停滞したからどうのこうのとい

う調べをやっている。特殊性を説明しようと してないんですね。

ですから，日本の場合もいまいったような観点で， もう一回洗い直して調べてみな

いとそのことはいえないと思いますね。

高橋 これはあてす．っぽうかもしれませんけれども， カスリン台風級のもの，それ

から20年代にあったような大型雨台風というものは， いま減っているわけではなし、か

と……。

和田 そのへんは，朝倉さん。

朝倉 いわゆる雨台風というのは少なくなったと思いますね。

高橋 そうですか。それも周期みたいなのがあるんでしょうか。

朝倉 日本に雨台風がくるのはたいがし、9月なんですね。ところが， 9月に日本に

襲来する台風は，最近50年代に比べますと半分ぐらいに減っているんです。周期は分

かりませんが。

高橋 伊勢湾台風のころまでは，大型台風の頻度も高かったで、すね。

朝倉 9月にくる台風の数が非常に減ったせいですが， 台風が少なくなったんじゃ

なく て，日本の東側の沖合を通って， こちらへくるのが少なくなったんです。

高橋 それは，最近の集中豪雨の傾向とは関係ないんですか。

朝倉台風だけで，集中豪雨とは直接関係ないんですね。

高橋 そういう雨台風も， 9月に日本にくるのはし、ま少ない時期で， また何年かし

たら 9月にくるというようなことになるんでし I うか。

朝倉 また時期がくると思いますね。

本誌 高橋先生のお話に関連して，私も常に考えるんですけれども，長期予報のお

話からまいりますと，降水量も減るであろう，温度も下がるであろうという予想にも

かかわらず，このところ暖冬も続きましたし 幸いにして昭和39年の潟水以降，わり
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あいに関東地方は，われわれの感じでは，雨が順当にあったんですね。そういうふう

に，わりあいいままでは幸運に恵まれたというべきなのか，順調にきたわけで、すけれ

ども，いまの高橋先生のお話の集中豪雨というのがえらい目立ちまして，今度は四国

みたいに24時間で740mmですか，そんなべらぼうな雨が降るんですね，それから，

根本先生がおっしゃったように， そういうことを，そういう見地から観測してないん

ですね。そうしますと，明治，大正，昭和一一戦後の初めの時分ですね， あの時分は

たとえば利恨川の洪水といえば，流域にえらい雨が｜怒りまして， それが広地域に降っ

たものが下流に大水害をもたらすと。こういうときに比べますと，降水量はやはり日

本列島全体と しては減っているんじゃないでしェうか。そんなことはいえませんか。

朝倉 減っていると思います。

本誌 だから長期予報の雨が滅危ということは，すでにあらわれていると，こうい

えるんですね。

朝倉先ほどお話ししましたように， 昭和30年ぐらし、からずっと平均して降水が減

っているんです。ですから，地域的に見ますと，あるところではある瞬間に…・・。

本誌 目立つと思うんですね。

朝倉 それだけに目を奪われると，ちょっとおかしくなりますから…田・目。

9. 人災に類するもの

根本 ｜’l然の側の条件じゃなくて，人間の側の条件としてたとえば過疎地帯がふえ

てきて，そんなところに土木工事ゃなんかやっても金にならないから放置する。金を

かけるのはもっと国土総合開発とか，そういうところでやる。そういう原因はないん

ですか。

高橋 それはちょっとわかりませんけれども，がけくずれでもいろんなケースがあ

ると思し、ます。山間部に，昔はつくらなかったような道路をつくるようになりました

ね。それから高速道路でも， 最近は自動車洪水に対応して，非常な勢いで道路工事を

やって，従来は手をつけなかったような山間部でも， いろんな種煩の道路がつくられ

てきて，短時間にたくさんつくらなくてはならないので，十分な保全，調査，研究に

基づいていないケースも多々あると思いますね。

それから一般に土木工事をする者には， 明治以来どうも維持管理がおろそかにされ

ていると思うんです。 日本のエンジニアはつくるのはうまいけれども，つくったあと

の新持管理とか，つくったことによってまわりのti然や社会にどういう影響を与える

かという観点は弱かったと恩L、ます。それがそうハイスピードでなくてつくっていた

時代は，そうは目立ちませんけれども，最近のように短期間に非常な勢で公共投資を

行なって，いままで手をつけなかった山間部などにも手をつけるよう になり， それが

自然や社会に与える影響とか，出II：持管理の不十分さが目立ってきているのではなし、か

と思います。そういうこともある種のがけくずれに影響があると考えられます。
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10.チベ γ ト高気圧の影響

