吉川 謙造

災害大国ニッポンからの発進

Yoshikawa

（防災は専守防衛型から先制攻撃型へ）

Kenzo

公益社団法人日本技術士会東北本部長
技術士

総合技術監理

建設、応用理学部門

博士（工学）
世界は地球温暖化防止（CO2 削減）と、持続可能

6,400 人
と地震・津波による死者数を示した。建物の耐震性

な社会へと向かっている。地下資源等エネルギー資

向上から小規模地震の犠牲者は減っているが、想定

源に乏しい日本は、一方で地震や集中豪雨など災害

外の地震が人口密集地を襲えば重大災害になり、事

の多発国である。昨年 3 月 11 日の東日本大震災（Ｍ

業費の累積が防災効果に繋がっていない。今後も専

9.0）では、強い地震と津波のため 1.9 万人を超える

守防衛型で行くとすれば、重要な施設はすべて震度

死者・不明者が発生し、併せて原発が被災した。日

７に耐えられ、津波に対して海岸線すべてに 20ｍ以

本の原発は、エネルギー・環境問題・過疎対策を同

上の防波堤を築かねばならず、これは事実上不可能

時に解決する国策として推し進められてきたが、今

に近い。そしてそれ施設の完成後も、国民はいつま

回の災害はわが国が自前のエネルギーを持たない危

でも地震におびえ続けなければならない。
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地震、津波による死亡者数と公共事業費

出される前に取り出す。（地震予知も可能）
②国土上に降る雨を貯留して、水が不足する国々に

（図―１）河川、土砂、火山、大雪災害による死者数と公共事業費

提供することである。（国土水がめ構想）
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れば実現可能である。今回の災害をチャンスである。
１． 防災は専守防衛型から先制攻撃型へ
防災に対する考えには「先制攻撃型」と「専守防
衛型」の２つがある。例えば治水（河川）事業を例
にとれば、これは「危険な場所」を特定して、そこ
の安全度を高めていく「先制攻撃型」である。
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ここで自然災害はエネルギーの集中現象である。
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うさと、防災の重要性を再認識させることとなった。

（図―２）地震･津波による死亡者数と公共事業費

図－１に示すように、公共事業費（投資額）の累

地震は日本列島の下にもぐりこむプレートによっ

積が７兆円を越えた時点から、顕著に死者が減少し

て、地殻内に蓄積されたヒズミエネルギーの放出（破

ていることがわかる。

壊）で、津波はこれに伴う海底地形の急激な変状の

一方、地震や津波のようにゲリラ的に襲ってくる

結果である。このような機構が分かっていながら、

災害に対しては「専守防衛型」すなわち、防災の基

どこで地震が発生するかが分からないということは、

本は「回避＋復興」である。原因を取り除かず「被

地盤内や深海底が肉眼で直接見ることができないこ

災→復興の繰り返し」ではいつまでたっても日本は

とと、微小な変化の検出が難しいためである。

安全な国土にはならない。
図－２は同様に、国土保全の公共事業費の累積額

発想を切りかえて、地中のヒズミを長時間（20～
30 年）かけて検出（観測）し、破壊（地震）の発生

前にこのエネルギーを取出すことができれば、地震

実的ではない。さらに、今の自由主義経済下では、

（津波）を防止～軽減できる。これは宇宙開発など

資源を次世代のために温存するという選択肢は考え

に比肩する巨大プロジェクトになるが、成功すれば

られないから、この問題は走りながら解決しなけれ

地震予知が可能となり、そこからエネルギーを得る

ばならない。これからの日本は独自の国家戦略を持

ことが期待できる。これが先制攻撃型で真の「防災」

ち「世界中から頼られ、信用される国」になるべき

である。プロジェクトには不確定要因もあるが、研

である。以下に示すように、50 年の時間と大略 200

究の進展にともない新しい技術が生まれ、科学技術

兆円を投入すれば、日本は有史以来悩まされてきた

の進歩が期待でき、目的どおりの成果が得られれば

地震（津波）と水害という 2 大災害を克服して安全

日本は安全大国として永続的な発展が約束される。

な国家となり、加えてエネルギーと水と言う人類生

プロジェクトのスタートは、地中のヒズミがある

存に不可欠な２大資源を世界に供給できる国になる

程度放出された地震後遅くとも数年以内が最適であ
る。この機に日本の防災政策の見直しを提案したい。
２．持続的発展への道
今の人類文明を支えているのは、太陽エネルギ
ーと地下資源である。日本の高度 k ウィ在成長要因
は、日本が「資源を持たない国」であり、世界中か
ら安い原料を手に入れ、自由に使えたことによる。
しかし今、世界の資源は枯渇の兆しを見せ始めてお

