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DuMA ニュースレター                           2017年7月3日 

北海道と九州で震度５弱の地震が発生しました 

 ７月１日２３時すぎ、北海道胆振地方でマグニチュード 5.1（改定速報値）の地震が発生し、

最大震度５弱を観測しました。この地震では札幌市の一部でも震度４を観測しました。また２日

午前１時には熊本県阿蘇地方でやはり最大震度５弱を観測する地震が発生しました（マグニチュ

ード 4.5）、熊本の地震は昨年４月の熊本地震の余震です。熊本地震の余震活動は今後も年単位

で続くという事を知っておく必要があろうかと思います。 

 北海道胆振地方の地震は、この地域の地震活動を調べてみますと過去５０年間でもこの周辺で

はマグニチュード３クラスの地震しか発生しておらず、極めて珍しい場所で発生した地震と言え

ると思います。この近くには石狩低地東縁断層帯というものが存在しており、今回の地震はその

近傍で発生したと考えられます。マグニチュード５の地震ですと断層のずれは 10cm から 20cm

程度であり、地表で断層が観測される事はありませんから、もしかするとまた未知の活断層とい

う事になるのかもしれません。 

 

６月２５日早朝に長野県西部で発生した地震について（続報） 

 ２５日７時２分ごろ、長野県西部を震源とするマグニチュード５．６の地震が発生し、長野県

王滝村などで震度５強が観測されました。この地震活動は順調に推移（減衰）しており、熊本地

震のような前震—本震型である可能性は極めて小さくなりました。 

 上の図は６月２５日から３０日までの震源地付近のマグニチュード 1.5 以上の地震活動の時

間変化です。横軸が日時、縦軸がマグニチュードを表しています。本震—余震型（通常の地震活
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動）か、熊本地震のような前震—本震型かを判断する現在の地震学的な知見は、最初の地震に引

続く地震の大きさがどのようなものであるかによって判断しています。一般的には、前震—本震

型では、その地域の平均的な地震活動より、「つぶぞろいの大きな地震」が沢山発生している時

は最初に発生した地震が「前震」である可能性が大きい事が知られています。実際昨年の熊本地

震でも、２０１１年の東日本大震災でも同じ傾向が見えていました。 

  DuMA では北信越地方の地震活動静穏化を何度も取り上げてきましたが、今回の長野県西部

の地震でこの静穏化に対応する地震が発生したとは考えておりません。実は昨年の熊本地震です

が、事後の解析で、熊本地震は前年の１１月に発生した九州西方の地震（マグニチュード 7.0）

と対となって発生した可能性が高いことが判明しました。下の図は Nanjo ほかで EPS という

学術誌に発表した図です。 

 ２つの地震が静穏化領域の端で発生していた事がわかりました。北信越の静穏化が消えてもま

だ注意が十分必要と考えています。 

 

２０１７年６月の地震活動概観 

 ６月に日本列島およびその周辺で発生した地震のうち、マグニチュード５を超える地震は６個

発生しました。５月は９個、４月は７個、３月、２月はいずれも５個でした。ただ震度５弱を超

える地震が陸域で２個発生したため、報道面では地震活動が活発になったという印象があります

が、実際にはそうではありません。日本周辺は引き続き低調な地震活動となっています。 

 期間中ではやはり６月２５日に長野県西部で発生したマグニチュード５．６の地震が目を引き

ます。ちなみに最大の地震は北海道東方沖で発生したマグニチュード５．７ の地震でした。 
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DuMA/CEO の危機管理 

 少し時間が空いてしまいまいたが、DuMA/CEO、岡本毅による危機管理についてのコラム（最

終回）をお届けします。 

 

危機管理入門～悲観的に準備して、楽観的に行動せよ！ 

始めに 

 筆者（DuMA/CEO、岡本硝子株式会社社長）が、警察庁勤務時代（1980 年～1995 年）に体

験的に学んだ「危機管理」について、述べたい。 

 人は、往々にして、“楽観的に準備して、悲観的に行動する”結果として、「危機管理(Crisis 

Management)」ならぬ「管理危機(Management Crisis)」に陥り易い。それは、「危機」が、日

常茶飯事ではなく、稀にしか生じないことから来る当然の帰結とも云える。 

 

