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『「Not IF but WHEN」－IF の問題ではなく WHEN の問題－』
前幹事
現西部方面総監
宮 下 寿 広
「人智の及ぶところではない未曾有の大震災
の実情と被害」

「東北地方太平洋沖地震」そして引き続き
発生した大津波によりお亡くなりになった
方々、またそのご家族に衷心より哀悼の意を

平成２３年３月１１日（金）午後１４時４
６分頃、三陸沖（北緯３８度６分、東経１４
２度５２分、
牡鹿半島の東南東１３０㎞付近）

表します。また、被災された方々に心からお
見舞いを申し上げます。
本地震による断層の大きさは、長さ約４５

深さ約２４㎞を震源（気象庁推定）とする、

０km、幅約２００km にわたり、断層のすべ

モーメントマグニチュードＭｗ９．
０規模
（同

り量は最大２０～３０ｍ程度に達した。また

推定）の「平成２３年東北地方太平洋沖地震」

震源直上の海底の移動量は、東南東に約２４

が発生した。

ｍ移動、約３ｍの隆起と観測されている。
（海
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００８戸に上っている。また自衛隊・警察・

各地の震度は宮城県北部の震度７を中心

消防・海保等の救助活動により救出等された

に、震度６強の地域が宮城県南部・中部、福

被災者の総数は、２７，１５７名である。
（内

島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃

自衛隊による救出者は、１９，２８６名。陸

木県北部・南部、そして震度６弱の地域が岩

自：１４，９３７名、海自：８９６名、空自：

手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県

３，４５３名）

会津地方、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県

同日現在の避難者は９１，５５２名（避難

北西部と極めて広範な地域が震災に見舞われ

所の他、親族、知人宅や公営住宅、仮設住宅

た。

等への入居者を含む）を数え、応急仮設住宅

また地震による津波の観測値（検潮所）は、

も４１，５９６戸が完成した。更に国家公務

１５時１８分に大船渡で最大波８．０ｍ以上

員宿舎等の受け入れ可能戸数は５９，６６４

を観測したのを皮切りに、釜石（１５：２１、

戸（提供済み１４，１１８戸を含む）である

最大波４．２ｍ以上）、石巻市鮎川（１５：

が、避難者全員を収容するまでには至ってい

２６、最大波８．６ｍ以上）、宮古（１５：

ない。地元を離れたくない等の精神的要因、

２６、最大波８．５ｍ以上）、えりも町庶野

交通の便が悪い等の地理的要因、そして生活

（１５：４４、最大波３．５ｍ）、相馬（１

費負担等の金銭的要因から入居が進んでいな

５：５１、最大波９．３ｍ以上）、大洗（１

い模様である。

６：５２、最大波４．０ｍ）と東日本沿岸部
の町と人々に甚大な被害を及ぼした。上記の

「複合事態への備えは、Not IF but WHEN で」

数値は検潮所における観測値であり、国内観
測史上最大の値を記録したが、沿岸部の地形

この度の「東日本大震災」の特徴は、前述

により津波はさらに高くなったと思われる。

の地震・大津波の被害に加えて東京電力(株)