ことができる。
また日本は、国土の周囲に未開発の天然資源を賦
存する広大な経済水域を有している。これらの資源
を有効に使えば、これまで述べてきた恒久的なエネ
ルギー開発までの時間を十分に持つことが出来る。
３．日本は災害大国ではなく潜在的な資源大国
21 世紀の世界に不足するものは、「食料・水・エ
ネルギー、その他の地下資源」である。

り、他国からの供給が絶たれれば、日本は何も持た

日本の食料自給率は 40％、石油はほとんど産しな

ない国になってしまう。これは日本だけでなく、今

い。しかし日本には、①高度な技術力を持つ人的資

は地下水に頼っている国も、同様な運命にある。

源のほかに、②地震・地熱資源、③水（雨水）資源

太陽エネルギーは無限であるが、石油、石炭は 40

など有望な資源がある。この内で現在有効に活用さ

～150 年の寿命といわれ、地下資源はウラン燃料

れているのは①だけである。後述するように国土の

と未開発のオイルシェールやメタンハイドレートな

自然条件を有効に活用することで、日本は資源大国

どを加えても、数百年で掘り尽してしまう。これは

になる可能性を有している。

人類の誕生以来の歴史から見れば、産業革命以降の

例えば日本は世界一の地震（津波）大国である。

ほんの短期間である。「持続可能な社会」とは、こ

このエネルギーはプレートの移動に起因するもので

れらの地下(減耗)資源に頼らず、半永久的に供給さ

あるが、温泉や地熱発電でごく一部を利用している

れる循環エネルギーの範囲内で人類が生き続けると

他、大部分は放置され地震と津波という災害を引き

いうことであり、地球温暖化防止（CO2 削減）とは、

起こす原因となっている。

有限な化石燃料から太陽エネルギーなどの再生可能

河川水についても同様である。これまでの河川行

エネルギーへの転換を別の視点で示したものである。

政は治水を主目的としてきた。日本に降る雨（水）

1970 年に発表されたローマクラブレポートは、地

量は他国に比して豊富であるが、急峻な地形上に降

球の容量内で生存できる人口の適正値を試算したも

った雨は大きな位置（運動）エネルギーを持ち、こ

のであるが、それから 40 年を経過して人口の急増

れが破壊力として発揮されれば土砂災害である。一

にともなう食料・エネルギー不足は、すでに現実の

方これを制御し、貯水や落差工などで運動エネルギ

ものとなりつつあり、時間の遅速はあっても、わが

ーをコントロールできた水は貴重な資源であるが、

国も持続可能な社会へと移行しなければならない。

その大部分を海へ放流している。これをプラスに変

一部には、江戸時代の循環型社会へ戻れば良いと

えれば素晴らしい資源になる。

いう意見もあるが、今の人口を 1/3 に減らし、電気

国土を利用するにあたり、今までは自然と共生す

と石油・石炭に依存しない生活に戻すというのは現

るという考えが主流で、自然を制御し利用するとい

う考えは少なかった。しかし戦後 65 年を経て土木

は 50ｋｍ以浅と考えて良いから、調査・研究の範囲

技術は飛躍的に進歩し、自然の持つ可能性を安全に

をこの深度までとすることで、調査の範囲を絞り込

活用できる段階に到達しつつある。災害のエネルギ

むことができる。

ーを有用な資源とするには 30 年～50 年の時間と新
しい技術開発に加え、200 兆円というお金が必要だ
が、人類数百万年の歴史から見ればこれはほんの短
期間であり、不可能な数字ではない。
従来の価値基準からいえば、人的資源以外にはほ
とんど見るべきものを持たないと考えていた国が、
発想を切替えて、国土条件（地形・地質・気候のす
べて）を生かしきることができれば、将来は格段に
明るいものとなる。さらに後述するように、このプ
ロジェクトは原子力問題の解決にも寄与できる可能
性がある。
４．国土の潜在力
４－１．プレートエネルギー（地震と地熱資源）
①