１ 警察庁とは？ 

 皆さんは、「警察庁」と云う役所をご存じだろうか？「踊る大捜査線」に端を発する刑事ドラ

マがポピュラーになった今では、ご存じの方も多いと思うが、「警察庁」とは、内閣総理大臣の
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“所轄”の下に置かれた国家公安委員会の“管理”下の“国家警察”であり、都道府県知事の“所

轄”の下に置かれた都道府県公安委員会の“管理”下の警視庁、大阪府警察本部等の“都道府県

警察”とは異なる。警察庁を警視庁と混同される方もおられると思うが、警視庁は、上記の様に

東京都の警察であり、本来ならば、“東京都警察本部”と呼ばれる組織であるが、沿革上、警視

庁と呼ばれている。但し、その沿革上故の特殊性もあり、例えば、警察官の階級の最上位は“警

視総監”である。因みに、警察庁の長である警察庁長官には、階級がない。なお、警察庁長官は、

警察庁の採用年次において、警視総監より年次の上の者がなることが慣例である。（但し、現在

の坂口警察庁長官と高橋前警視総監とは同期であり異例。） 

 

２ 警察官僚としての訓練 

 警察の職務は、刑事警察が代表的であるが、実は、刑事警察に止まらず、“交通警察”“生活安

全警察（保安警察）”“警備警察”“公安警察”“情報通信警察（警察通信）”等々と実に幅広い。

更に云えば、刑事事件一つとっても、細事まで同じ事件は一つも無い。 

 そこで、警察官僚は、ある事象に対処する際には、常に“仮説”を立て、実際に事象の処理に

当たっては、その“仮説”を“検証”すると云うプロセスが要求される。結果、このプロセスが、

“非定型的事象”である“危機”への対処と相通ずる処がある、と云うことであり、換言すれば、

警察官僚は、特に、現場（都道府県警察）に出た際には、日常的に“危機管理”が要求されると

云うことになる。 

 

３ 「疑似体験」のすすめ 

 それでは、警察官ではない一般の方は、どの様にして危機管理に対する訓練をすれば良いの

か？それに対する答えが、“疑似体験(Virtual Reality)”である。例えば、 

 ① 皆さんが、今、私のこの話を公会堂で聞いていたとしよう。そこに、ライフルを持った犯

人が乱入して来た。逃げるのか？逃げるとしたら、どこから逃げるのか？それとも？ 

 ② 皆さんが勤める会社の工場が、皆さんの目の前で火事になった。深夜残業していたので、

事務所は勿論、現場にも誰も居ない。幸い未だボヤの段階なので、自ら消火するのか？それとも、

１１９番通報するのか？はたまた、上司に電話連絡してその指示を待つのか？ 

③ 世田谷で起きた一家殺人事件ではないが、皆さんが帰宅したら、奥さん、子供さんが無残

にも、息を引き取っていた。１１０番通報をするのか？１１９番通報するのか？それとも、犯人

は屋内に居るかも知れないので、犯人捜しをするのか？ 

以上の様な事態は、仮に、Virtual なものであっても、夢想だにしたくない事象であろう。ま

た、実際に、その場に居合わせた時に、“想定”した通りに行動出来る保障はない。ただ、一つ

だけ云えるのは、実際に、その様な事象に出くわした時には、少なくとも、気絶したり、極端に

慌てふためいたりすることは無くなる（その可能性が減少する）であろう。 

因みに、上記に対する“正解”（状況はそれぞれ異なるので、後述する“2nd Best , 3rd Best”

も有り得る）は下記の通りである。 
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①’ 取り敢えず、床に近い処、かつ、出来れば机の下等に伏せる。なお、火事等その他の突