和回 戦後台風が次々ときましたね3 そういうのが最近ないのは，やは りある程度

最近の気候変動と関係あると思うんですよ。というのは， 最近の陽性梅雨というのは

われわれに関係あると思いますけれども， チベットの高気圧が非常に発達する傾向が

強いためなんです。それがまた北極地方の寒冷化と関係があるんです。で，チベッ ト

の高気圧が発達して，夏あるいは秋にかけて西日本に張り出すわけですね。そうしま

すと，台風が北上しても通れずに， しかも気圧の谷というのは日本の東のほうにある

が，そこを通っていきます。これで北海道を除いて日本の夏はここ数年ずっと非常に

よかったわけですよね。

それは，われわれの専門的なほうでいうと， これ・までの大気の流れの状態が，どち

らかというと西風の強い流れの時代なんです。 これもすでに弱L、時代に入っているわ

けですけれども，これからだんだん弱まって， 1975年，そのへんを中心に西風の弱い

時代がくるだろ う。 これはわれわれだけ じゃなくて， 大気循環の専門家であるソ連の

ギノレスさんという方の予想も大体そうなっているんです。

そうなりますと，東北の冷害も起こるしまたキャサリン， i月爺丸みたいな台風の

くる可能性も非常に大きい。特にご承知のように， 台風常襲地帯法が34,5年ごろで

きてから，九川に台風がし、かなくなってきた。そういうふうに， 決して一時的な現象

じゃなくて，気候変動とともに・

高橋 それは75年以降に。

和田 75年以降に，そうなるんじゃなし、かなと思し、ます。ですから， こ承知！のよう

に，キャサリンというのは台風そのものよりも， それ以前に降った雨が多かったで‘す

からね。そういう のが最近ないんですよ。

11.台風は軽視しではならぬ

根本 最近，災害に関したある論文を読んでいたところ，近ころ災害が減少してい

るのは，それに対する対策が進んだからだというようなことが書いてありました。台

風の災害なんか確かに少なくなっているのは事実で， この 2～3年は 1年間に死ぬ人

の数が 100人あま りでたいへんに少なくなっています。「l動車事故に比べたら 2けた

ぐらL、小さし、値ですね。

で，その論文には，つまり， いまここでお話ししたよ うな，気候の変動というもの

は頭にあまりないものですから，文明が進んできて， いろいろ災害対策の設備が進ん

だために，災害が少なくなったというような結論をしておられたんで、すが，やはりい

まのお話で，台風の災害がないのは，台風がこなし、からなので， くればきたでたいへ

んなことになると思うんです。だから文明が進んだから災害がなくなるんじ ゃなく

て，文明が進めば進んだだけに，非常に大きな災害が起こるポテンシャノレがある と思
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丸、ます。

アメリカでも日本でもそうなんですけれども， 台風の強さと沈んだ人の数を対応さ

せてみると，線形にふえているんではなくて， 1けた上がる ごとにクループができて

るようにみえます。つまり ，台風の強さだけではなくて，そこに何か二重遭難とか高

潮とか，もう一つ悪いものが｝Jllわると， ぱっ とそこで 1けたも 2けたも上がる可能性

があるわけですね。

ですから，気候変動が激しい時代に入ってきますと，現在CJ然災害が非常に少ない

からといって油断はできないので， 高橋さんがさっきおっしゃったように，キャサリ

ン台風とか， アイ オン台風なんかと同じような台風がくる周期がめぐってくれば，昔

と比べものにならないほどたいへんな災害が起こると，私は思いますね。それこそ千

じゃなくて万の大台になると思います。

とにかく，死者の数は多いほど，その度数が直線的に減ってないということです

ね。 これは大事なことじゃないかと思し、ます。だから一触即発という言葉が， 何か感

じられるんですね，現在。

12.むすび

和固 まとめみたいになりますけれども，気象のほうからいきますと，現在は異常

天候じゃなくて，気象異変時代に入ったというふうにいってし、し、と思うんです。あと

気候変動にト レンドとかし、ろんな傾向がありますけれども，その中でディスコ ンテイ

ニューといって，不連続な変化をするという型があるんですけれども， そういった気

候変動の型に入っているんじゃなし、かと思います。

私は，別に数学の専門家じゃないんですけれども，数学のほうにはカタストロフ ィ

という研究分野があるんだそうですね。つまり，こういうこと なんです。非常に著し

も、不連続の現象を，数学的に，学問的なパックグラウンドをもって理論づけをしよう

ということらしいんですよ。そういうことを例に引きますと，最近の水の問題，ある

かは気温の問題も要するに，不連続的な現象を起こす可能性というか， もう起こして

いる時代にあるといってし巾、と思うんですがね。そういうふうに強調で、きると思うん

です。

いずれにしても，最近の水の少ない，逆に集中豪雨とかそういった点で， 水の問題

はこれからたいへんな問題になると思います。まあ，長期的な展望で早く善処してほ

Lいということが，司会者の偽らざる願いです。

本誌 どうもありがとうございました。

（昭47.7. 7. 於本郷学士会館）
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