特にリアス式海岸のような複雑に入り組んだ

福島第一・第二原子力発電所の事故による
「原

地形の所では、局地的に非常に高い津波が起

子力緊急事態」が重なった「複合事態」とい

きている。４月１５日付けの読売新聞報道で

える。

は、岩手県宮古市の重茂（おもえ）半島で明

今回の未曾有の「複合事態」に対して防衛

治三陸地震（１８９６年）の津波遡上高記録

省・自衛隊は、３月１４日（土）東北方面総

（３８．２ｍ）を上回る３８．９ｍが確認さ

監君塚栄治陸将（防大２０期生）を指揮官と

れたという。

する統合任務部隊（ＪＴＦ‐ＴＨ）を編成し、

因みに石巻市鮎川は、５月３日（火）から

大規模震災災害派遣並びに原子力災害派遣を

７日（金）の間に防衛大生２１名が日本財団

実施した。なお統合任務部隊の編成は７月１

主催の「大学生泥かきボランティア隊」約１

日（金）で解除されたが、７月２６日現在約

００名の一員として活動した地域である。

２３，２５０名（最大派遣規模 約１０７，

７月２６日（火）１７：００現在の被害状

０００名）の災害派遣を継続中である。内訳

況等であるが、人的被害は死者１５，６３６

は、陸上自衛隊 約１８，７００名、海上自

名、行方不明者４，８０８名、負傷者５，６

衛隊 約１，８００名、航空自衛隊 約２，

９９名。建築物等被害は全壊１１０，５７０

６００名、原子力災害派遣部隊 約１５０名

戸、半壊１３２，４９４戸、一部損壊４７６，

である。
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更に日米同盟深化の観点から特筆すべきこ

に確保できる環境を整えるとともに、原子力

とは、在日米軍と共に「オペレーション・ト

事故の長期化を想定した対策を強化すべきと

モダチ」と命名された地震による被災者の救

している。

援活動（捜索救難、災害救助、人道援助）を

世界中がその出現を警戒する新型インフル

実施したことである。今回の作戦では、米陸

エンザ＝H5N1 型ウイルスが発生する日（X

軍・海軍・海兵隊・空軍それぞれが連携し統

デー）は WHO(世界保健機関）の見解によれ

合軍の形態を取って活動し、空母を含む艦船

ば、「Not IF but WHEN」とされている。厚生

約２０隻、航空機約１６０機、人員約２０，

労働省の推計によれば新型インフルエンザで

０００名以上が参加した。

死亡する人数は１７万人から６４万人ともい

ところで今回の「複合事態」発生当初から

われている。

「想定外」と言う言葉を良く耳にした。「今

飛行機による大量輸送時代の今、ほとんど

回の震災は、古今未曾有であり、想定外であ

の人が免疫をもたず感染力が強い新しい型の

ると言われる。われわれが想定外という言葉

ウイルスが出現すると数日間での世界的な感

を使うとき、専門家としての言い訳や弁解で

染爆発（パンデミック）は免れないだろう。

あってはならない。」この言葉は、３月２３

世界中で莫大な人数が死亡、大量の罹患者が

日（水）土木学会長・地盤工学会長・日本都

発生し、社会・経済に未曾有の混乱を招くで

市計画学会長が共同緊急声明として発表した

あろう。国はそのような事態への備えを、国

「東北関東大震災－希望に向けて英知の結集

家的な危機管理のテーマと位置づけ、さまざ

を－」に込められた言葉である。

まな対策を講じる必要がある。専門家の間で

「このような巨大地震に対しては、先人が

は、ヒトに感染する新型ウイルスの出現は、

なされたように、自然の脅威に畏れの念を持

「IF の問題ではなく WHEN の問題」、つま

ち、ハード（防災施設）のみならずソフトも

り「ほんとうに起きるかどうか」は既に問題

組み合せた対応という視点が重要であること

ではなく「いつ起きるのか」が問題だという

を、あらためて確認すべきである。」三学会

ことで認識が一致している。

長による声明に表れた気持ちは、我が国の安

陸上自衛隊は各種多様な事態が国内外で

全保障を担う防衛省・自衛隊にも共通するも

「いつ起きるのか」という認識に立ち平素の

のである。まさに慧眼だと思う。

即応態勢を取っている。陸上自衛隊は、各方

日本政府が６月７日（火）に公表した「原

面隊毎、
災害派遣等各種事態に対応するため、

子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する

９８ヶ所の駐屯地に実動部隊を配置してい

日本国政府の報告書」では、東京電力福島第

る。また、人員約２，７００名、車両約４０

一原子力発電所の事故で、地震や津波と原子

０両、ヘリ約３０機が常時即応し得る態勢を

力事故が同時に発生する「複合災害」により、

維持している。

道路や通信手段が断たれたうえ、住民の避難

この他にも、国際緊急援助活動（人員約２

が長期化したとして、対策強化の重要性をま

８０名）、国際平和協力活動（人員約１，５

とめている。

００名）、在外邦人等の輸送及び不発弾処理

同報告書では、今回の事故を教訓とした２

等のために待機態勢を維持している。このよ

８項目の安全強化策を打ち出し、今後、「複

うに、陸上自衛隊は、あらゆる事態に即応す

合災害」に備え、物資調達や連絡手段が確実

るため、全国に隙間なく配置した駐屯地を基
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盤として、各種待機態勢を維持している。ま

