


（2015 年 12 月 4 日  臨時会員総会承認）

◆前文抜粋
　鑑定人は、損害保険の対象である財物の保険価額の評価、火災や地震が発生した場合や賠償事故の損害額の算定、事故
状況・原因の調査ならびにこれらに関連する業務を行っている。
　このため、鑑定人は、損害保険に関する正しい知識を深めて保険約款を正確に理解するとともに、事故原因や事故によ
る損害について詳細な調査を行い、また、適正な損害額を算定しうる豊富な経験や高いスキルが求められる。
　鑑定人は、健全な損害保険事業の実現と社会生活の安定に資するため鑑定業務を公平・正確・迅速に行うことを役割と
して担っている。
　また、鑑定人協会は、損害保険の鑑定業務に関し、会員相互の連帯を基に鑑定技能の向上と充実をはかると共に、鑑定
人の社会的地位の向上を目指し、業界の健全な発展を期することを目的として設立されている。
　このような役割や目的を実現するにあたり、鑑定人には専門家としての高度な知識と豊富な経験や高いスキルととも
に、公正、平等などの高い倫理性が求められる。そのため、会員及び鑑定人は、自らを律するとともに、社会の期待に応
えるべく、ここに倫理規程・行動規範を定める。

1　使　命

会員及び鑑定人は、公平・正確・迅速な鑑定を行うことにより、健全な損害保険事業の実現と

社会生活の安定に資することを使命とする。

2　使命の自覚

会員及び鑑定人は、上記使命を自覚しその達成に努める。

3　信義誠実

会員及び鑑定人は、職務上のあらゆる人間関係において、独立性を保ち信義に従い倫理的及び

誠実に振る舞う。

4　法令等の遵守

会員及び鑑定人は、各種法令等を遵守し、法令及び実務に精通するよう努める。

5　品位の保持

会員及び鑑定人は、常に人格形成と品位の保持に努める。

6　自己研鑽

会員及び鑑定人は、平素から専門知識の研鑽及び実務経験の蓄積に努めると共に、鑑定人協会

の主催する研修に積極的に参加するなどして、自己研鑽を重ね資質の向上を図るよう努める。

7　信用の維持

会員及び鑑定人は、業務を誠実かつ適正に行い、常に謙虚な姿勢を保持することにより、信用

の維持に努める。

8　公益活動

会員及び鑑定人は、その使命に相応しい公益活動に積極的に参加し、実践するように努める。

倫　理　綱　領
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　新年のお慶びを申し上げます。旧年中は協会活
動に大変ご支援ご協力を頂きまして誠に有り難う
ございました。
　昨年も一昨年に引き続き各地で自然災害や様々
な保険事故が発生しました。主要な自然災害につ
いて日本損害保険協会・外国損害保険協会集計の
2018年12月11日現在の支払保険金を挙げますと、

１）大阪府北部を震源とする地震（ 6月18日発生）　
約1,033億円

２）平成30年7月豪雨（ 6月28日から 7月8日に
かけて、西日本を中心に各地で水害）
約1,902億円

３）北海道胆振東部地震（ 9月3日発生）
約338億円

４）平成30年台風21号（ 9月4日徳島県上陸、同
日兵庫県再上陸、25年ぶり非常に強い勢力で
日本列島に上陸した記録的台風）
約7,478億円

５）平成30年台風24号（ 9月30日和歌山県田辺
市上陸し、東海、関東方面を中心に被害）
約2,378億円

となり、これらの合計は約1兆3,129億円となります。
2018年の自然災害という意味ではさらに 2月の日本
海側の豪雪による雪害もリストに加えなければなり
ません。2011年の東北地方太平洋沖地震（東日本
大震災）の支払保険金が約1兆2,800億円ですので、
年間で各種の自然災害を合計すれば、これを上回
る事態ということになりました。全国各地の被災者
の皆さんに、お見舞いを申し上げたいと思います。
そして、災害対応に追われている会員鑑定人の皆
さま、誠にお疲れ様です。
　記録的な夏の暑さを乗り越え、業界を挙げてそ

の対応に取組んだ訳ですが、あまりの件数の多さ
に圧倒されましたし、今なお厳しい環境にある地
域が多くございます。鑑定人同士が各地で協力し
合い、損害保険の枠組みに貢献できている現状は、
業界にとって非常に重要なことであると考えて
おりますが、人海戦術の効率には限りがあり、繁
忙の中で健康を害する鑑定人も多くおられたと聞
きます。自然災害から逃れられない日本では、今
後の調査・鑑定の効率化に向けた取組みは不可欠
ですので、保険会社各社の（同）効率化への検討に
鑑定人協会も積極的に協力して行くべきと感じ
ます。
　損害保険鑑定人の活動が社会に正しく認知され、
業界が発展するように、鑑定人協会は今後も取組
んで参ります。行政当局から公益社団法人の認定
を受ける準備を進めているのもその一環です。上
記の通り事態が繁忙を極める中に於いても、関係
会員諸兄のご尽力により弛まずその準備が進んで
おりますことは、誠に素晴らしく有り難いことと感
服しております。
　また、当協会は 2019年6月末に予定されている
国際鑑定人協会連盟（ＩＦＡＡ）の年次総会に於
いて、2019年4月に 20周年を迎える同会の会長協
会に選出される予定です。
　11月には東京で 20周年記念事業も執り行われる
予定ですので、鑑定人の国際業界に貢献できるよ
う、そして日本の鑑定人が海外の鑑定人と協力し
て、世界の保険の発展に貢献できるよう務めを果
たしたいと存じます。
　2019年が皆様と損保業界、そして鑑定人協会に
とって、素晴らしい１年となりますよう祈念します。
今年も引続きどうぞよろしくお願い致します。

会長　内山  真
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 第5回    損害保険鑑定人フォーラム開催報告

10月19日（金）

　2018年10月19日（金）、20日（土）の2日間にわたり、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
の「Sola City Hall」にて「第5回損害保険鑑定人フォーラム」を開催しました。今回のメインテーマは
「激流」。
　今年度は災害が多く発生し、6月の大阪府北部地震、7月にかけての西日本豪雨災害に続き、開催直
前の9月初旬から10月初旬にも台風21号、北海道胆振東部地震、台風24号が日本列島を襲い、2度の理
事会で開催の可否判断を要する事態となりました。
　各テーマの講演者の先生方はご多忙でしたので、今回を逃すと聴講の機会が無くなる可能性もある
などの理由で、開催を決定しました。
　広域災害対応で多忙の中にも係わらず1日目200名、2日目220名と多数の方にご参加いただきました。
　開催プログラムは次の通り。

 

イントロダクション コーディネーター：太田  英俊（副会長）

AI は今どこまで進んでいるのか ギリア株式会社
代表取締役社長　清水  亮様

AI によって損保業界、鑑定業界は
どのような変化が起きるのか

森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士　増島  雅和様

内山  真会長

13: 30～ 内山会長「開会挨拶」
13:40～17:30　【テーマ①】
 AIによって鑑定業務はどう変わるか
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パネルディスカッション

ファシリテーター：土`川  尚己様（名案企画  株式会社）
パネラー：増島  雅和様（森・濱田松本法律事務所）

清水  亮様（ギリア  株式会社）
内山  真（会長）

●参加者アンケートから

＜AI は今どこまで進んでいるのか＞
・非常に面白かった。最先端のAI について、少しイメージができた。もっと時

間が長くてよかった。
・最先端、革新的な話を聴け、大変好奇心をそそられた。鑑定業務とは無関係

に、AI に関する知識を身に付けたいと思う程であった。
・AI の現状をお話いただき、真相を理解する事ができた。AI やディープラー

ニングに興味を持つきっかけになった。
・通常では得られないような話や、AI の基本的な知識、今後ディープラーニ

ングを基にAI の進化がどの様に行われるか、また人間はどのようにAI と関
わっていけるか展望を伺えた。かつ考えさせられる素晴らしい内容でした。

＜AI によって損保業界、鑑定業界はどのような変化が起きるのか＞
・法的視点からの変化予測を知ることができ、業界のAI 使用開始の可能性の高さを感じることができた。
・AI による人員削減等デメリット（失業者増加)、システム構築による支払いのスムーズ化等分かり易かった。
・実際に保険業監督にも携わった方からの、AI 進捗による業界への影響の話は、大変興味深かったです。業種的に支

払部門にフォーカスしてしまいがちですが、募集・引
受の変化は、私たちの業務にも変化をもたらすと思
うので、最初の段階からお話を伺えたのが良かった
です。

・実務的な側面から今後のビジネスの変化を感じる事
ができた。「いつかこうなるだろうか」という感覚か
ら「非常に近い将来必ずこうなるだろう」という実
感が沸いた。

＜パネルディスカッション＞  
・非常に有意義なPD となっていた。鑑定人フォーラム

でここまでの講演が聞けるとは思っていなかった。
・損保業界に及ぼす影響を考えさせられる内容もあったりして参考となった。また、清水氏の様な方の参加は過去

になかったので、大変新鮮であった。

＜ご意見･ ご要望＞
・AI に取って代わられることを恐れるのではなく、AI をいかに使っていくかという思考の必要性を感じた。

多くの視点から物事を視る必要があると再認識させられた。
・数十年後を見込んで、これから考えていかなければならないので、定期的に考えていくべき内容と思う。
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 第5回    損害保険鑑定人フォーラム開催報告

10月20日（土）

 

イントロダクション コーディネーター：藤原  昌明（ 理事）

機械の損傷発生とそのメカニズム
～事故と経年劣化の違い～

東京理科大学工学部機械工学科
教授　荒井  正行博士（工学）

電力機器の故障・事故は何故発生
するのか？

一般財団法人  電力中央研究所
電力技術研究所  上席研究員
足立  和郎博士（工学）

パネルディスカッション

ファシリテーター：藤原  昌明（理事）
パネラー：荒井  正行博士（東京理科大）

足立  和郎博士（電力中央研究所）
＜電気的・機械的事故テーマWGメンバー＞
北村  さやか（東京損保）
中瀬  拓人（中央損保）
前村  佳孝（高本損害）

9:30～12:25 【テーマ②】電気的・機械的事故
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●参加者アンケートから