地震発生のメカニズム

日本の周辺は４つのプレートがぶつかりあい、世
界の陸地面積の僅か 0.3％しかない日本の周辺に、
世界中の地震の 10％以上が集中して発生している。
プレートの移動を原因とする地震は、今までは制
御できないエネルギーとして、災害の面（予測技術
を含めて）を主体に考えてきたが、これを継続的に
供給される運動エネルギーとしてみれば、ほとんど
無限（少なくとも数百万年単位）と考えることが出
来る。世界中でもっともエネルギーを取出すのに有

プレートの運動と地震、火山の関係模式図

利な場所は、プレート同士が衝突し沈みこむ場所、
すなわち日本の近海などの地域である。しかし現在
は地熱発電や温泉以外では、このエネルギーを利・
活用する技術は未発達である。
岩盤中に蓄えられたヒズミを、たとえば圧力素子
や、ハイブリッドカーのブレーキ・システムのよう
な形で、一部でも有効に取り出すことができれば、
無限のエネルギーを手に入れることができる。

※出典： 気象庁、http://www jma go jp/jma/kishou/know/whitep/2-1 html

従来の地震予知では、統計処理または、空気中の

津波の発生機構は未だ完全に解明されているとは

電磁波の変化、地下水位の変動、放電現象など、間

言えず、地震の震源域と、津波が発生した海底の変

接的な手段に頼る「予兆」に主眼を置いていたため、

動の関係などの詳細は、今後の調査を俟つ必要があ

地震の発生場所を特定して対策を講じることは不可

るが、従来の防災対策では別々に考えていた地震と、

能と考えられてきた。

津波が同一の原因（ヒズミの放出）によるものであ

これは深さ方向においても同様である。しかし、
過去の事例から地表部に被害をもたらす地震の震度

れば、その元である「岩盤中のヒズミ」を検出し、
取り出すことで一挙に解決に結びつく可能性がある。

地中ヒズミ測定，取出し実験イメージ図
大深度ボーリング

うというものである。
自然界は地中の岩盤中に蓄積されたヒズミエネル
ギーを定期的に放出しているが、その方法は急激な
破壊（＝地震）か、ゆっくりとした破壊（海中で起

地中ヒズミ
累積コンター

日本海溝

きれば津波）の２種類であり、水（海水）の存在が

孔間弾性波探査

運動形態に影響している可能性がある。
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プロジェクトの問題点は、ヒズミエネルギーをど
のようにして取り出すかの技術的解決がなされてい
ないことである。
一方でプレートエネルギーの利・活用については、