訓練第１日目は主に被害状況の把握、行方

たハード面の整備として平成１９年３月中央

不明者の捜索・救助、部隊集中の訓練を、第

即応集団を新編し、国内における多様な任務

２日目は給水、給食、入浴、医療支援などの

及び国際活動任務に対応してきた。まさにこ

民生支援訓練を行うとともに装備品等の展示

の様なソフトとハードの整備があり、今回の

を行った。

「東日本大震災」における迅速な対応と陸・

訓練は「１０月３１日０５：３０、宮城県

海・空自衛隊の総力を結集しての捜索救助、

沖を震源とするＭ８．０の地震が発生し、仙

生活支援、
物資輸送が可能となったと言える。

台市等で震度６強を観測、三陸沿岸部に津波
が襲来し、死傷者が多数発生した。」との想

「人材の育成と教育訓練が複合事態対処の

定で隊員の緊急登庁、初動対処部隊の偵察行

要」

動で始まった。
当時の東北方面総監宗像久男陸将（防大１

更に「複合事態」への備えで忘れてならな

８期生）は平成２０年４月、三陸沿岸地域を

いのは、ソフトとハードを実効的に運用出来

視察するとともに、各自治体の首長を表敬し

る人材の育成と教育訓練である。今回の「東

た。この地域は明治三陸津波やチリ地震津波

日本大震災」対処のために初めて編成された

など大きな津波を何度も経験し、多くの犠牲

統合任務部隊を構成する指揮官達の多くが、

者を出している。これらの教訓から各種施設

防衛大学校の卒業生であり本校の教育が統合

の整備を進めるとともに、市民参加の防災訓

運用をまさに下支えしていると言っても過言

練を積極的に行ってきた。視察を終えた宗像

ではない。

総監は「自治体職員や住民の防災意識の高さ

また東北方面隊が平素から実施している各

を実感するとともに、蓋然性の高いこの状況

種教育訓練の積み重ねも重要であった。東北

に際し東北方面隊として何ができるのか。何

方面隊は平成２０年１０月３１日から１１月

を準備すればよいのか。」との想いを強くし

１日の間「東北方面隊震災対処訓練『みちの

た。また、総監は「この種訓練は現地で行う

くＡＬＥＲＴ２００８』」～マグニチュード

ことに意味がある。」として実動訓練の具体

８．０、震度６強、大津波発生！～を行った。

化を指示した。

この訓練は、近い将来高い確率での発生が

東北方面総監部で自治体との調整にあたる

予想されている宮城県沖地震への対処能力向

担当者は、この様な総監の「想い」を携えて

上を目的に、東北方面隊隷下全部隊はもとよ

年度当初から粘り強く調整を行った。広報や

り、他方面隊等、陸上自衛隊施設学校、海・

研修担当者はいかにしたら訓練をわかりやす

空自衛隊並びに岩手県宮古市から宮城県岩沼

く説明できるかに知恵を絞った。数日前から

市までの太平洋に面した２４自治体
（宮城県、

各会場では木材や鋼材が積まれ、被災者役と

岩手県含む）、防災関係３５機関並びに一般

してのマネキンが埋められるなど、リアリテ

市民を含めた人員約１８，０００名、車両約

ィーのある訓練ができるよう準備された。ま

２，３００両、航空機３８機、船舶７隻が参

た、見学に来た一般市民のために説明用の看

加するとともに、被害が予想される現地にお

板が立てられた。

いて訓練するなど、今までにない規模・内容
となった。

参加した隊員は計画段階から手探り状態で
あったが、傷病者として参加してヘリで空輸
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された島民の「このような訓練に参加でき、

ち”」については、既に幹事推薦図書として

安心感を得た。このような訓練は必要だ。」

図書館に紹介しているものである。

との感想が表すように、
訓練内容はまさに
「震

【参考文献等】

災対処活動を体験」出来るものとなり、それ

１．実戦「防災危機管理」”危機に立ち向か

ゆえに
「住民や関係機関との危機意識を共有」

った男たち”

できた訓練でもあった。

（財団法人自衛隊援護協会 H21.12.01）

この訓練に関する成果はまとめられ、後日
各県への説明も行われた。訓練想定は今回の
災害に近似しており、この様な実際的な訓練
を積んでいるからこそ初動対応や事後の対応
が可能となり、被災者約２万名を救助できた
のも教育訓練の成果といえる。
一方、東北方面隊が訓練への参加を呼びか
けた関係機関等の一部には「安全神話」を盾
に参加に消極的な対応をしたものがあったと
いう。「阪神・淡路大震災」対処の教訓が活
かされなかったのは誠に残念である。今後は
「東日本大震災」の様な「複合事態」が、「IF
の問題ではなく WHEN の問題」、つまり「ほ
んとうに起きるかどうか」は既に問題ではな
く、「いつ起きるのか」が問題だという危機
意識を共有して対処計画を準備し、対処のた