発事象に備えて、なれない場所に行った時には、必ず、屋内であれば複数の非常口、屋外であれ

ば逃走に適した方角等を確認することをお勧めする。 

②’ 携帯で１１９番通報をしつつ、いち早く現場に駆け付けて消火作業に当たるべきであろ

う。上司への連絡等はそれからで充分である。因みに、当社（岡本硝子）の現場の緊急連絡網の

真ん中には、大きな赤い文字で“１１９番”と書いてある。それは、実際には、ボヤの段階で１

１９番通報すれば、後々の後始末が心配なので、取り敢えず上司に連絡する方が先だと考える人

も居るであろうし、極端な話、火事を目の前にして“１１９番”が出てこない程慌てる人も居る

からだ。 

③’ 自分の身を守ることを最優先しつつ（屋内に犯人が居ないことを確認した上で）、１１０

番通報すべきである。１１０番通報すれば、けが人が居るような場合には、自動的に消防に通報

される。なお、最近は、ホームセキュリティーの回線通報を遮断する為に、不審者は電話回線を

切断又は話中にして架電出来ないようにすることもあるので、②の事例と同様、携帯電話は、危

機管理には、必須のアイテムである。また、ＴＶの刑事ドラマではないが、犯人の指紋を消さな

い様に、手袋をした方が良いのでは？と云う“通”の方もおられるかもしれないが、現場に残っ

た指紋は全て採取し、その中から、家族等の「関係者指紋」を排除して、残った指紋（遺留指紋）

が犯人の指紋であろうと推定するので、そこまでの心配は無用である。 

 

４ 「危機管理」の実際 

 刑事でもない一般の皆さんは、３で述べた様な“疑似体験(Virtual Reality)”で想定した様な

機会に遭遇することは少ないかも知れない（それが故に、万が一、生じた時に備えての“疑似体

験(Virtual Reality)”が必要なのだが。） 

 ここでは、一般の皆さんが遭遇する場面での、危機管理の実際を考えてみよう。 

① 飛行機の座席 

 近距離でも中長距離でも、窓の外の風景を見たいと云う様な場合は別にして、多くの方は、ト

イレに行く場合等を考えて、「Aisle(通路側)」の席を確保する方が多いのではないだろうか？し

かし、危機管理の観点からすると、「Window(窓側)」が正解である。統計的に見て、飛行機がハ

イジャックされたとき、飛行機が墜落して全員が死亡する場合は別として、ハイジャック犯と小

競り合いになったりして怪我を負う確率が高いのが、通路側に座っている乗客である。もし、そ

の様な事態が起きたら、窓側の席で、低姿勢(Low Profile)でじっとしているのが正解である。 

② 新幹線等の座席 

 １）自由席の禁煙席、２）進行方向後方(出来れば最後列)、３）進行方向左通路側(東海道新幹

線なら C 席、東北新幹線等なら D 席) が危機管理上は良い。１）の理由は、拳銃等を持ってい

る恐れのある者が、自由席の禁煙席に座る確率は極めて低いからである。また、２）の理由は、

最後列(或いは後方座席)であれば、車内(コンパートメント内)で起きている、起きようとしてい

る事象がいち早く把握できる可能性が高いからである。さらに３）の理由は、列車がすれ違時に、
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何らかの原因で窓が割れたり、車両が損壊したりした場合に、進行方向左側であれば、より安全