ここで、岩盤中のヒズミを人工的に取り出すこと

純粋に技術的な研究開発に限定（水利権のような問

がどんな影響を与えるか不明であるが、地震発生時

題はない）され、これに対する研究・技術開発は次

における放出エネルギー量を大幅に上回ることはな

の２つに分けて行う。

いと予想され、津波の予知についても地中のヒズミ

イ）地中ヒズミの経年的変化の測定

測定、重力異常などと併せて、詳細な海底地形の調

プレートの衝突によって岩盤中に蓄積されるヒズ

査を行い、これと地表部、地中ヒズミを併せて解析

ミを経年的に知る方法として、弾性波の伝播速度測

することで、より精度の高い予測が可能になると思

定、オーバーコアリング、ＡＥ、孔壁にかかる圧力

われる。さらに、津波は南米のチリや、スマトラ等、

の直接測定等、種々の方法があるが、20～30 年にわ

地球の裏側で発生したものが日本に達することもあ

たって刻々に変化するヒズミ量を精密に測定するた

るが、こにはわが国の防災技術を移転すれば良い。

め、従来に無い大深度ボーリングをはじめ、多くの

②

技術開発が必要である。

費用と効果
微小地震も含めて被害の大きな地震の発生深度は、

50ｋｍ以浅のものが圧倒的に多い。この深度までを

a）大深度ボーリング（50,000ｍ）の掘削技術
b）ボーリング孔内への弾性波探査測定機器や孔内

対象にして地中に累積したヒズミを測定し、それを

地圧測定装置の設置技術

取出す研究開発を行う。具体的な数量と費用は以下

c）精密な相互位置関係の測定技術（誤差 1ｃｍ以内）

の通り。

d）２孔間弾性波伝播速度又は孔壁変状状況の定期

50,000ｍのボーリング×1,000 本 ＝ 50 兆円
その他計測器設置、観測（50 年）

5 兆円

的測定（20～30 年継続）
e）測定結果から、地盤内のヒズミ蓄積箇所の検出

ヒズミエネルギー取り出し装置設置 （含開発費）
合

計

ここまでができれば、地震予知（危険度判定、

50 兆円

順位付け、発生時期の判定）が可能になるが、本

105 兆円

プロジェクトを推進する過程で、地中ヒズミの形

すなわち、50 年で概算 100 兆円のプロジェクト

態と挙動（ヒズミは岩盤中を伝播し、移動する？）
を解明できれば、より正確な予知につながる。

となる。現段階では採算性は検討できないが、阪神
淡路又は今回の東日本級の大地震一つを予知（防止）
できたとしても、直接的な効果だけで 10～20 兆円

ロ）

地下深部に蓄積されたヒズミを取出す技術

a）ヒズミエネルギーの電気エネルギー等への転

以上になりこれに加えてそこからエネルギーを取出

換技術

すことができれば、その効果はさらに大きい。

b）エネルギー取出し装置の設置方法（地下深部

③

c）地下深部からのエネルギーの移送方法

技術開発
地殻の内部で自然界が均衡を保とうとする現象は、

④

問題点

地震と火山噴火である。このプロジェクトはその内

プレート間のエネルギーの利・活用については、

の地震（津波も含む）について、コントロールしよ

多くの技術開発が必要であるが、既存技術の延長・

応用で実現可能と考えられる。

日本の河川は急勾配

a)地下深部の岩盤からヒズミを取り出した時の周
辺ブロックへの影響の解明が不可欠でシミュレ
ーションの外に、実証実験も必要。
b)プロジェクトの最大の問題点は、成果・結論が
得られるまでの時間が長いことである。
しかし予備実験の結果を待ってから本格的な
プロジェクトをスタートさせたのでは、時期を
失する。30 年後の時点では、今回の地震で地中
のヒズミを放出した地盤に、すでに相当程度の

※出典：国土交通省、http://www.inbo-news.org/IMG/pdf/Tokyo_Hirai_Japanese.pdf#search='国土交通省 勾配が急な日本の河川'

ヒズミの蓄積が進行しているからである。すで
に不均質である状態を原点にして「そこからの
図-６ 日本における冬季の降雪メカニズム（２）

変化」を測定したのでは、真の危険箇所を抽出
できるという保障はない。
一方ヒズミの蓄積を待つという「間接手段」
をとらなくても、プレートが日本列島の下にも
ぐりこむ前に、海溝直下で直接エネルギーを取
り出す方法も考案されるかもしれない。
４－２．水（雨水）資源
①