２．
「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地

めのソフトとハードを整備し、人材を育成し

震(東日本大震災)について」（緊急災害

教育訓練を積み重ねることが益々重要となる

対策本部）

だろう。その様な認識を関係機関等と共有出

資料源：http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/

来るよう防衛省・自衛隊としても関係者の意
識改革を図る必要があると思う。

201107261700jisin.pdf
３．
「東北関東大震災－希望に向けて英知の結
集を－」（土木学会長・地盤工学会長・日

本年度９月に予定されている「平成２３年
度防衛大学校災害対策訓練」は、昼間の授業

本都市計画学会長 共同緊急声明）

中に大震災が発生した場合を想定して訓練を

資料源：http://committees.jsce.or.jp/2011

実施する予定である。この訓練の準備と実施

quake/system/files/20110323.pdf

を通じて学生はもちろんのこと教官、職員が

４．「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議
に対する日本国政府の報告書」

一体となり危機意識を共有し、「複合事態」
に対する備えを万全にして、災害に強い防衛

－東京電力福島原子力発電所の事故に

大学校でありたい。

ついて－（原子力災害対策本部 平成
２３年６月）

以下「図書館だより」記事の掲載にあたり

資料源:http://www.kantei.go.jp/jp/topics/

参考となった文献等を推薦する。なお「実戦
「防災危機管理」”危機に立ち向かった男た

2011/iaea_houkokusho.html
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６．「内閣官房 国民保護ポータルサイト」

ザ」
（厚生労働省 健康局結核感染症課）

（内閣官房副長官補（安全保障・危機管

資料源：http//www.mhlw.go.jp/seisaku/

理担当）付）
資料源：http://www.kokuminhogo.go.jp/

01.html

『原子力発電について考えよう』
システム工学群長
古 屋 信 明

東日本大震災の衝撃をさらに重苦しくし
たものが、東京電力福島第一発電所の事故で
ある。私も、福島県（と新潟県）で作られた
原発電気によって便利さと豊かさを享受して
きた関東人の一人として、多くの人々が避難
生活を強いられている現実に申し訳なさを感
じている。
確かに、日本の電力の３分の１をまかなっ
てきた原子力発電を今後どうすべきか････に
ついて考え直す時であることは間違いない。
そこで、21 世紀を活躍の舞台にし、国家安全
保障の重責を担うことになる防大生諸君が、
複雑で高度な技術体系である原発の基礎的知
「脱原発で大丈夫？」は、自衛隊や原発、

識を持った上で、自らの考えを整理しておい
て欲しい、
というのがこの拙文の趣旨である。

自主憲法制定に肯定的な月刊雑誌の臨時増刊

原子力発電に関しては、賛成・反対の立場

である。原発賛成論だけではなく、保守派と

から実に多くの書物がある
（今は後者が優勢）
。

目される人の脱原発論もある。原発をかかえ

その中で、
「日本の原子力施設全データ」の立

る町長が、深い洞察に基づく寄稿をしていた

場は好意的ニュートラル、原発全般の説明は

ことは印象深いし、政府のあの時の危機管

非常に平易。原発本体だけでなく関連施設も

理・情報管理の可否、再生可能エネルギーの

紹介されていて、私は、久里浜駅近くに沸騰

ポテンシャル、
についても検討を加えている。

水型軽水炉用の燃料棒加工工場があることを
知った。なお、初版は 2001 年 9 月であり在

北村行孝ほか著「日本の原子力施設全デー
タ」
，講談社ブルーバックス

庫切れしていたが、今回の事故を受けて復刻

「脱原発で大丈夫？」 正論 8 月臨時増刊号，

された。

産経新聞社
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２）同様に津波に襲われた他の原発：福島第二、
東北電力女川および日本原子力発電（株）東
海第二（第一は廃炉中）では、運転中原子炉
の冷温停止に成功した。これらが第一と明暗
を分けた理由は、前２者に関しては、全体的
な地形と敷地の標高差（津波の浸入程度）お
よび設計が全般的に新しかったこと、後者は
津波に対する防波壁強化が施工済みであった
こと、である。
３）
さて、
福島第一の事故は防げなかったのか？
検証は始まったばかりであるが、
「防げた」と
いう答になるだろう。アメリカは、2001 年の
同時多発テロの経験から、原発被災を防ぐた
めには何が有効かを検討して、国内 104 基の
原子炉
（核兵器用プルトニウム生産炉も含む）
さて、以下は諸君の考察の一助、あるいは