＜機械の損傷発生とそのメカニズム
　ー事故と経年劣化の違いー＞
・深いテーマで興味深く拝聴しました。工学的な損傷と一般的に考える損

傷の違いなど、楽しく聞くことができました。定期的に学んでいきたい
テーマです。

・破損のメカニズムを知ることができ、とても興味深かった。事例も踏ま
えて説明頂き、分かり易かった。

・先生の話がとても上手でした。設計の立場からのお話はとても参考にな
りました。寿命については定義が定まっておらず、決められないという
ことも考えさせられました。

・機械の劣化や、偶発的な事故による故障を見極めるのは、至難の業と感じた。機械内部の亀裂の入り方等の話は非
常に参考になった。この知識はもう少し掘り下げて学びたい。

＜電力機器の故障・事故は何故発生するのか？＞
・原因部分について詳しく教えて頂いた。水トリー現象については、初めて知ることであり、興味深かった。
・劣化と事故の見極めは、やはり難しいですが、故障のメカニズムについて知ることができました。今後の判断に活

かす材料にもなったと思います。
・絶縁不良の詳細について、良く分かりました。個人的な勉強では難しい内容で、有難かった。
・専門の方からの話で、自分の知識の確認ができた。劣化のメカニズムを分かりやすく解説頂けてよかった。

＜パネルディスカッション＞
・電気的・機械的事故を今一度、確認できました。機械における事故（亀裂）はどこからなのかの話や、家電品（基盤）

における寿命やその予測、環境の影響など実務的にもためになるものだったと思います。
・使用時間、耐用年数に目が行きがちではあるが、損傷メカニズムについての知識蓄積が重要であるとの再確認が

行われた。

＜ご意見･ ご要望＞
・本テーマは実務に大きく関わるテーマなので1日1 テーマの位置づけで活発な意見交換を取り入れるのもありか

もと思った。
・具体的事故例を増やし、それについての原因検討をして頂きたい。基本的に講義時間が短く、もう少しゆっくり時

間をかけて理解を深めたい。保険会社のマニュアルと関連付けて、個別事例を検討してほしい。
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 第5回    損害保険鑑定人フォーラム開催報告

●参加者アンケートから

＜平成27 年9 月に茨城県常総市で発生した鬼怒川氾濫 
　による建築物の被害状況について＞
・被害形態に応じた荷重作用の考え方等大変理解出来よかった。現在の

写真等比較写真も学べ、参考になりました。
・具体的な破損写真を確認しながらの講演であるため、イメージしやす

く分かりやすかった。水災によりどのように住宅が壊れるかのメカニ
ズムを知る良いきっかけになった。

・被害形態に応じた荷重作用の考え方について参考になった。
・国が示す被害認定の例がみられて良かった。

 

イントロダクション 水害テーマＷＧメンバー：阿保  良平（三和鑑定）

平成 27 年 9 月に茨城県常総市で
発生した鬼怒川氾濫による建築物
の被害状況について

国土交通省国土技術政策総合研究所
建築研究部　
基準認証システム研究室　主任研究官
喜々津  仁密博士（環境学）

水害のみえない被害と公的支援の
現在

長岡技術科学大学大学院
工学研究科
生物機能工学専攻　准教授
木村  悟隆博士（工学）

パネルディスカッション

ファシリテーター：岩泉  和則（理事）
パネラー：喜々津  仁密博士（国土交通省国土技術政策総合研究所）

木村  悟隆博士（長岡技術科学大学大学院）
＜水害テーマＷＧメンバー＞
阿保  良平（三和鑑定）
小林  賢（内山鑑定）
竹田  芳則（名鑑）

13:25～16:25 【テーマ③】多発する激甚水害

10月20日（土）
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＜水害のみえない被害と公的支援の現在＞
・水災による損害という、真っ先に浸水による濡れ損、汚水、汚泥による汚染が思い浮かぶが、カビによる被害の話

があり、保険でどこまで被保険者に寄り添えるか考えさせられる貴重な講演であった。
・近年、漏水現場でも消毒について聞かれることがあり、薬の種類、使用方法などを説明頂き大変有意義であった。
・みえない被害の写真資料などは、損害鑑定という仕事柄非常によい資料。公的支援制度についてはあまり認識な

く参考になった。
・カビ、公的支援については、契約者へのアドバイスとして、知っていた方が良い知識であると思った。

＜パネルディスカッション＞
・鑑定業務に役立つ内容であり、参考になった。特に器機については今までできなかったことが測れることもあり、

ぜひ使っていきたいと感じました。
・実務を基にしたディスカッションで非常に良かったです。具体的な数字、資料紹介があり、今後の参考となりま

した。

＜ご意見･ ご要望＞
・このようなタイムリーなネタをフォーラムで扱う事は非常に有益と考える。
・時間が短く、消化不良の為、第2回を期待したい。
・実務に使えそうな話がたくさんあり役に立ちました。現場で困ったことを集計してディスカッション、解決方法

と検討するのも面白いと思います。

以上



8     KANTEI NEWS          

　AI に関しては、漠然としたことしか知らない方がほとんどではないでしょうか。何ができて何ができないのか。巷
で囁かれている通り、将来的に人間の仕事を奪う存在になるのか否か、等など。前提知識がない中で講演を聞かれた
方の中には、とても難しく感じたり、わからないことが多かったかもしれません。ですが、むしろ理解できないとい
うことは、今の自分の立ち位置を把握するきっかけにつながったのではないでしょうか。
　清水氏、増島氏の両名は、まさにそれぞれの領域において第一線で活躍されており、国内のみならず世界からも一
目置かれる存在です。私たちはそのような方から直接話しを伺う貴重な機会に恵まれました。
清水氏からはAI に関してメディアを通じて喧伝されている様々な嘘や、人間は今後AI を調教（tamer）する立場に
なっていくなど、辛口で率直なお話がありました。　　
　増島氏からは、新たな技術トレンドがもたらす保険ビジネスへの影響について、深い考察と将来予測に関するお
話がありました。
　パネルディスカッションでは、前段の講演内容をさらに深掘りすべく、内山会長から様々な視点での質問が両氏
に投げかけられました。特に「AI によって少額短期な保険
が革新していく流れの中で、自動車保険や火災保険といっ
たメイン種目も変化していくのか」という問いかけに対す
る増島氏の回答は非常に示唆に富むものでした。「今まで
成り立っていた形式が今後も継続するとは限らない」と。
ある意味、AI を始めとした技術革新をどのように捉えるか
は、この言葉に集約されていると思います。
　私たちは常に現在の常識は未来の常識ではないという
意識を持ちながら、進化発展していくことを求められてい
るのでしょう。AI パートがそのことを再認識するきっかけ
になれば幸いです。

 第5回    損害保険鑑定人フォーラム開催報告

　私は、第5回鑑定人フォーラムでは、「電気的・機械的事故」テーマのコーディネーターを担当しました。「電気的・機

械的事故」は、昨年のフォーラムのアンケートにて取り上げて欲しいテーマとして多く挙げられていたこともあり、取

り上げることとなったのですが、漠然としたテーマのため、担当となったものの困ったというのが最初の感想です。

ワーキンググループ（以下WG）を結成して、内容を詰めることとし、まず、WG メンバー募集から開始しました。（会社

から背中を押され？）手を挙げてくれたWG メンバーで5月ごろに初めて集合、何をやるべきかを考えるところからス

タートしました。

　お互いが日常業務で困っていることなどを情報交換し、聴衆に対し何が提供できるのかを悩み、議論したのです

が、明確な答えを示すところまでは辿りつくことは難しく、中々煮詰まりませんでした。最終的に、業界団体に関する

情報、耐用年数や寿命の概念、寿命の決められ方など、関連する情報をお伝えすることで、疑問を持ってもらい、深く

学ぶきっかけになれば良いのではないかとして、準備を進めました。並行して講演者探しもおこなったのですが、機

ファシリテーター：土`川  尚己様（名案企画株式会社　代表取締役）

コーディネーター兼ファシリテーター：藤原  昌明

【テーマ①】AIによって鑑定業務はどう変わるか

【テーマ②】電気的・機械的事故
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械・電気それぞれのテーマで講演いただく先生へお願いすることとなり、先生の職場を訪問、本番までに何度か打ち

合わせ、講演内容を煮詰めてゆきました。

　何とか無事終えることができましたが、これも講演して頂いた素晴らしい先生方、そして日常の多忙な業務の合間
を縫って、ゼロからのスタートであったにも関わらず参画してくれたWG のメンバーの皆さんのおかげだと感じてい
ます。
　本テーマの回答・結論を求めていた方々には多少、消化不良であったと思いますが、WG 終了後におこなった反省
会でも、今後も時間をかけ、継続して検討していくテーマではないかという意見もあり、引き続き協会で取り組んでい
ければと思います。
　最後に、フォーラムは、参画することで得られることがたくさんあります。今後のフォーラム運営に、是非多くの方
が携わっていただけることを願っております。そして、皆さんの力で、第6回・第7回と、さらに充実したイベントにし
てゆきましょう。