雨水資源の現状
※海上保安庁，日本近海の海流模式図に加筆

日本は温帯のモンスーン地帯に位置し、世界有数
の多雨国家（冬季の雪も）である。

この政策を推進するために、

水質は国内のどこででも水道水を無処理で飲める

a）日本の全河川の仕分け（治水河川と利水河川）。

ほどに良質で、一部地域を除けば水（雨水）はあり

b）雨水を管理するための、関係省庁を統合した組

余る資源である。従来の雨水に対する考えは、限ら

織、（仮称）雨水資源省の創設を提言したい。

れた範囲（農業・漁業・飲料水・工業用水・発電な

②

このプロジェクトに必要な費用は約 100 兆円。

ど）での水資源以外は、災害（水害）の要因と考え
られていた。しかし戦後 66 年を経過して、治水の

概算費用

a) 調査費

0.2 兆円
1 兆円

面では格段の整備が進行し、河川行政は治水中心か

ｂ)トンネル、ダム設計費

ら利水中心に向かう時期が到来しつつある。

ｃ) 大断面トンネル（100ｋｍ×10 本） ＝60 兆円

日本の河川は勾配が急で降雨が短時間で海に流出

ｄ) 貯水ダム（100 ケ所,,計 30 億 ton） =30 兆円

してしまう。従って河口堰や海中の貯水設備を考え

e) 放水路、地下浸透井戸等一式

る必要がある。一方、日本海側は、冬季の累積積雪

f) 大容量ポンプ等送水施設（100 個所）＝ 5 兆円

量が 10ｍを越す地域が多く、特別豪雪地帯になって
いる。その原因は北西の季節風と日本海を北上する

ｇ)大型コンピューターによる管理施設
h) 淡水の積み出し装置（10 個所）

暖流（対馬海流）と、脊梁山脈の存在で あり、 こ
れは世界に例のない気象＋地形条件である。

小

＝0.5 兆円
100.0

兆円

水輸送タンカーの改造（20 万 ton 級）20 隻別途
海底パイプラインの敷設

を自由に利活用できるという有利性を有している。
して世界に貢献すべきである。

計

0.3 兆円

i) その他

これに加えて、日本には国際河川はなく、自国の川
これらの利点を生かし、国土上に降る雨水を資源と

3 兆円

③

10,000Ｋｍ

別途

資源量と収入の試算
日本の国土全体（面積 36 万ｋｍ２）に年間平均

1,500ｍ/ｍの降水があり、うち５％が有効に利用で
きると仮定すると、270 億 t（㎥）／年の水が得ら
れ、これを 100 円／㎥で取引できれば、2.7 兆円／
年の収入が期待できる。

降雨量（ｍｍ／年）
エジプト
サウジアラビア
クウェート
イラク
ロシア
南アフリカ
オーストラリア

④

河川行政の転換
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イ）治水から利水へそして日本の水から世界の水へ

中国
ドイツ
アメリカ

今までの日本の水行政は、治水を中心に行われて

メキシコ
フランス
インド

きたが、水は治めるものから利用する時代へと移行

イギリス
韓国
ノルウェー

しており、これからは日本の水は世界の資源になる。

スイス
タイ
日本

公共事業の累積量グラフから判る通り、治水事業

ニュージーランド
ブラジル
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では、公共事業の累積投資額の増大とともに、土砂
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災害の危険度が小さくなっている。また国土交通省
によると、2006 年までの洪水の 65％が内水被害で