の電源多重化工事を行った。この指示の詳細

反面教師の言になれば、という意図の私の

は、テロリストの悪用を防ぐために機密扱い

tweet（つぶやき）である。

だったという。

１）地震発生時、福島第一原発の１～３号機は

４）
経済産業省管轄下の原子力安全基盤機構は、

運転中、４～６号機は定期点検中であった。

2008 年に発表した「地震に係る確率的安全評

深刻な事故に至ったのは１～４号機である。

価手法の改良」という報告書の中で、今回の

１～３号機では、制御棒の自動挿入で核分裂

ような全電源喪失があった後の推移を正確に

反応を停止したものの、地震で送電線鉄塔が

予測していた。最近わかり始めた 1000 年に

倒壊したため外部電力を失い、その後に来襲

一度の貞観津波のような大規模擾乱を設計条

した津波で予備電源も失ったことから、残留

件に用いずとも，上記の３）と合わせて、な

熱除去ができなくなって燃料棒がかなり溶融

ぜ電源確保の重要性を再認識できなかったの

し、これに起因して圧力容器・格納容器の損

か？ 工学に携わる者の一人として、人間の

傷（したがって外部への放射性物質漏洩も）

発想能力の限界に同情の余地は感じるが、悔

に至り、また１、３号機では原子炉建屋が水

やまれてならない。

素爆発した。運転していなかった４号機でも

５）福島第一では、現場の人たちの英雄的作業

水素爆発を起こしたが、３号機で発生した水

で危機的状況を脱することはできたものの、

素が共用排気筒から逆流してきたことが原因

緊急対策の何が良くて何が悪かったのか、別

のようだ。また、各号機とも使用済み燃料プ

な対応がとられていればどのような展開を見

ールの冷却もできなくなったが、自衛隊消防

たのか、などの真摯な分析を経て、日本の原

車などが放水して小康状態に持ち込んだ。一

発技術をさらに高めることは可能である。ま

方、５、６号機では非常用ディーゼル発電機

た、日本が技術立国の看板を下ろすというの

が 1 台生き残っていて、使用済み燃料プール

でなければ、国際的責務でもあろう。

の冷却を継続できた。
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６）日本の自給率は、エネルギーが２割、食料