　文頭において、先ずは、ご多忙の中、フォーラムにご出席頂いた多くの皆様にお礼を申し上げさせて頂きます。
　また、いささか個人的ではありますが、私自身が担当させて頂いたパート『多発する激甚水害』のワーキンググルー
プ（WG）メンバーである、名鑑 竹田  芳則さん、内山鑑定 小林  賢さん、三和鑑定 阿保  良平さんにもこの場をお借り
して、改めて謝辞をお送りさせて頂きます。
　ご承知の通り、昨年は西日本大震災に端を発し、立て続けに発生する台風災害や水害などの自然災害に見舞われ、
私たち鑑定人も多忙を極めました。斯様な中、各会員会社を通じて募ったWG メンバーとしてご参加頂いた3名は、7
回のミーティングに出席、講師の候補者選びから講演依頼、講演者との内容擦り合わせや調整まで担って頂きました。
　また、最終的には断念せざるを得ませんでしたが、水災時の損害認定に際し生じる様々な問題につき、独自の実験
や研究、取材により成果を出し、ご披露するパートも企画しており、建材メーカーなどとのコンタクトもして頂いてお
りました。
　WG メンバーの皆さんは、対策室対応などで忙殺される中、コーディネーター役の私がお願いする無理難題に辟易
されたことと思いますが、フォーラム終了後に行った総括ミーティングにおいては、「WG への参加は貴重な体験で
あった」、「是非、また参加したい」との前向きな言葉も頂き、感動すら覚えました。
  さて、元号も変わる本年のフォーラムでは、今までにない斬新なアイディアも取り入れ、今までに無いフォーラムの
形にしたいと考えており、新たなメンバーの参加を望んでおります。また、フォーラムの実行メンバーをご経験頂くこ
とで、鑑定人としても得られるものがあると確信をしております。
　この紙面を借りて、2019年のフォーラムの実行メンバーを募りますので、所属会社の代表者を通じ、是非、ご連絡を
下さい！！　

コーディネーター兼ファシリテーター：岩泉  和則

鑑定人フォーラム後記　≪フォーラム実行メンバーへのお誘い≫

【テーマ③】多発する激甚水害
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 第5回    損害保険鑑定人フォーラム開催報告

オブザーブ報告
　タイ保険委員会（OIC：Office of Insurance Commission）から2名の方がオブザーブしました。（タイ⇔日）通訳が
同行し、講演及び夕方からのネットワークミーティングにも参加頂き、交流を深めることができました。
 ＜参加された方の所属・氏名は次のとおりです＞

・LALISA  PATTARASAENGTHAI（ラリサー  パッタラセェンタイ）様（公式ニックネームはギフさん）
所属役職：OIC Expert of Non-Life Insurance Products for Person Supervision Section

・SAWANEE  LEUNGRALUK（サワニー  ルアンラルック）様（公式ニックネームはプッキさん）
所属役職：OIC Expert Legal Division

・通訳者（タイ⇔日）：片山  善夫（カタヤマ  ヨシオ）氏
 

18:00～20:00 ネットワークミーティング
　岩泉理事の開会挨拶から始まり、途中、フォーラムPT メンバー紹介、中締めは藤原理事が行いました。
　ネットワークミーティングでは第1 回フォーラム時から始めた震災遺児支援のための募金活動を行いました。
今回募金いただいた額は112,610 円でした。ご協力くださった皆様、有り難うございました。お礼申し上げます。

10月19日（金）

ネットワークミーティング乾杯！！

写真左より　片山様  ラリサー様  サワニー様
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運営サポートチームについて

ブース出展企業

　皆様、お気づきでしたでしょうか？
　今回も在京会員事務所から7名のサポートメンバーが選任され、受付から講師案内などいろいろな業務をサ
ポートいただきました。
　業務は、前日午後からの講演資料やパンフレット等の袋詰めに始まり、資料や機器の会場までの運搬、当日の会
場内外での案内、受付、クローク、講演時お水とおしぼりの設置、片付け、質疑応答時のマイク対応など7人で分担し
て活動いただきました。
　フォーラム運営の裏方として関わっていただいたことが、将来何かの役に立つことを祈念します。

  

　第4回、第5回と続けてサポートメンバーとしてお手伝いいただいている方もいます。チームメンバーの皆様には
紙面を借りてお礼申し上げます。

アジア航測株式会社
株式会社　CUBIC
京王観光　株式会社
株式会社　セキド            

株式会社　綜合システムプロダクツ
一般財団法人　日本建築総合試験所           
株式会社　フランクリン・ジャパン
BELFOR Asia グループ【リカバリープロ（株）・ベルフォアジャパン（株）】

【ラリサー様よりの感想】
　私は、タイ保険委員会(OIC：Office of Insurance Commission) の法務部の専門家です。
OIC の代表として今回の損害保険鑑定人フォーラムを参加させて頂き、非常に嬉しく、感動し光栄に思いました。
損害保険鑑定人協会の皆様には、大変お世話になりまして、また、暖かく歓迎していただき、本当にありがとうござ
いました。
　今回のフォーラムでは、AI の革新についての講演が、とても新鮮で面白かったです。
　今回得た知識と経験は、タイの保険業界の発展に役に立つことであり、自分の組織の中でうまく展開出来るよう
にしたいと思いました。

 【サワニー様よりの感想】
　今回の損害保険鑑定人フォーラムに参加させて頂き、光栄に思いました。
　私の仕事は鑑定業務とは直接関係がありませんが、このフォーラムへの参加は、鑑定人の業務内容や鑑定技術に
関する知識を聞かせていただく良い機会となりました。
　皆様には大変お世話になり、感謝しております。
　また、暖かく歓迎していただき、本当にありがとうございました。

中央損保鑑定
東京損保鑑定
内 山 鑑 定
三 和 鑑 定

・
・
・
・

猪瀬  正志さん　 八田  啓介さん
松本  知紗さん　 廣瀬  朝美さん
小泉  麻琴さん　 谷江  真莉子さん
松岡  大地さん

サポートメンバー
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Workshop working repor t

「 耐震設計と免震・制振研修」実施報告
2018 年12 月4日 ( 火 )、5日（ 水）
　今回の研修は、第 4 回鑑定人フォーラムにおいて「 免震構造の実態性能と社会の評価」というテーマで好評を得た北

海道大学大学院工学研究院　菊地　優教授に講演内容をさらに詳しく時間をかけていただき、耐震構造、免震、制振

の違いなどについて学びました。

　また、菊地教授のご尽力と株式会社ブリヂストンの協力を得て、免震体験車（ ※1）と免震館の見学（ ※2）を体験型研

修として組み入れました。

＜研修テーマ＞「 耐震設計と免震・制振」

＜講　　　師＞北海道大学大学院工学研究院　建築都市空間デザイン部門

　　　　　　　空間防災分野　構造制御学研究室　教授　菊地  優博士（ 工学）

（※1：当協会初の社会貢献活動）
免震体験車は「ワテラス広場」に設置し、当協会初の社会貢献活動の一環として研修生のみならず損保会館やワテラ
スのテナントの皆様、広場を訪れた一般の皆様にも乗車いただきました。総乗車人数は 122名（内、鑑定人協会関係
者32名、その他の方90名）でした。（事前に損保会館およびワテラス掲示板にポスター掲示やチラシを配布し、情宣
活動もいたしました）

（※2：21年ぶりの工場見学）
工場見学は「 専門講座研修」として 1995 年と 1997 年に岡本工作機械にて実施されて以来、21 年ぶりに実施され
ました。
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＜研修講義に関して＞

耐震設計の基本

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 100% の受講生が満

足と回答しています。

・普段、身近でありながら良く理解できていない現象や原

理を、ＣＧで分かりやすく、写真・図表で明確にご説明

頂きました。

免震の基本と実践

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 100% の受講生が満

足と回答しています。

・免震構造の内容に関して、現在使用されている具体的

な建物の状況を見本から学べ、構造につき理解が出来

た。また、維持管理など確認でき、地震が発生した際

など、どうなるか確認でき良かった。

制振の基本と実践

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 100% の受講生が満

足と回答しています。

・制振の中でも風・地震の揺れを、それぞれ有効な方法

が映像つきで解説頂けて分かりやすかった。

以下に「１．研修に対する評価（表・グラフ）」と「２．研修の感想」を受講者アンケートから抜粋しました。
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Workshop working repor t

免震の現状と将来

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 92% の受講生が満

足と回答しています。（ 未回答を除くと 100%）

・実際の地震でのリアルな映像なども見ることができ

たので、非常に興味深く面白かった。

今後の課題の解決策や将来の展望の変遷なども気

になりました。

ブリヂストン免震体験車　乗車

揺れの種類は 4 種類、「 東日本大震災（ 仙台）」と「 熊本地震」の「 再現揺れ」&「 免震装置稼働の揺れ」でした。

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 100% の受講生が

満足と回答しています。

・熊本地震や三陸沖地震を体験したことがなかったた

め、こんなに揺れたのかとびっくりしました。

貴重な体験ができ、とてもよかったです。

施設内の免震体験装置
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ブリヂストン横浜工場「 免震館」見学

　免震館には座学用の教室と免震関連の展示スペースがあり、別建物には設置されている免震装置を見学できる地

下ピットがありました。

「 満足」と「 少し満足」を合わせると 82% の受講生が満

足と回答しています。

・免震建物（ 基礎免震また中間階免震）を外観からで

はあるが、じっくり見たり、基礎免震については

設置の状況も見ることもでき、また、免震部材を

実際に触れてみるなど、机上では得ることのでき

ない貴重な経験となりました。

 材料サンプル
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Workshop working repor t

「ASC カフェテリア型研修について」のご連絡
＜2 月開催予定の講座＞
※会員の皆様には既にご案内済みです。

１．「講師プレゼンテーション研修」　　　　　　　　　　　　　　　申込期限：2019 年 1 月 10 日（木）

（研修名） 「やる気を引き出す講師力養成講座」

（研修概要）

・ヤル気を引き出す参加型研修の作り方
・資料作成の基礎や事前準備の仕方
・講師のプレゼンテーション基礎
・場作りと意見の引き出し方

（日程）　 ・2019 年 2 月 7 日（木）10：00 ～ 18：00
8 日（金）    9：00 ～ 17：00

２．「マネジメント研修」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込期限：2019 年 1 月 16 日（水）

2017 年度に実施した会員アンケートにおいて多くの会員の皆様から「幹部向けの経営に関する研修」「中堅
管理職向け研修」の要望がありましたことを受け、カフェテリア型研修として「マネジメント研修」を開催
します。

（研修名） 「部下指導の考え方・進め方
 ～実践で学ぶ！やる気と能力を引き出す指導方法～」

（研修概要）

若手社員の主体性やコミュニケーション能力の不足が指摘されている
中、管理者には部下を理解し、コミュニケーションを十分に図りながら、
適切な手法で指導していくことが求められます。本研修では、部下指導
の基本的な考え方を学んだ上で、現場で活用できる手法と計画的な部
下育成の取り組み方について、演習を交えて学びます。