⑤．問題点と展望

あるとされ、このデータからも大河川の外水洪水は

イ）水資源の基本問題

沈静化し、河川の治水目的に限定すれば、充足され

地球上の降水量には大きな地域差があるが、自国

つつある。これからの治水事業は整備が進んだ河川

の食料・水・エネルギー等を完全に他国に依存する

を格上げし、
利水を中心とした運用をすべきである。

のは、植民地を別にすれば安全保障上問題が多い。

ロ）雨水資源省（仮）の設立と雨水ビジネスの提案

水が乏しい地域は、長い歴史の中で水を少ししか使

国土上に降る雨（雨水）を国有化し、わが国の戦

用できない条件下での生活方法を確立している。従

略物資にするため、次の提案を行う。
a) 国土交通省による国内全河川の仕分け（治水河
川と利水河川）。

って水ビジネスには２つの方向が考えられる。
a)水が乏しい地域、国々に対して自国内での水源
開発や地下水の 100％活用と、上下水道、ダム・

※治水河川：未だ洪水・土石流の危険度が高く、

水路、水のリサイクル技術などを輸出・援助す

今後も整備が必要な河川

る。アフリカ諸国のように経済力の乏しい途上

※利水河川：整備状況が一定水準に達し、治

国はこの方法を望む可能性が大きい。

山・治水より利水中心の河川に昇格させたもの
b) 利水河川（水系）を総合的に管理・活用する

b) 産油国等、豊富な外貨を有する国々は、海水の
淡水化や真水の輸入で水の需要を満たしている。

ため、国土交通省＋農林水産省＋環境省＋経済

これらの国々にば、水ビジネスの可能性がある。

産業省＋総務省による新しい（仮称）雨水資源

国際会議の場等で、日本が有利な投資先である

省（水資源局）の創設（法律の改正）。

ことを積極的にＰＲする努力も必要。

c) 雨水ビジネスの可能性
世界には水の使用量が日本の半分以下の国が

ロ）河川水の利権問題
日本の自然は海、山、川が一体となっている。ま

多数ある。水が貿易市場を形成するには時間がか

た河川水は（既得）利水権が錯綜しており、既存の

かるかも知れないが、安全でおいしい水を安定的

産業（農・林・水産業・鉱工業等）と利権の調整が

に供給すると宣言すれば、中国・オーストラリア、

必要である。

砂漠地帯の諸国からの引き合いがあることは確実

ハ）自然の容量と環境問題

で、ビジネスチャンスは大きい。当面は原料輸送

従来の自然改造は比較的ゆっくりと進められてき

船の帰り荷のバラスト水や、タンカーによる輸送

たが、本プロジェクトはこれを一気に加速させるこ

が主流になるが、将来は近隣諸国へのパイプライ

とになるから、次の検討が必要である。

ンの布設なども必要になるであろう。

a）複雑で脆弱な地質の脊梁山地に、大断面・長
大トンネルを掘削したとき、予測できない災害を

引き起こさないか？また、施工だけでなく長期的
な維持管理ができるのか？
b）地下水の強制涵養が大規模な地すべりや山地
崩壊を引き起こさないか？
ニ）技術的問題と実施方法
a) 国土水がめ構想
具体的な方法は、日本の諸河川にダムや貯水池をで
きるだけ多く設け、これらのすべてを地下トンネル l や水
路で結び、さらに地盤中や地下施設などに貯留するな
どして、日本の国土全体を巨大な貯水池として運用し、
水の供給国になる政策を遂行することである。
戦後６６年が経過し、ダムが計画された５０年前とくら
べて社会情勢は大きく変わり、当時の計画変更が必要
なところも少なくない。しかし、水問題は国内から全地球
的、国際な視点の転換が求められるようになってきてお

10,000ton

建設

１年

実験

3年

100,000ton

建設

１年

実験

5年

1,000,000ton

建設

１年

実験

5年

＜調査の内容＞・ 潮流の影響・ 風と波浪の影響・
底棲動植物・漁業・航路への影響等
５．これからの建設業
５－１．日本の建設業の位置づけと役割
日本のグランドデザインは、産業振興に国土保
全・防災も併せて考えなければならない。
日本の産業は、
イ）自動車、家電等グローバル化が成功し、世界の
市場で競争できるもの
ロ）国防、消防、警察のようにすべて直轄で行わな
ければならないもの
ハ）教育、食料、エネルギー、防災等、その中間に