（自動車＝ガソリン・軽油、船＝軽油・重

が４割である。前者の数字には高い印象があ

油、飛行機≒灯油）
、その帰結の一つは全世

るが、原子力で使うウラン原料の輸入量が少

界的な飢餓である。

なく、国内で濃縮していることから国産扱い

９）CO2 発生の抑制も重要だろう。東電は日

しているためである。正直にこれをカウント

本最大の CO2 発生企業である。kW 時あた

すれば、純自給は水力発電による約４％のみ

りの CO2 発生量は、
石炭は原子力の 40 倍強、

となる。また、食料生産にエネルギーを要す

LNG で 20～25 倍である。発電そのものに

ることも論を待たないし、エネルギーにせよ

CO2 を出さない風力・太陽光も、建設時に

食料にせよ、輸入するためには何かを輸出し

は排出するから、
原子力よりやや成績が悪い

て外貨を稼がなければならない。その主力が

（約２倍）
。

生産に多大なエネルギーを必要とする工業製

10）軽水炉では、天然ウラン中に 0.7％しか

品であることは、諸君ご存知のとおり。余談

存在しない燃えるウラン 235 を 4％程度に

ながら、貿易なしでやっていた江戸時代の人

濃縮して用いているが、ウランも 100 年程

口は、安定的に約 3000 万人であった。つま

度以内に枯渇する。炉心の 96％を占める燃

り、日本列島の本来的定員はこんなものなの

えないウラン 238 の一部は、ウラン 235 の

であろう。

核分裂反応で放出された中性子を捕獲して

７）現代社会は電力なしには成立しない。3 月

プルトニウムに変わり、
プルトニウムもまた

に計画停電を味わったからよくわかる。しか

核分裂するので発電に寄与する。
原子力全発

し、節電・省エネルギーは可能であるし、地

電量の概ね３分の１はプルトニウムが稼い

球環境のこれ以上の悪化を食い止めるために

だものである。しかし、プルトニウム 239

は must でもある。ちょっと前のデータであ

は核兵器高性能化には欠かせないし、
人体に

るが、他産業の自家発電を含む 2008 年度の

取り込まれると半減期 24,100 年で放射線を

電力量 1 兆 1150 億 kW 時のうち、原子力は

出して内部被曝を続ける、
というような理由

2580 億 kW 時であった。これを差し引いた

で毛嫌いされている。福島事故でも、これが

8600 億 kW 時は概ね 1990 年頃となる。しか

検出されたからもう世は終わりだ、
という雰

し実は、その頃にも原子力は 2000 億 kW 時

囲気の報道があった。

ぐらい頑張っていたから、原発全廃と言うの

11）日本は、核兵器を作りにくい組成（239

であれば、さらに 10 数年遡らなければなら

以外の同位体が多い）ではあるが、原爆何千

ない。あるいは、水力はほぼ開発しきってい

個にも相当するプルトニウムを保有してい

たから、火力をもっと増やすべきだったの

て国際的に疑われている。
これを原発で利用

か？ 風力・太陽光（今のシェアは１％）に

してウランを節約しよう、
というのがプルサ

代替えは期待できたのか？

ーマル計画である。
主にヨーロッパで実績が

８）電気を作る、つまり高温高圧の蒸気を作る

多いが、国内では順調に進んでいない。実は

ために、各種化学工業の原料にもなり、使い

３号機も、昨年９月に国内 3 例目のプルサ

勝手の良い石油や LNG を使うのは、もった

ーマルを始めたところであった。

いないと感じる。特に、近い将来の枯渇が予

12）ここまで、原発に対して好意的に呟いて

測されている石油がなくなると、我々がいま

きたが、
国内で解決しきっていない問題もあ

頼り切っている輸送用機器は動けなくなり

る。
それは使用済み燃料の国内処理の本格化
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や、
最終的に発生する高レベル放射性廃棄物

ついて興味があれば、防大ホームページ中

の処分場確保である。前者は、燃え残りのウ

の私個人のページ（ある歴史のすれ違い～

ランや生成されたプルトニウムを再利用の

原子爆弾の開発）を訪ねて欲しい。核兵器

ために取り出す作業で、
英仏委託が主力であ

はその全廃が強く望まれているが、国際政

った。
そこで発生する廃棄物をガラス固化し、

治の現実の中では恐らく実現はすまい。同

地下数百メートルに埋設して今後数万年以

様に、極めて高密度エネルギー源の平和利

上、生物圏から隔離するのが後者であるが、

用である原発についても、仮に日本が全廃

後世への危険な遺産という根強い批判があ

したところで、多くの国は止めないだろう

る。これらが解決しないと、遠くない将来、

し増設もするだろう。

燃料交換ができなくなって原発は停止に追

14）さあ、諸君、どう考える？ 国家安全保

い込まれる。実際のところ、各原発とも使用

障の最前線に立つ者として、また結婚して

済み燃料がプールに溜まりつつある。

家庭を持ち、子育てもしていくであろう一

13）原子力エネルギーは、
「広島・長崎」で

人の日本人として････。

記憶される惨劇から始まった。その歴史に

以上

『東日本大震災と「歴史地震」
』
人間文化学科
野 村

玄

このたびの東日本大震災では、地震のみな

（８６９）に東北地方沿岸部で発生した貞観

らず、大規模な津波が東北・関東地方の太平

地震とそれに伴う大津波を考慮すべきだとい

洋沿岸地域を襲い、それらに耐えられなかっ

う指摘が、産業技術総合研究所活断層・地震

た原子力発電所における事故も加わって、情

研究センター長から電力会社に対し行なわれ

勢は混迷の度を増している。この情勢をまえ

ていたというものである。

に、日本史学を専攻する一研究者の筆者はあ
まりにも無力だが、この間、気になり続けた
ことがあるとすれば、それは、少なくともこ
のたびの原子力発電所の事故は防ぐことがで
きたのではないかということである。
福島第１原子力発電所の被害状況は、大震
災発生当初に報じられていたそれよりも深刻
であったことがわかりつつあるが、筆者は、
今でも２つの報道が忘れられない。
ひとつは、当該原子力発電所の耐震指針の
検討に際し、当該地域において想定すべき被
害状況を算定するにあたっては貞観１１年
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筆者が参照した『日経サイエンス』２０１