（１）前期

・2019 年 2 月 13 日（水）10：00 ～ 18：00
14 日（木）    9：00 ～ 17：00

研修終了後、3 ヶ月間のインターバル（職場での部下指導の実践）を
経て、5 月に（後期）2 日間を行います。

（２）後期 ・2019 年 5 月 28 日（火）10：00 ～ 17：00
29 日（水）    9：00 ～ 16：00

※2018年度に予定されていた四つの「カフェテリア型研修※」の内8月に開催予定の二つ（再生エネルギー研修、アサーティブコミュ
ニケーション研修）は、度重なる災害の襲来により中止となりました。（2019年度に開催します）

※カフェテリア型研修とは、資格・経験年数に制限がなく希望者が受講できる研修です。
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理 事 会 開 催 報 告

「第1回 理事会」

「第2回 理事会」

T H E  B O A R D  o f  D I R E C T O R S

【 日時】2018 年　7月18日（ 水）
13:30~17:00

【 場所】かでる 2・7
【 審議・検討事項他】

1.「 平成 30 年7月豪雨」における寄付の検討

2. 国土交通省　水管理・国土保全課との提携

3. 大阪市消防局
火災調査研究講演会における講演依頼

4. AICLA との MOU の締結

5. 免震体験車による地震体験会の開催

6. 協会 HP マスターと Kintone との連携

7. メンタルヘルス・相談窓口 PR 用ポスターの作製・
配布

8. セクハラ防止用 DVD の購入・貸出
「 沈下・傾斜測定機器の貸出」
「 研修受講料の支払方法の変更」

【 日時】2018 年10月4日（ 木）
13:30~17:00

【 場所】鑑定人協会会議室
【 審議・検討事項他】

1. 教育・研修部会
<1>ASC 研修　ステップ 　再度延期について
<2> マネジメント研修の試行実施について

2. 総合企画部
<1> 義援金の寄付基準作成と寄付先の選定
<2>AICLA　ACC19 大会パートナー要請

3. 総務部会
<1> 早割や特割で予約した後に日程が変更となり、

航空券等が変更できない場合のキャンセル料の
取扱について

4. 労働実態調査アンケート

5. 専務理事依頼の件

【 報告事項】
6. 損保協会　地震研修アンケートまとめの報告

7. フォーラム PT
<1> 第5回フォーラム開催について

【 報告・検討事項】
*IFAA の AGM で、内山会長が IFAA の副会長に選任
されたことを報告。

9. 日本火災学会「 火災誌 8月号」への論文掲載

10. 教育・研修部会からの報告
<1>ASC 研修・ステップ 実施報告
<2> 地震保険損害認定基準研修
<3> カフェテリア型研修
<4> 研修体系と課題

11. 総合企画部からの報告
<1>NEW-G 勉強会設置に向けた進捗
<2> 公益社団法人化 PT

12. フォーラム PT

13. スケジュール

14. CC18（AICLA）

15. 2017年度「 最終理事会」議事録

16. その他

<2> 日本代理業協会会員参加について

8. 教育・研修部会　
<1> カフェテリア型研修　延期について
<2>カフェテリア型研修　実施について
<3> 免震体験車による地震体験会の開催

9. 総合企画部会
<1> 公益社団法人化 PT 報告

10. AICLA 関連
<1>MOU の締結
<2>CC18 参加報告（ 詳細は次回）

11. メンタルヘルス

12. 会員へのレンタル
<1> セクハラ研修用 DVD
<2> 沈下・傾斜測定機器

13. スケジュールの確認

14. IFAA ボードミーティング報告

15. 専門事業者賠償責任保険団体契約（更新）について

16. その他
以上
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（1）MOU 締結報告（AICLA 新聞掲載）
●9/28（ 金）、シドニーのSheraton on the Park においてAICLA とMOU を締結した。

（ 出席者：内山会長、梅田専務、永井国際化顧問）
●10/1（ 月）にAICLA Web サイトのニュースに写真と共に掲載された。
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（2）CC18 参加報告
開催日時 ：2018年11月27日（火）9:00～ 23:30

開催場所 ：Sheraton on the Park, 161 Elizabeth St, Sydney
●朝8時から受付が始まり、展示ブースも営業開始、9時前に開会挨拶があり、9時からセミナーが開始された。

参加者：内山会長、梅田専務理事、永井顧問、（井上副会長と高本吉孝氏は高本損害鑑定として参加）

以上
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損保 ニュースリリース鑑定人への感謝（お客様より）
General Insurance News Release 

・日頃より、貴会会員会社各位におかれましては、弊社損害サービス業務にご理解・ご協力いただき、誠に
ありがとうございます。特に今年度においては、大阪府北部地震の発災以来、今日に至るまで全国の現地
災対室支援を中心とした、長期にわたるご協力をいただき、合わせ御礼申し上げます。

・一連の地震風水害等の広域災害に際して、貴会会員会社の損害鑑定人方々のお客さま対応に関し、大変多
くのお客さまから多々感謝の声を頂戴しております。

・特に自宅に来て調査していただいた担当の●●さん（男性）は親切・丁寧に加えて、仕事の手順も早く、
こちらに対する気づかい（すごく大切にしていた食器や家具等が多く破損してショックがまだ癒えな
い時期だったので）がとてもうれしかったです。リスタートという意味では、保険に入っていたおか
げでスムーズに進めて良かったです。●●さんによろしくお伝えくださいませ。

・初めて地震保険を使用させて頂きました。損害認定に疑問があり２回も建物を調査していただきご
面倒をおかけしました。２人の損害鑑定人の方には失礼な質問にも親切に答えていだきありがとう
ございました。

・災害対策の最前線で感謝の声を獲得された事例は、真の損害サービスの具現化と思われます。弊社では、
貴会会員会社の損害鑑定人の方々が獲得された感謝の声につき、各災対室での張り出し、該当会員会社様
へのフィードバックをさせていただいております。

・特に地震被害の調査査定の迅速対応で貢献されている損害鑑定人の方々の活動を紹介させていただくこと
で、当該損害鑑定人の方の意識とモチベーションを上げていただく契機となり、さらなる鑑定品質の向上
につながっているものと確信しております。

・今後とも、弊社は、貴会会員会社各位と緊密に連携して、より高水準の損害サービスを、より迅速にお客
さまに提供していきたいと考えております。引き続きのご支援、よろしくお願いいたします。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害サービス業務部　火災新種海上グループ
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　2018年を振り返ると、多種の自然災害が連続して発
生した 1年でした。テレビでは、年末恒例の 1年を振
り返る特集を放送しましたが、必ず出てくるのは地震・
台風・洪水・噴火など人命や家屋に多大な損害を与え
た自然災害のニュースでした。
　2018年は自然災害が数多く発生し、そのすべてを記
録に残すため KANTEI NEWS の記事を作成し、2018年
の災害に関する年表を添付します。

　1月に関東地方でも 20 センチを超える積雪となり、
北陸や北日本では暴風雪や異常な豪雪が災害の年の始
まりでした。
　その豪雪の間の 1月23日には、草津の本白根山が噴
火し、演習中の自衛隊員が亡くなり、地震と同じく噴火
についても予知の難しさを改めて我々に教えました。

　2月は、1月に続き降雪が続き、福井県を通る国道8
号線では 1,500台もの車両が雪に閉じ込められました。

◆大阪府北部地震　被害状況（ 概要）

　3月から 5月にかけては、西表島・
島根県西部・根室半島南東沖地震・
長野県北部地震と震度5 クラスの
地震が続けて発生し、6月18日に
は大阪府北部を襲った最大震度6
弱の地震が発生し、「建物・家財
に多数の被害（支払件数：144,029

（件）保険金：103,320（千円）を記
載する）」を出しました。

　6月末から続いた梅雨や台風7号
の雨により、中国・四国を中心に
地盤がもろくなったため多数のが
け崩れが発生して住宅を襲い、河
川には大量の水と土砂があふれて、
広域にわたり浸水して住宅の二階
までが水没し、多くの人命を失う
未曽有の被害を出した。

「福井市　大雪で渋滞　国道８号　福井で記録的大雪」
（朝日新聞社提供）

「大阪北部地震／線路を歩く乗客」（時事通信社提供）
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◆ H30 年 7 月西日本豪雨　被害状況（ 概要）

　広島県のまとめによると土砂災害は広島市、呉市、竹原市、三原市を中心に県内で 624箇所発生し、
また、河川の増水による越水、破堤による浸水被害は県内全域に広がり 1,085棟が全壊、3,258棟が半壊、
3,234棟が床上浸水した。
　岡山県では一部土砂災害があったものの河川の氾濫（堤防決壊）による浸水被害が倉敷市を中心に
4,822棟もの住家が全壊、3,081棟が半壊し、2,921棟が床上浸水した。
　愛媛県では土石流や崖崩れが 413箇所発生し、また、河川の氾濫により全壊住家は 632棟、半壊は
3,212棟、床上浸水が 360棟となった。
　太平洋の海上には「寒冷渦」が発生し風向きが複雑となり、台風12号は観測史上初めて東日本から
西日本へと逆行し、日本列島を横断して多大な被害を負わせました。

　7月の台風に続き、8月には日
本列島に 7 つの台風が接近（通
常は 3個程度）、あるいは上陸し
て被害を与えるとともに、記録
的な猛暑を引き起こし、熱中症
による緊急輸送者数は 2017年度
の 2.5倍となりました。