である可能性が高いからである。実際、2000 年 3 月 8 日に、東京メトロ日比谷線の中目黒駅付

近で、進行方向右側に乗車していた高校生が、対向列車との接触で亡くなったと云う事故があっ

た。また、通路側と云うのは、対向列車でなくとも、何らかの原因で窓ガラス等が割れる等の事

態を想定してのことである。 

③ レストラン等での座席 

 パリで実際に起きたイスラム過激派による事件が、日本でも起きないとは限らない。その様な

場合も含め、あくまでも“危機管理”の観点から安全な席はどの様な席であろうか？ 

それは、１）壁を背に背負い、２）非常口に近い 席である。１）の理由は、②の２）と同じく

その場全体が見渡せるのと同様によるもので、さらに、背後から襲われる心配が無い(実際には

少ない)からである。 

④ 運転の際の注意 

 事故に備えての全席シートベルト着用等は勿論、ドライブレコーダー等の装着もお薦めである

が、ここでは、ドアが内側から開かなくなった時に備えについて述べる。一昔前の車は、車速が

一定以上になると自動的にドアがロックしてしまう機構のモノが多かったが、この様な、“自動

ロック”は作動しない様にディーラー頼む方が良い。因みに、現在の“自動ロック”は、事故等

で衝撃が加わった場合には、外側からでも開けられるものが多い様である。子供さん等への対策

としては、ほぼ全車についている“チャイルド・ロック”を手動でオンにすれば良い。また、水

没の際に水圧でドアが開かなくなった時に備えては、新車購入の際にディーラー・オプションと

なっている“シートベルトカッター兼窓ガラスハンマー”の常備は必須である。ねお、お持ちで

ない方は、カーショップで数千円で購入出来る。 

⑤ 外国旅行等の際の注意事項。 

 １）手荷物；①で述べた飛行機等の座席に加え、キャリーオンラゲッジ、チェックインラゲッ

ジ共に、外部から容易にその地位等が認識できる様な“タグ”は付けない。また、“Amex Platinum 

Card”のタグの様な、高所得を推測させる様なタグはタグ自体を付けない。 

 ２）外出；夜間の外出は、安心できるエージェントのオプション・ツアー等を除き、たとえ複

数人でもなるべく控え、ホテル内等で過ごす。 

 ３）宿泊；就寝時には、在室を示唆する“Do not disturb”の札は掲げずに、かつ、鍵（複数

回(右に)廻せる場合は複数回）を掛けると同時に、内側からチェーン等（実は、チェーンである

と簡単に切られるのでＵ字型のバー方式のロックの方が有効）を掛ける。また、万一の火災に備

えて、バスタブには、ぬるま湯又は水を張って置く。 

 ４）運転；新興国駐在の場合にはローカルの運転手を雇う場合が多いと思うが、海外駐在で自

ら運転する場合は勿論、近時では海外旅行の際にもレンタカー等を利用して運転と云う場面も多

いのではないかと思う。その際には、以下の点に注意が必要である。 

 先ず、信号等で停車する場合には、襲撃等の有事に備えて、その場で“Ｕターン”出来る様に、

前の車両との間に間隔（可能なら１台分）を開けておく。 
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 また、④で述べたこととは相反するが、信号等で停車した際に、バイク等に乗った者（多くは

二人組）による“ひったくり”被害を防ぐ為、ドアはロックしておく。 

⑥ 海外駐在の際の注意事項 

 先ず、現地に赴任したら、現地の大使館、領事館に“在留届”等を提出することが大前提とな

るが、それに加え、下記の諸点に留意すべきである。 

 １）住居選び；場所的に安全な地域、例えば、ニューヨークではダウンタウンを避け、郊外の

住宅地域に住むと云うことは勿論であるが、新興国では、入構にはガードマン等のチェックがは

いる外部と隔離されている様な処が望ましい。 

 また、マンション等に入居の際には、はしご車が届かない高層階（目安として５～６階迄）及

び侵入し易い１階（英国式では Ground Floor）を避ける。 

 ２）通勤；車での通勤が多くなると思うが、新興国では運転手を雇うことが必要である。また、

自分で運転する際には、⑤４）で述べたことに留意すべきである。さらに、いずれの場合でも、

通勤ルートを固定しないことが絶対条件となる。 

 ３）勤務先；危機管理ではないが、“セクハラ”には、くれぐれも留意すべきである。 

 ４）その他；街中で強盗等に襲われたら、抵抗せずに、持っている金品を全て差し出す。なお、

余談であるが、店員等の明らかに強盗では無い人と“喧嘩”をする場合には、現地語では無く、

“日本語”でやると良いであろう。 

終わりに～「悲観的に準備して楽観的に行動せよ」 

 以上、４回に亘り危機管理について述べたが、纏めると下記の様になる。 

 

（１）準備に当たっては、「悲観的に準備する」。その際は、「最悪＝WORST」を想定し、その対処

ぶりを策定しておく。 

（２）そして、解決策の提示に当たっては、決して「最善＝BEST」を夢見るのではなく、「次善

＝SECOND BEST」に甘んじる覚悟。コスト等の制約もあるので、次善/三善でも何もやらないより

マシ。 

（３）また、同時に準備の段階では、「疑似体験」をフルに活用し、リスク計算を周到に行い、

応用問題を抱負に用意しておくこと。何が起きても「読み筋の危険＝CALCULATED RISK」として

対処。 

（４）以上のような準備が、いざ本当の危機が訪れた時に、その「危機管理」を実施に当たって、

「楽観的に行う」ことに繋がる。 

 