電力会社側は昭和１３年（１９３８）の塩

１年６月号によると、この指摘は平成２１年

屋崎沖地震を根拠に耐震設計を行っていたの

（２００９）の総合資源エネルギー調査会原

だが、その際、地震現象を「耐震設計上考慮

子力安全・保安部会の耐震・構造設計小委員

する地震」と「歴史地震」とに分類していた

会における地震・津波、地質・地盤合同 WG

ことがわかる。

でなされたものの、
「その間、貞観地震級の大

これに対して産業技術総合研究所活断層・

地震・大津波に対して特段の対策が取られる

地震研究センター長は、貞観地震が「少なく

ことはなかった」といい、
「福島第１・第２原

とも津波に関しては、塩屋崎沖地震とは全く

発の安全性再評価に関する最終報告は現時点

比べ物にならない非常にでかいものが来てい

でもまとまっていない」という。

るということはもうわかっていて、その調査

貞観地震は、いわゆる「歴史地震」といわ

結果も出ている」から貞観地震も考慮すべき

れるもので、北原糸子氏によると、この「歴

だとしていた（同議事録）
。
「歴史地震」であ

史地震」には明治５年（１８７２）１２月の

っても、
甚大な被害状況が明らかである以上、

改暦以前に発生した地震とする宇佐美龍夫説

それを基準に物事を考えるべきだとの主張で

と、明治１８年（１８８５）の地震検震器導

ある。

入以前の地震とする萩原尊礼説の２説ある

ここでいわれている貞観地震の被害状況は、

（北原糸子「歴史地震研究会と歴史学研究」

『日本三代実録』という六国史の１つに数え

<『歴史学研究』第８４１号、２００８年６

られる史料の貞観１１年５月２６日条に明記

月>）
。貞観１１年（８６９）の貞観地震が「歴

されている。いま我々は、それを吉川弘文館

史地震」であることは動かないわけだが、上

から刊行されている『新訂増補国史大系』の

述の原子力発電所の耐震性を検討するにあた

１冊として容易に参照することができる。

って、電力会社が貞観地震を考慮に入れなか
った理由も、まさに貞観地震が「歴史地震」
だからであった。上記会合の平成２１年（２
００９）６月２４日の議事録を参照すると、
産業技術総合研究所活断層・地震研究センタ
ー長の指摘に対し、電力会社の担当者は次の
ように応答している。
御案内のように、歴史地震ということ
もありますので、今後こういったことが
どうであるかということについては、研
究的には課題としてとらえるべきだと思
っていますが、耐震設計上考慮する地震
ということで、福島地点の地震動を考え

『日本三代実録』における貞観地震記事に

る際には、塩屋崎沖地震で代表できると

ついては、最近、東京大学史料編纂所教授の

考えたということでございます。

保立道久氏のブログ「保立道久の研究雑記
歴史家の研究室の日常」でもわかりやすく読
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解・紹介されているが、貞観地震では、当時