　9月から 10月にかけても、日
本列島には台風が襲来し、台風
21号、24号、25号と連続して日
本列島に上陸し死者や負傷者を
出し、家屋にも損害を与えた。

◆台風 21号　関西空港の被害状況（ 概要）

  「台風21号の概要」：「非常に強い」勢力を保っ
たまま 9月4日正午頃、徳島県南部に上陸、「非
常に強い」勢力のまま、午後2時頃に神戸市付近
に再上陸し、その後「強い」勢力に変わり日本
列島を横断し日本海に抜けた。
　航空機への搭乗橋 : 多数に損傷あり。排水ポン
プ : 数カ所使用不可となり、第1 ターミナルビル
側 A 滑走路の滑走路・駐機場ほぼ全域が冠水し
た（深い場所で深さ約4~50㎝）。第1 ターミナ
ルビル地下従業員用エリアも冠水。第1 ターミ
ナルビルおよび第2 ターミナルビルの一部が停
電。連絡橋にタンカー衝突し、通行止めのため
滞留旅客約3,000人（翌日高速船、シャトルバス
で移動）。
　9月4日以降閉鎖されていた関西空港は 9月14
日に南エリア、9月21日に北エリアを再開し、全
面再開となった。

「屋根近くまで冠水した真備町周辺　西日本豪雨」
（朝日新聞社提供）

「連絡橋に衝突したタンカー」
（関西空港海上保安航空基地：時事通信提供）　
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　西日本においては続けて台風が襲
来する中、9月6日に北海道胆振地方
を震源とする最大震度7 の地震が発生
し、山間部における多くの地滑り、札
幌市内の住宅地に液状化が発生した。

◆北海道胆振東部地震　被害状況（ 概要）

　住家被害は震度7 を記録した厚真町（あつまちょう）全
壊192棟、半壊278棟、震度6強の安平町（あびらちょう）
は全壊87棟、半壊320棟、むかわ町は全壊26棟、半壊
73棟、震度6弱 ~5弱の札幌市では全壊83棟、半壊498
棟であった。
　その上、震源地に近い北海道最大の火力発電所である
苫東厚真火力発電所の運転が停止したため、日本で初め
てのブラックアウトが発生し、電力の停止は全道に及ん
だ。北海道電力では水力発電を起動させ全国から各地の
電力会社8社が応援に駆けつけ復旧を急いだ結果、2日後
には 99% の電力が回復し、3.11以来再び行われた節電要
請も 9月19日には解除された。

　2018年度の自然災害の多発を受けて、毎年清水寺で発表される
「今年の漢字」第1位は「災（サイ / わざわい）」となった。

今年の漢字は「災」
（時事通信社提供）

「高潮で冠水した関西空港　台風21号」
（朝日新聞社提供）

「安平震度６強」（北海道新聞社　時事通信フォト提供）

「厚真町で発生した大規模な山崩れ」
（北海道新聞社　時事通信フォト提供）
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2018 年災害一覧表

1/22～ 27
関東甲信越地方、
東北太平洋側
平野部大雪
日本海側暴風雪

【原因】
1月21日に日本の東の海上に達した低気圧と、22日に日本海中部で発生した低気圧により、普
段雪の少ない関東甲信越地方を含む北陸地方や北日本に大雪の影響をもたらした。
【状況】
（1/22 〜 27期間最深積雪）東京23cm、横浜18cm、千葉10cm、熊谷19cm、（ 1/22 〜 27
期間降雪量）新潟県魚沼市157cm、富山県富山市140cm、福井県大野市129cmなど。
【被害・損害】
これら大雪や暴風雪等により、道路の通行止めや鉄道の運休、航空機・船舶の欠航等の交通
障害が発生したほか、停電や水道凍結、電話の不通等ライフラインに被害が生じた。さらに、新
潟県佐渡市で最大瞬間風速39メートルを観測するなど台風並みの暴風が吹いた。（H29.11〜
H30.4）死者116人、負傷者1539人、全壊9棟、半壊18棟。

1/23 本白根山噴火

【原因】
草津白根山の本白根山で噴火が発生。
【状況】
草津国際スキー場において、噴石による被害発生及びロープウェーの停止に伴い 81名が取り残
された。
【被害・損害】
死者1人、重傷3人、軽傷8人、住家被害無し。

2/3～ 9、
2/10 ～13

平成 30 年豪雪
（北陸地方、東北
地方日本海側）

【原因】
日本付近は、2月3日（土）から8日（木）にかけて強い冬型の気圧配置が続き、上空5000メー
トル付近でマイナス 30度以下の強い寒気（平年より10度以上低い）に広く覆われた。一旦10
日（土）から11日（日）にかけて広い範囲で気温が平年よりかなり高くなり、12日（月）には、上空
5000メートル付近でマイナス 30度以下の強い寒気（平年より10度近く低い）が西日本まで南
下し、日本付近は強い冬型の気圧配置となった。
【状況】
最深積雪では、新潟市36cm、富山市84cm、金沢市87cm、福井市147㎝等、昭和56年（ 1981
年）豪雪以来の記録的な大雪となった。国道8号では最大46㎞、約1,500台の車が立ち往生し、
解消までに 2日と17時間かかった。
【被害・損害】
死者22人、重軽傷者320人、住家被害：全半損7棟、一部損22棟。

3/1 霧島山（新燃岳）
噴火

【原因】
霧島山（宮崎県、鹿児島県県境付近）噴火。
【状況】
火口周辺警報（噴火警戒レベル 2、火口周辺規制）が継続中
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

3/1 西表島地震

【原因】
西表島付近を震源とするM5.6地震。
【状況】
最大震度5弱（沖縄県竹富町）　
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

4/9 島根県西部地震

【原因】
島根県西部を震源とするM6.1地震。
【状況】
最大震度5強（島根県太田市）　
【被害・損害】
重軽傷者9人。住宅被害（全損・半損・一部損）合計633棟。

4/11 大分県中津市の
土砂災害

【原因】
被災箇所は一級河川山国川右支川金吉川沿いで、土砂災害危険箇所（急傾斜）に指定
【状況】
災害規模 幅約200メートル、長さ約240メートルが土砂崩れ
【被害・損害】
死者6人、住家被害：全壊4棟

2018/12/19現在
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4/14 根室半島
南東沖地震

【原因】
根室半島南東沖を震源とするM5.4地震。
【状況】
中標津町で震度5弱を観測。
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

5/12 長野県北部地震

【原因】
長野県北部を震源とするM5.2地震。　
【状況】
長野市、大町市、小川村で震度5弱を観測。
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

5/25 長野県北部地震

【原因】
長野県北部を震源とするM5.2地震。　
【状況】
栄村で震度5強を観測。
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

6/17 群馬県南部地震

【原因】
群馬県南部を震源とするM4.6地震。　
【状況】
渋川市で震度5弱を観測。
【被害・損害】
人的被害なし。住宅被害：一部損4棟。

6/18 大阪府北部地震

【原因】
大阪府北部を震源とするM6.1地震。
【状況】
最大震度6弱［大阪市北区・高槻市・茨木市・箕面市・枚方市］　
【被害・損害】
死者6名、重軽傷者合計443名、住家被害：全・半損535棟、一部損57,787棟

7/7 千葉県
東方沖地震

【原因】
千葉県東方沖を震源とするM6.0地震。
【状況】
最大震度5弱（千葉県長南町）　
【被害・損害】
人的・建物被害なし。

6/28～
7/8

H30 年 7月
西日本豪雨

【原因】
前線や台風７号の影響により、西日本を中心に全国的に記録的な大雨となった。
【状況】
前線や台風７号の影響により、西日本を中心に全国的に記録的な大雨となった。
【被害・損害】
人的被害：死者224人、行方不明者8人、重傷者109人、軽傷者315人、程度不明3人、住
家被害：全損6,695棟、半損10,719棟、一部損3,707棟、床上浸水8,640棟、床下浸水
21,576棟。

7/28～29 台風12号

【原因】
逆走台風。
【状況】
小笠原諸島に接近後、本州付近で東から西へ進む異例の進路をたどり、三重県伊勢市付近へ上
陸後、近畿中国を横断。
福岡県豊前市付近に再上陸後、南下し九州を縦断した。
【被害・損害】
上記「H30年7月西日本豪雨」に含む
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8/23 台風 20号

【原因】
台風
【状況】
徳島県南部に上陸後、兵庫県姫路市付近に再上陸し、その後日本を北上。
【被害・損害】
死者なし、住宅被害合計104件。

7～ 8月 猛暑

【原因】
太平洋高気圧と上層のチベット高気圧がともに日本付近に張り出し続けたことが要因。
【状況】
東京都内では 6/25 〜7/4までに10日連続で最高気温が 30度以上の真夏日となり、記録の
残る約140年で初めてとなった。埼玉県熊谷市では国内最高気温の記録を5年ぶりに更新しす
る41度1分を観測した。
【被害・損害】
熱中症による緊急搬送者は 82,630人、死者153人と、2008年の統計開始以降、最多となった。

9/4～ 5 台風 21号

【原因】
非常に強い勢力で徳島県に上陸した後、速度を上げながら近畿地方を縦断した。
【状況】
四国や近畿地方では、猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降ったほか、これまでの観測記録を更新す
る記録的な高潮となった。最大瞬間風速は、関西空港58.1m/s、和歌山市57.4m/sを観測した。
【被害・損害】
関西空港では高潮による滑走路への浸水や、タンカー衝突による連絡橋損壊が発生し、一時、
関西空港が孤立し旅客3,000人が取り残された。近畿地方、四国地方では車両、建物損害、
インフラへも甚大な被害が発生した。死者14人、重軽傷者943人、住家被害（全損26棟、
半損189棟、一部損50,083棟、床上浸水66棟、床下浸水505棟）。

9/6 北海道
胆振東部地震

【原因】
胆振地方中東部を震源とするM6.7地震。
【状況】
最大震度7（厚真町）。厚真町では山間部で土砂崩れが発生し家屋が倒壊し、多数の死者が出た。
札幌市清田区では液状化により建物に大きな被害が発生した。震源地に近い北海道最大の火
力発電所である苫東厚真火力発電所の運転が停止したため、電気の使用量と発電量のバランス
が崩れたことで、周波数が乱れ、北海道内の全域約295万戸に日本で初めてのブラックアウト（停
電）が発生した。
【被害・損害】
死者41人、重軽傷者749人、住家被害（全損415棟、半損1,346棟、一部損8,607棟）。非
住家2,260棟。