り、日本の優れた技術力と、日本を含めた世界中のダム

あってきめ細かい国家戦略が必要なもの

サイト候補地は貴重な人類の共有財産として大切にし

の３者に分けて考えるべきである。

なければならなくなっている。また、過疎化の進む中山

わが国は地震、火山噴火、津波、台風、集中豪雨、

間地は資源供給地として再評価すべきである。

大雪などの災害が、数年毎に発生を繰り返す世界有

この政策が実現できれば、日本は世界貢献が出来る

数の災害大国であるが、先人はこれらの災害と上手

だけでなく、海に捨てていた水が利益を生み、雇用対

につきあい、高度な技術力と組織を整備してきた。

策と中山間地問題にも解決策を見出せる可能性が出て

その中で建設産業は、軍事力の保持を放棄したわ

くる。必要な建設資金は 100 兆円、建設に要する期間

が国において警察・消防と同じ役割の一部を担って

は５０年程度と試算されるが、この資金には世界の投資

きた。軍事力の強化は周囲の国々から危機感を持た

マネーを集めることが可能である。

れるが、建設投資は非難を受けることはなく国土の

b) マンボウ計画

利便性と安全性を高め将来の災害に備える一石二鳥

上記のプロジェクトでは、河川の河口付近または

の政策といえるが、今回の災害まで、この産業は切

海中に、淡水を貯留する技術として、下図のような

り捨てられようとしてきた。災害は毎年同じところ

淡水貯蔵水中プラントを建設することも必要になる。

で発生をくり返すことはない。短くて数年、長いと

マンボウ計画 マンボウ計画

きは数十年の間、静穏な期間があるのが普通である。
これは消防、警察と同じような条件で、普段はあま
り必要性が感じられず、一朝事有るときだけ頼りに
されるからである。国の安全は食料やエネルギーと
同じように、完全な自由競争にゆだねることなく、
地域ごとに必要かつ十分なものを維持するようにし
なければならない。それぞれの地域ごとの災害に迅
速に対応できる機材と技術者集団をもつ企業を育て、
脆弱な国土を守る。これが建設業界の務めである。
50 年後に 2 つのプロジェクトが完成し、これが機
能しはじめるまでの建設産業の役割は明確だが、そ

＜テストプラント（現地実験）の規模と期間＞

の後は膨大な既設社会基盤の維持管理、災害対応と

しての地すべり・土砂崩れ（これは日本が造山帯に

６．国土の安全保障

位置することから避けられない）という業務の平準

６－１．インフラにかかわる充足度（安全･安心）

化が期待される。

次図は中村英夫氏の論文（土木学会誌 Vol.97

50 年後、100 年後には維持管理中心で、より労働

No.1 January 2012 国土計画の過去と今後（中村英

条件がよく魅力的な業種になり、しかも国土の安全

夫）インフラに関わる満足度を日本と欧米先進国や

を守るという高い使命感を持った技術者集団になる

発展途上国と対比した概念図）からの引用であるが、

だろう。その間の人材と技術力の維持を 100％民間

わが国のインフラに関わる充足度は、最低限の衣食

にまかせていてはいざまさかの時の国家があぶない。

住と施設の効率化に関しては欧米並みの水準に達し

そして日本が本当に安全で安心して住める国家に

ているが、安全･安心と誇り（プライド）の持てる国

なるためには、さらに膨大な公共事業の追加投資が

土の面では大きく見劣りしている。

必要である。これらが完成してはじめて、公共事業

これは日本が明治維新以来、先進国に追いつくた

の「作る役割」は大方完成に向ったと言い切ること

めに、欧米の文化･技術を手本にしてきたことによる

が出来るだろう。安全な国土を作り、守るために建

もので、こと自然災害に関しては日本が学ぶべき国

設業界は、いささかもためらうことはない。

は欧米には存在しないといっても良い。

５－２．建設行政の転換
このたびの災害対応を期に、政府は長期的展望に
立って日本の建設業を考えなければならない。

従って、外国からの侵略に対する国防は別として、
もう一つの重要な「自然災害対応」が十分でなかっ
たことを意味している。

上に述べたように、日本における「建設業」は大
切な基幹産業だが、盲目的な保護、育成が良いわけ
ではない。民間には自社優先、地域エゴという宿命
がある。その点で今回の災害復旧で見せた、国と自
治体（行政）の対応方法は良い手本になる。
水道、ガス等のライフライン復興において日本中
の自治体が災害協定にもとづき、全国的な協力が得
られたため、復旧が予定以上に早く進んだ。
土木学会誌Vol.97 No.1January 2012