１年５月２７日）
。すなわち、電力会社が原子

の陸奥国の国府があった多賀城にまで津波が

力発電所の安全性を検討する際に
「歴史地震」

押し寄せていた。このことからも津波の高さ

を考慮しないか、または考慮したとしても都

は相当のもので、沿岸部に位置する原子力発

合のよい解釈をした理由の１つは、記された

電所に津波の被害が及ぶことは容易に想像で

史料の信憑性の問題であったようである。

きそうなものである。しかし、電力会社側は

なるほどたしかに前近代の史料群での記述

そのような思考をせず、貞観地震を「歴史地

は科学的に数値化されたそれではないから、

震」として考慮の外においたのである。

曖昧な部分があることは否定できない。しか

なぜ被害状況は明確なのにもかかわらず、

し、数値化しないまでも、もし現に内陸部へ

「歴史地震」は正面から考慮されなかったの

津波が押し寄せていたことを示す史料上の記

か。その理由をうかがわせるもう１つの報道

述があるならば、高さの問題は算定可能であ

がある。それは、関西の電力会社が、福井の

るし、それは副次的問題であろう。津波が来

原子力発電所の安全性を説明するため、津波

ていたという史実を解釈者の都合でなきもの

被害に関する史料の存在を知りながら、当該

にしてしまうところに、作為の跡が透けて見

地域での津波被害はないと周辺住民に説明し

えるのである。

ていたというものである（asahi.com ２０１

だが、翻って、このように「歴史地震」を

１年５月２７日）
。

軽視する風潮がなぜ存在するのかということ

同報道によると、天正１３年（１５８５）

もまた考える必要があるかもしれない。なぜ

の天正大地震とそれに伴う津波被害に関する

ならば、歴史学者が「歴史地震」について関

記述のある吉田兼見の日記『兼見卿記』など

心を示し始めた時期も、筆者の知る限り、そ

が知られていたにもかかわらず、電力会社側

う昔ではないからである。

が宇佐美龍夫氏編集の『日本被害地震総覧』

北原糸子氏が前引の文章で述べているよう

（東京大学出版会より更新を重ねて刊行）の

に、行政主催の防災関係会議に歴史学者が招

みに依拠し、天正大地震を内陸地震と評価し

かれることは稀であった。
歴史学者も行政も、

ていたことが問題にされている。

相互に「歴史地震」に無関心の時期があった

ここでいわれている『兼見卿記』だが、こ

ことは否めない。転機があったとすれば、そ

れは前述の六国史同様、参照が困難なもので

れは阪神・淡路大震災であろう。それまで地

はない。同記については、東京大学史料編纂

震学者に任せきりになっていた災害の歴史学

所ホームページ内にある「大日本史料総合デ

的研究に、阪神・淡路大震災以前から積極的

ータベース」で検索可能である。刊本として

に関与していた先駆者が北原糸子氏であった。

の『大日本史料』もあるから、アクセスの難

もし北原氏とともに他の歴史学者が「歴史地

易度として『兼見卿記』と『日本被害地震総

震」を考慮すべき必要性について各方面へ具

覧』との間に差はない。にもかかわらず、安

体的に説明する努力を早期から払っていれば、

全性説明の根拠として、電力会社が『兼見卿

「歴史地震」をめぐる不当な評価はもっと是

記』ではなく『日本被害地震総覧』を採った

正されていたかもしれないし、いま私たちが

理由が気にかかるが、電力会社は「
『総覧は過

直面している被害も、防ぐことができたか、

去の被害を網羅したもので、より信用性が高

もっと小規模で済んだかもしれない。

いと判断した』という」（asahi.com ２０１

さしあたり、
「歴史地震」や「歴史津波」を
-423-
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とりまく研究状況や日本列島における災害の
歴史学的研究を知るに適した図書として、北
原糸子氏の編集した『日本災害史』
（吉川弘文
館）がある。
このような図書はまだ数少ないが、
「歴史地
震」や「歴史津波」に関するコラムも設けら
れており、災害と歴史学との関わりを知るに
はよい本で、版も重ねているから、ぜひ一読
をお薦めしたい。

編集後記
今回のテーマは『震災』です。ご執筆いた

編集委員
木 下 哲 生（人間文化学科）

だいた方々に厚く御礼申し上げます。
震災に限らず災害で重要なことは、過去の

平 津 圭一郎（応用化学科）

事例の確認、現状の把握、そして将来への対

吉 野 順 也（戦略教育室）

策と展望です。それは今回掲載の文章からも
編集庶務

はっきり読み取れます。

内 藤 明 生（総合情報図書館事務室）

過去のものは図書館や資料館でなければ調
査できません。現状もインターネット全盛の
今でも新聞や雑誌の記事は重要です。そして

連絡先

将来への課題は書籍やマスメディアの記事と

〒239-8686

なってこれも図書館に収蔵されていきます。

神奈川県横須賀市走水 1-10-20
防衛大学校 総合情報図書館事務室

「過去→現在→将来」という時間の流れを
１本の線で結びつける図書館の重要性を改め

「図書館だより」事務局

て認識した次第です。

Tel.046-841-3810

より多くの方々が図書館を利用してくださ
ることを願って止みません。
編集委員
ＮＡＤＡＬ
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