9/29 ～
10/1 台風 24号

【原因】
和歌山県田辺市付近に上陸し、東日本を縦断。
【状況】
暴風、高波、大雨や高潮が発生し、日本全域にわたり大きな被害をもたらした。
【被害・損害】
死者4人、重軽傷者25人、住家被害（全損39棟、半損197棟、一部損4,396棟、床上浸
水231棟、床下浸水881棟）。

10/5 ～7 台風25号

【原因】
九州北部に接近後、日本海を北上。
【状況】
西日本、北陸地方で暴風を伴った激しい雨をもたらした。
【被害・損害】
重軽傷31人、住家被害：一部損60棟。

12/18
口永良部島新岳

噴火
（鹿児島県屋久島町）

【原因】
口永良部島新岳噴火。
【状況】
小火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続中。
【被害・損害】
損害】人的・建物被害なし。

【内閣府 HPまたは総務省消防庁 HPより引用】
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2

1　大阪府北部を震源とする地震

　平成 30 年北海道胆振東部地震

地震保険の支払件数・支払保険金等について

【 2018 年 12 月 11 日現在：地震保険取扱会社計 31 社対象】

都道府県 事故受付件数
（件） 支払件数 支払保険金

（千円）
滋賀県 624 382 319,605
京都府 13,434 9,961 7,058,312
大阪府 150,358 123,397 88,160,985
兵庫県 11,820 8,224 6,311,347
奈良県 2,601 1,838 1,274,719
その他 671 227 195,088
合計 179,508 144,029 103,320,056

【 2018 年 12 月 11 日現在：地震保険取扱会社計 31 社対象】

都道府県 事故受付件数
（注 1） 支払件数 支払保険金

（千円）
北海道 60,082 46,568 33,794,613
その他 80 28 28,515
合計 60,162 46,596 33,823,128

（注）「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お
問い合わせなども含まれます。建物・家財の合計値です。

（一社）日本損害保険協会 HPより引用

1

2

平成 30 年台風 21号

平成 30 年台風 24 号

【 2018 年 12 月 11 日現在：協会会員会社、外国損保協会会員会社等合計】
事故受付件数

（件）
支払件数
（件）

支払保険金
（千円）

車両保険（商品車含む） 116,280 105,072 62,020,182
火災保険 740,869 640,716 673,242,563

新種保険（傷害保険含む） 23,961 18,287 12,524,480
合計 881,110 764,075 747,787,225

【 2018 年 12 月 11 日現在：協会会員会社、外国損保協会会員会社等合計】
事故受付件数

（件）
支払件数
（件）

支払保険金
（千円）

車両保険（商品車含む） 32,922 28,375 10,237,528
火災保険 383,627 333,163 221,490,200

新種保険（傷害保険含む） 12,920 10,410 6,025,401
合計 429,469 371,948 237,753,129

（注1）「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・
お問い合わせなども含まれます。また、地震については、建物・家財の合計値です。

（注2）  今年度発生した風水災の支払件数・金額は見込みであり、今後修正されることがあります。
（一社）日本損害保険協会 HPより引用

平成 30 年台風 21号および台風 24号に係る各種損害保険の支払件数・支払保険金（ 見込含む）等について
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順
位 地震名等 発生年月日 支払保険金

（単位：億円）（注2）
1 平成23年東北地方太平洋沖地震（注3） 2011年 3 月11日 12,795
2 平成28年熊本地震 2016年 4 月14日 3,824
3 大阪府北部を震源とする地震（注4） 2018年 6 月18日 1,033
4 平成 7年兵庫県南部地震 1995年 1 月17日 783
5 平成30年北海道胆振東部地震（注4） 2018年 9 月 6 日 338
6 宮城県沖を震源とする地震（注3） 2011年 4 月 7 日 324
7 福岡県西方沖を震源とする地震 2005年 3 月20日 170
8 平成13年芸予地震 2001年 3 月24日 169
9 平成16年新潟県中越地震 2004年10月23日 149
10 平成19年新潟県中越沖地震 2007年 7 月16日 82
11 福岡県西方沖を震源とする地震 2005年 4 月20日 64
12 平成15年十勝沖地震 2003年 9 月26日 60

過去の大きな地震による地震保険金一覧（ 支払額順）（注1）

（注1）日本地震再保険株式会社調べ（ 2018年3月31日現在）。
（注2）支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
（注3）東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする

地震および 4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,203億円。
（注4）大阪府北部を震源とする地震、平成30年北海道胆振東部地震は、一般社団法人日本損害保険協会調べ（ 2018年12月11日現在）。

（一社）日本損害保険協会 HPより引用

（ご参考）過去の大きな風水災等による各種保険金一覧（ 支払額順）（ 注 1）

順
位 災害名 地域 年月日

支払保険金（単位：億円）
火災・新種 自動車 海上 合計

1 平成30年台風21号（注3）大阪・京都・兵庫等 2018年
9月 3日〜 9月 5日 6,858 620 － 7,478

2 平成 3年台風 19号 全国 1991年
9月 26日〜 28日 5,225 269 185 5,680

3 平成 16年台風 18号 全国 2004年
9月 4日〜 8日 3,564 259 51 3,874

4 平成 26年 2月雪害 関東中心 2014年 2月 2,984 241 － 3,224

5 平成 11年台風 18号 熊本・山口・福岡等 1999年
9月 21日〜 25日 2,847 212 88 3,147

6 平成30年台風24号（注3）東京・神奈川・静岡等 2018年
9月28日〜 10月1日 2,275 102 － 2,378

7 平成30年7月豪雨（注3） 岡山・広島・愛媛等 2018年
6月28日〜 7月8日 1,620 282 － 1,902

8 平成 27年台風 15号 全国 2015年
8月24日〜 26日 1,561 81 － 1,642

9 平成 10年台風 7号 近畿中心 1998年9月22日 1,514 61 24 1,599

10 平成 16年台風 23号 西日本 2004年 10月 20日 1,112 179 89 1,380

11 平成 18年台風 13号 福岡・佐賀・長崎・宮崎等 2006年
9月15日〜 20日 1,161 147 12 1,320

12 平成 29年台風 21号 全国 2017年
10月 21日〜 23日 1,146 71 － 1,217

13 平成 16年台風 16号 全国 2004年
8月 30日〜 31日 1,038 138 35 1,210

（注1）一般社団法人日本損害保険協会調べ（ 2018年3月31日現在）。
（注2）支払保険金は見込みであり、千万円単位で四捨五入を行い算出。そのため、各項目を合算した値と合計の値が一致しないことがある。
（注3）平成30年7月豪雨、平成30年台風21号、平成30年台風24号は、2018年12月11日現在。

（一社）日本損害保険協会 HPより引用
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【 12 月 11 日現在：協会会員会社、外国損保協会会員会社等合計】
事故受付件数

（件）
支払件数
（件）

支払保険金
（千円）

車両保険（商品車含む） 27,282 25,131 28,191,068
火災保険 32,194 23,567 147,905,086

新種保険（傷害保険含む） 6,214 5,636 14,099,115
合計 65,690 54,334 190,195,269

（注1）「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・
お問い合わせなども含まれます。

（注2）  支払件数・金額は見込みであり、今後修正されることがあります。
　（一社）日本損害保険協会 HPより引用

【ご参考】平成 30 年 7 月豪雨

平成 30 年台風第 21号による被害

◆被害状況　

都道府県名

人的被害 住家被害 非住家被害

死者 行 方 
不明者

負 傷 者 全壊 半壊 一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物 その他重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟
北海道 1 5 0 315 11
青森県 14
岩手県 6
宮城県 1 2 1
秋田県 50 6
山形県 1 8 1
福島県 1 18 2
栃木県 5 5
埼玉県 0 20 56 2 1
千葉県 2 4
東京都 4 16

神奈川県 8 5
新潟県 2 5 1 84 7
富山県 6 23 2
石川県 7 31 1 4
福井県 1 6 11
山梨県 4
長野県 5 1 29 3
岐阜県 6 39 3 138 1 8
静岡県 1
愛知県 2 3 57 14 2 7
三重県 1 2 31 9
滋賀県 2 8 55 11 1 12 1,184 1 6
京都府 3 57 0 4 4 3,448 6 71
大阪府 8 7 478 12 155 42,735
兵庫県 6 53 2 1 353 48 318
奈良県 2 7 19 2 1 3

和歌山県 1 5 26 6 12 1,504 4 40 2 16
島根県 1 11
岡山県 2 2 40
徳島県 9 1 1 1 15
香川県 1 3 1
高知県 1 1 1 4
合 計 14 46 897 11 26 189 50,083 66 505 5 80

( 総務省消防庁 HPより引用 )

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年１０月２日（ 火）１７時００分
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会員寄稿

　ベース電力として設計された火力発電所。

　原子力発電がそのポジションを占有し始め

た。そのため、出力調整電力として火力発電

の運用の見直しが行われた（今から 20年ほど

前～東日本大震災まで）。特に小～中容量火力

（ 25万 kw 以下と思われる）での見直しが盛ん

であった。

　また同時期大容量火力（ 50万 kw 以上か）の

基本計画において、変圧・低負荷運転を前提

とした新型ユニットの開発も活発となった。

　スーパークリティカルの領域でも、火炉上

昇管をスパイラリーワウンドとし、上昇管内

部流体通過断面積を減少させ、低負荷時も内

部流体の体積流量を確保するという方法で、

柔軟な運用ができる火力発電ユニットを建設

した。

　このタイプのボイラーが出揃っていないと

きの、従来型小～中容量火力の運用見直しで

ある。

　つまり従来型小～中容量火力はベース電力

対応からミドル電力あるいは一部ピーク電力

を担う方向となった。

　当時、各メーカーのエンジニアの中には、

『元々ベース電力を賄う設備として設計された

火力発電が DSS を伴うミドル電力・一部ピー

ク電力に対応するのは難しい。対応させるに

はかなりのスタディと改造が必要』という声が

あったと言われている。

　これは、火力発電設備のうち、主としてボイ

ラーに関する話ではあるが、結果的には、【ある

程度のスタディとある程度の改造】で、火力発電

設備は徐々に DSS を伴うミドル電力・一部ピー

ク電力へと運用が移行した訳である。

　運用が変化しその数年後、ボイラーは次々と

壊れていった。

　応力集中部位の繰り返し疲労であると考え

られている。

　つまり、ベース電力を担っていたころはコ

ールドスタートは年一度あるかないか、まあ、

ホットスタートは数回単位であろうが、それ

が年に数十回単位以上となった。

　耐圧部の繰り返し疲労の回数が 1 ～ 2桁程度

の増加となったということである。

　応力集中の起きやすい部位は、火炉水冷壁

や火炉付近の水管の特異点であろうことは想

像できる。

　すなわち、風箱部位の上昇管の変則的な曲

管部位や、ガス側火炉出口から後部煙道に抜

ける、水冷壁吊下げ管と煙道構成管の分離部

位、また水冷壁とはいわないかもしれないが

株式会社　札幌鑑定
五十嵐  章

火力発電設備のDSS運用による
不具合発生と損害保険のかかわり

（DSS ＝ daily start stop）
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一次過熱器管が貫通する火炉天井壁管の曲管