とりわけ自衛隊は高度な機動力を持ち、全国どこ

国土計画の過去と今後（中村英夫）より引用
インフラに関わる満足度を日本と欧米先進国や発展途上国と対比した概念図

にでも訓練された若者を派遣し、加えて献身的な働

天災を、政治の乱れや、庶民のおごり･油断に対す

きを見せたことにより、わが国の危急を救う大きな

る大自然の鉄槌･天罰として感受するのでなければ、

力であることを国民に示した。

わが国は、こと自然災害に対する安全に関しては、

民間企業には競争原理が働いているが、官公庁に
は、無用な競争意識がなく、共助・助けあいの精神

欧米の模倣・後追いでなく、独自の思想･政策を持た
なければならない。

で動ける事が大きな強みである。従って他地域・他

６－２．原子力政策への展開

自治体への応援要請にもスムーズに対応できている。

原発は、CO２を発生しない準国産エネルギーとし

これは業務集中時の最良の解決（対応）方法である。

て、国内の発電量の 25~30％を占めてきたが、今回

３年前の岩手・宮城内陸地震の際には、民間の企業

の事故で原発を安全かつ完全に制御する技術には未

におけるこの問題点が浮き彫りになった。一部の地

完成の部分もあることが明らかになった

元業者は特需で一息つき、その働きで自治体や国か

「絶対安全」を主張し続けてきた日本の原子力の安

ら感謝状まで受けた。しかし、参入できなかった周

全基準は見直しを迫られることになるだろう。

辺の業者は、この状況を指をくわえて見ているしか

また、世界有数の原子力燃料リサイクル施設（六

なかった。この体質を変えないかぎり、建設業の健

ケ所村）を有しながら、高レベル放射性廃棄物の最

全な発展はない。

終処分方法は未だ研究途上にある。わが国には大地

震が発生しないといえる地域は皆無といえるから、

海洋開発や宇宙開発と類似したものになる。

現状では数千年～数万年の管理が必要と言われるリ

しかし原子力は、システムのさらなる信頼性向上

スクを冒して、処分地を受入れる地域（自治体）を

に加え、今後数千年～数万年の管理が必要な「高レ

探すことは極めて難しい。

ベル放射性廃棄物の貯蔵」という未知の分野で、未

しかし、４章の技術開発が成功し、人工的に地震

だ解決の方向が見出されていない。

から安全な地域を創り出すことができれば、解決の

一方、プレートエネルギーの利・活用は、未開発

道が拓ける。具体的には、原発や地下貯蔵庫の周囲

の技術を多く含むが、将来にわたって危険な物質を

を特別監視地域に設定し、この周辺数 10ｋｍの範囲

発生しないから、自然環境に対するリスクは遥かに

で岩盤中のヒズミを取り出し続ければよい。

小さい。

これが成功すれば国内の任意の場所に地震空白地

併せて、日本で余っている（雨）水資源を有効に

帯を作れる可能性を意味し、地震、津波に対しては

活用できれば、経済的な再生は十分に可能であろう。

万全とは言えなかった、原発自体の安全性向上に加

わが国は世界有数の倫理国家であり、圧倒的な世

え、核廃棄物問題も併せて解決できる見通しが立つ。

界の声は「日本を救おう！」ということで、世界中

６－３．プレートテクトニクスと原子力政策

の国々が日本の支援を表明してくれている。そして

（60 年前のプレートテクトニクスは仮説だった）

それ以上に「日本大好き」の国が世界には数多くあ

原子力政策が国策として検討されていた 1950～

ることも、忘れてはならない。

1960 年当時、地震発生の周期性はある程度知られて

そんな国々は、日本が元通りに復興するだけでな

いたが、現在ではほとんど常識となっている、数十

く、さらに元気になってくれることを望み、日本が

～数百年周期の大地震（津波）の原因がプレートの

軍事力以外で大きな力を持ち、再び世界の指導的な

運動であることは、まだ仮説の一つで、学会では地

立場に復帰する事を心から喜んでくれるはずである。

質学者と地球物理学者の間で論争の真最中であった。

日本はこの熱い期待を裏切ってはならない。本プロ

また当時評判となった小松左京の「日本沈没

ジェクトに必要な 200 兆円を、50 年間で調達する

（1973）」は、最新の知識を駆使した SF 小説とし

とすれば４兆円／年が必要になるが、この資金調達

て高い評価を得たが、未だ科学小説と呼べるもので

には種々の方法が可能であろう。いずれにしても、

はなかった。

国民に希望を与える国家政策の樹立を期待したい。

従って、現在の知識から見て、原発の地震対策が

以上

甘かった、あるいは安全基準が低かったと指摘する
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