部位等であろう。

　さて、この破損事故に損害保険が対応した

ケースも少なくないと思われる。機械保険・

その他保険で【不測かつ突発的な事故によっ

て生じた損害】として有責処理を行ったケース

をいくつか記憶している。

　応力集中部位の繰り返し疲労はベース電力

としての使用継続であれば問題ないが、（劣化

はそれ程進行しないが）ミドル・ピーク電力

としての DSS 運用となれば、桁違いの劣化進

行速度となるはずである。

　これは、運用の違いによって設計を変えなけ

ればいけないということで、運用が変更された

場合、未対策であることが設計の瑕疵となった

と考えても良かったのではないだろうか。

　さてそこで、ではこの瑕疵、すなわち DSS

運用による従来型火力発電設備の応力集中部

位の劣化進行速度の増大の可能性を、当事者・

関係者は知らなかったのであろうか。ある程

度予想できたはずと思われる。

　しかし、どの程度の不具合状況となるかの

定量的推測は無理であったとも考えられるが

当時全国9電力会社間における技術開示が今一

歩の状況であり、不具合状況が迅速に他電力

会社に伝わらないということが、不具合発生

件数の増加に繋がったように思われる。

　当時の原子力発電の建設スピード・ベース電

力に占める割合が増大していくなかで、しか

も化石燃料の先行きが見えない状況でもあり、

従来型小～中容量火力のミドル・ピーク電力

としての運用率が高まっていった訳である。

　鑑定人としての小職の残念に思うことは、

当時このような事故が頻発したときに、十分

な議論がないままに損害保険の対応をせざる

を得なかったということである。

　今後、徐々にベース電力を担う原子力発電

が復活し、また再生可能エネルギーの導入が

増加すると、火力発電による出力調整が求め

られることになり、同様の問題が生ずる様な

気がする。

 

＜用語の説明＞

DSS（ daily start stop）

一日のうちで運転・停止のオペレーションが必

ずあるような運用。

 

スーパークリティカル

ボイラの内部流体圧力を全域に亘って（再熱器

以外）臨界圧力以上で運転するボイラを、スー

パークリティカルボイラと言う。

 

スパイラリーワウンド

必要な火炉断面を確保しつつ、火炉上昇管の低

負荷時の体積流量をも確保するため、上昇管総

断面積を減少させる必要がある。上昇管を斜め

に配置し、火炉空間を巻くように構成された様

子を言う。

 

ベース・ミドル・ピーク電力

一日のうちでも電力使用量は変化するが、最大

電力使用量・最低電力使用量がある。このう

ち、最低電力使用量を賄うのがベース電力であ

り、これは年間を通しても、運転を止める必要

がない。DSS 運用によりピーク付近の電力を

賄うのがピーク電力、それらの間がミドル電力　　

と言うことになる。

……………………………

……………………………

……………………………

……………………

会員寄稿
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　当協会では福利厚生の一環として、SOMPO ヘルスサポート株式会社の提供するメンタルヘルスケア
サービスを会員の皆様に提供しています。
　ヘルスケアサービスのカウンセリングは 3種類（電話、WEB、対面）用意され、利用される方の都合
により相談方法の選択が可能です。
　2018年11月には会員の皆様の全拠点（本社・支社）に掲示いただくメンタルヘルス利用促進のための
ポスターを送付いたしました。
　ポスターには電話カウンセリング、WEB カウンセリング、対面カウンセリングの連絡先と利用時間
帯およびカウンセリング利用の際に必要となる「法人コード」が掲載されていますので、悩み事がござ
いましたらカウンセラーにご相談ください。
　当ニュースに掲載の LLax 通信は、SOMPO ヘルスサポート株式会社から提供されるメンタルヘルス
ケアサービスツールのひとつです。ご参考にお読みください。

いつもなら笑って受け流せることでも、ネガティブな気持ち

につかまってしまうことはありませんか。

今回は、笑いやユーモアがもたらす効果について考えてみ

ます。

ふとした笑いがもたらすもの

　最初に、笑いに関する印象的な場面について触れてみます。日々カウンセリングを行っていると、
思いがけず、相談者とのあいだで笑いが生まれる瞬間があります。ご自身の体験を話しているう
ち、たとえそれが辛い話だったとしても、抱えている問題との間になにげなく心の距離が生まれ、
自分の姿におかしみを感じられて、それが笑いに変わった様子。苦笑いにでも「ほんとまいっちゃ
いますよね」と話す相談者の表情は、これまでの苦闘の疲れが滲んではいても、どこか、晴れ間
が差し込んだようにもみえます。
　また、わだかまりやこだわり、心を支配していた考えがほどけ、すっきりとした気分になるこ
ともあれば、せっぱつまっていた気持ちがホッと緩んだことで涙がこぼれ、泣き笑いのような複
雑な感情が生まれることもあります。そうしてやりとりを交わしていくなかで、今までとらわれ
ていた気持ちがほぐれ、「こんな風に考えてみるのもありなのかな」と、柔軟な視点でやりようを
見つけていかれる方もいらっしゃいます。
　そんなとき、たとえ現実の状況は大きく変わっていなかったとしても、苦労してきた自分自身
を振り返って笑うことができた瞬間、その人の心の中ではなにかが変化しているように感じられ
ます。みなさまの日常でも、自分の失敗談やつらい体験などを友人や家族に話すうちに、なんと
なくおかしくなって笑い話として共有できると、気持ちが落ち着いたという体験をしたことがあ
る方も多いのではないでしょうか。日々の出来事が “笑えること ”に置き換わる 瞬間、ネガティブ
な感情を受け止められる器が、心の中に形作られるのかもしれません。

1

◆ 2018 年 9月号 ◆
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笑いやユーモアは心と身体の特効薬？！

　笑いやユーモアは、身体にも心にも良い影響をもたらしてくれます。よく笑う人のほうが生活
習慣病のリスクが低かったり、笑うことで血糖値の上昇を抑える・免疫力がアップしたりするな
どの効果がみられるほか、認知症やうつ症状の予防・改善効果も期待されています。
　心理学の研究でも、辛い状況に陥った時に自分を元気づけるためのユーモアをよく使う人は、
ネガティブな出来事への耐性が高く、抑うつ的になりにくいことが示されています。直面してい
る問題や自分の欠点・苦手を笑い飛ばすことができたとき、私たちは自分自身を客観的な位置か
ら見つめ直すことが可能になり、思い込みから解放される作用が生まれるのでしょう。
　とはいえ、他人をからかったりけなしたりする攻撃的なユーモアは、相手との関係を損なうこ
とはもちろん、自分自身の心の健康にも良くない影響を与えることがわかっており、注意が必要
です。「ただの冗談のつもりだったのに…」といったトラブルが絶えないことからも想像できるよ
うに、ユーモアや笑いは毒にも薬にもなりえるということなのかもしれません。
かの有名な喜劇王チャップリンは、こんな言葉を残したと言われています。

『人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ。』
『あなたが本当に笑うためには、あなたの痛みを取って、それで遊べるようにならなければな

りません。』

　そして、過酷な環境下での体験を綴った、精神科医ヴィクトール・E・フランクルの言葉も紹介
します。

『ユーモアも自分を見失わないための魂の武器だ。ユーモアとは、知られているように、ほん
の数秒でも、周囲から距離をとり、状況に打ちひしがれないために、人間という存在にそなわっ
ているなにかなのだ。』

　みなさまは、この言葉にどんな印象を抱くでしょうか。波乱万丈の人生を体現した言葉にも触
れつつ、日々大変なことがあっても時に笑って時に泣いて、心のしなやかさを保ちながら過ごし
ていきたいですね。

※文中のカウンセリング事例は架空のものです。
参考文献：ヴィクトール・E・フランクル（著）「夜と霧」

上野行良（1992）「ユーモア現象に関する諸研究とユーモアの分類化について」
椎野睦（2012）「ユーモアの自己支援的効果と抑うつの関連性」

2

上手に体調を管理するポイントの１つとして、生活習慣があ

げられます。生活習慣を整えることは、心の健康にもいい

影響を与えてくれます。

今回は生活習慣のうち、食事について考えてみます。

時間帯に合わせた食事の工夫
食事は、何を食べるかも大切ですが、いつ食べるかも重要だということ、ご存知でしたか。まずは自
己チェックをしてみましょう！

1

◆ 2018 年 10月号 ◆
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※  農林水産省「食育に関する意識調査」（平成 29 年11月）
参考 URL：農林水産省 HP「みんなの食育」より「世代 .・ライフスタイル別トピックス」

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/index.html

2
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≪食習慣自己チェック≫
□ 毎日朝食を食べている……………………………………………①
□ 昼食は様々な食品が含まれるメニューにしている……………②
□ 夕食は揚げ物を控えている………………………………………③

あなたはいくつ当てはまりましたか。それぞれ見ていきましょう。

①毎日朝食を食べている
　先日厚生労働省から発表された「平成 29年国民健康・栄養調査」では、朝食の欠食率は男性で
15.0％、女性で 10.2％、なかでも 20歳代は男性で 30.6％、女性で 23.6％と３～４人に１人が朝食を
きちんと摂っていないという結果でした。少しでも長く眠りたい、朝ごはんを用意するのが億劫、
など理由は様々だと思いますが、一方で、午前中は頭がボーッとして仕事がはかどらない、といっ
たことはないでしょうか。朝食は、脳のエネルギー源であるブドウ糖を補給して脳と身体を目覚め
させるだけでなく、体内リズムを整えてくれる効果もあるのです。 
　朝食のメニューは、炭水化物（ごはんや食パン、バナナなど）とタンパク質（納豆、卵、豆腐、焼 
き魚など）の組み合わせがオススメですが、今は何も食べていないという人は、まずは乳製品や果物、 
野菜ジュースなどを口に入れることからはじめてみてはいかがでしょうか。

②昼食は様々な食品が含まれるメニューにしている
　昼食は、最も代謝がよく体脂肪が合成されにくい時間帯にとる食事なので、多くの栄養素をとる
チャンス。ダイエットのために昼食の量を少なくしている人もいるかもしれませんが、昼食は量を
減らしすぎず、野菜も含めた様々な食材が含まれるメニューを意識することによって、必要なエネ
ルギーを確保し、栄養のバランスを整えることができます。定食スタイルのものを選んだり、単品
のメニューの場合でも野菜がとれる小鉢や汁物を加えたりしてみてください。

③夕食は揚げ物を控えている
　食事の時間が遅くなるほど、脂質の代謝が悪くなり、揚げ物などの油の多いメニューをとると
脂肪として蓄積されやすくなります。このため、夕食では揚げ物などはできるだけ量を控えましょ
う。また、夕食がどうしても遅くなってしまう場合は、夕方に補食（おにぎり、バナナなど）をとり、
その分夕食を減らすことで、過食や急激な血糖値の上昇を防ぐことができます。

食事の時間を楽しむ
　食事は、いつ何を食べるのかも大切ですが、どのように食べるのかも大切。
同じものを食べているけど、１人で食べるより家族や友人と一緒に食べるときの方がおいしく感じた、
という経験がある方も多いのではないでしょうか。食事の目的は単に栄養をとることだけではありま
せん。心置きなく過ごせる人と一緒に食事をすることでリフレッシュの機会にもなりますので、そうし
た機会が少ない人は意識的に作ってみてはいかがでしょうか。誰かと一緒に食事をする機会が多い人
ほど食事のバランスが良いという調査結果もあるので（※）、栄養面でもオススメですよ。
　１人で食事をするときは、五感を使うことを意識してみましょう。五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、
味覚のこと。料理の彩りや盛り付けを楽しみ、美味しそうな音に耳を傾け、においを味わい、食感を
感じ、そして美味しさをかみしめてみてください。幸福感を感じやすくなり、ストレスが軽減されると
いわれています。１人ではついついスマホを見ながら片手間に済ませたりしてしまいがちですが、時
にはスマホを手の届かないところに置いて、自分の五感をフル活用して食事してみてください。

おわりに
　私たちの身体は、当たり前のことですが、毎日の食事から栄養をとって作られています。毎日のこ
とだからこそ、少しの工夫で大きな効果が期待できますので、ぜひ試してみてください。
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日中でも、食事や電車移動の最中などなど、“ 何か ” の片

手間にスマホを触る時間が増えていたり、触らずにはいら

れない感覚が出てきたりしたら、それはデジタルものに振

り回されているサインかもしれません。

そこで今回は、『デジタルデトックス』をキーワードに、アナ

ログ生活の大切さについて考えてみます。

1

2

◆ 2018 年 11月号 ◆

デトックスしたいものの正体とは
　昨今、メディアで見聞きするようになった『デジタルデトックス』という言葉。デトックス＝解毒
という言葉から連想されるように、“デジタルの世界に浸りきった生活から離れ、有毒に作用して
いるものを無毒化しよう（作用しないようにしよう）”という話ですが、では、デジタルがもたらす毒、
とはなんでしょうか。
　まずは以下のチェックをつけてみてください。
 □ ネットを利用していない時も、ネットのことを考えている
□ より多くの時間ネットをしないと満足できない
□ ネットの利用時間をコントロールしようとしても、うまくいかない
□ ネット利用を控えようとすると、落ち着かなくなったり、いらいらしたりする
□ もともと予定していたよりも長時間ネットを利用してしまう
□ ネットのせいで、家族・友人との関係が損なわれたり、勉強や部活動などがおろそかになりそ

うになったりしている
□ ネットを利用している時間や熱中している度合いについて、家族や友人に嘘をついたことが

ある
□ 現実から逃避したり、落ち込んだ気分を盛り上げたりするためにネットを利用している
 　みなさまは幾つ当てはまりましたか。実はこのチェックリスト、ネットの依存傾向を図る尺度で、
8項目中5項目以上当てはまれば、その傾向がうかがわれるというもの。日常生活に害（支障）が出
かねない…という視点で考えると、デジタルがもたらす毒の正体の１つは “依存 ”、つまり、“それ
なしではいられない、落ち着かない状態になってしまう ”ことと言えます。

デジタル時間、コントロールできていますか？
　スマホを使い始めた時のことを思い出してみてください。携帯電話の延長として、当初はあく
までも情報を得るため、誰かとの時間をつなぐための “道具（ツール）”であったはず。それが使い
馴染むにつれて、“（こちら側から）ほしい情報を取りに行くための道具 ”だったものが、いつの間に
か、“（こちら側へ）情報の洪水を流し込んでくる道具 ”になっていないでしょうか。
　友人の近況、ネットゲームやニュース、健康情報などなど…楽しさを共有したり、知りたいこと
だけを 知ったりするために使っていたはずなのに、いつの間にか、ネガティブな情報まで流し込
まれてしまう。 その情報が次第に新たな不安を生み、気になって気になって手放せなくなってし
まう…。ともすると、デ ジタル媒体というのは、人間を振り回して（操作して）、自分で自分をコン
トロールできない状況にさせる、 そんな力をもっている道具とも言えるのではないでしょうか。
　さらに、その他の毒の正体として、“デジタルを使っている時間は、視覚以外の五感（味覚・聴覚・
触 覚・嗅覚）をないがしろにしてしまう ”点にあります。例えば、スマホを触りながら食事をした
経験、ありませんか。片手間に触れる道具があることで、食事から目が逸れ、立ち上る香りにも
意識が向かなくなりがちです。しかしながら、視覚（嗅覚）情報が遮断されると、半分程度しか飲



　
み物を正確に 当てられなくなるといった研究結果もあるように、デジタル媒体は “本来楽しめてい
たものを、ちゃんと楽しめなくしてしまう ”毒をもっている、とも言えそうです。デジタルものに
時間を使っている陰で、日々どれほどの情報がその脇から抜け落ちていっているか…そう考える
と、ちょっとドキッとしませんか。

アナログあってのデジタル力
　今の時代にデジタルツールは欠かせないもの。とはいえ、『 薬も過ぎれば毒となる』ということ
わざがあるように、適量以上はかえって害になることもあります。むしろ、不自由な生活の中に
こそ、その不自由や不便を改善するためのアイデアが湧いてくるというもの。時々は便利さから
距離をとり、アナログ時間をあえて、生活の中に積極的に取り入れる姿勢が大切です。下記のよ
うなお題を参考に、自分流のアナログ時間作り、始めてみませんか。

◆週に 1 日は、（ 極力）デジタルものを触らないアナログデイを作るいきなり丸１日も手放す、と
いうのは勇気がいるもの。まずは一日３時間、半日でもかまいません。デジタルものを触らな
い時間を作ってみて、時間の流れをゆったり感じながら過ごす、贅沢な１日にしてみ ませんか。

◆本物の「 体験」を大事にする ネットで得られないもの、それはなんといっても「 体験」です。ネッ
トサーフィンで知った気・出かけた気にならず、現実に体験した時に心に沁みる感覚、その時
に感じた空気感を大事にしてみてください。

◆五感を働かせる習慣を生活に取り込む
   「 食事を勢いよく食べるだけでなく、一呼吸おいて、目と鼻でも味わってみる」、「 一駅手前で降り、

歩いているときの足の裏の感触を確かめながら歩いてみる」、といった、いつもの日常生活１つ
１つをどんな身体感覚で過ごしているのか、改めて意識を向けながら過ごしてみると、新鮮な
感覚を得られるかもしれません。

3

参考資料：『スマートフォン利用と依存傾向』―総務省情報通信政策研究所との共同研究から 橋本良明

『味覚判断に及ぼす視覚と嗅覚の遮断効果』 酒井浩二 米田 智彦（著）

『デジタルデトックスのすすめ 「つながり疲れ」を感じたら読む本』PHP 研究所



■会員事務所（支所）名称変更のお知らせ
（2018年7月1日）
株式会社　中央損保鑑定	
（新名称）中野支店（中野技術室から変更）
（新）TEL変更なし　	（新）FAX変更なし

■会員事務所(支所)移転のお知らせ
（2018年9月3日）
株式会社　内山鑑定事務所
神戸支店　同ビル階移転
【新住所】〒650-0024　兵庫県神戸市中央区海岸通8　神港ビル6Ｆ	
（新）TEL変更なし　	（新）FAX変更なし

（2018年11月12日）
株式会社　アスカ総合鑑定
東京支社
【新住所】〒101-0052　東京都千代田区神田小川町一丁目1番地　山城ビル7階	
（新）TEL変更なし　	（新）FAX変更なし

■会員事務所（本社）移転のお知らせ
（2018年8月20日）
有限会社　髙岡鑑定事務所	
【新住所】〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-20-5　オアシス日向901号
（新）TEL変更なし　	（新）FAX052-253-8254

（2018年10月1日）	 	
株式会社　芝浦鑑定	 	
【新住所】〒101-0054　東京都千代田区神田錦町1-4-12　浅野ビル3階
（新）TEL変更なし　	（新）FAX変更なし	

■会員事務所（支所）ビル名変更のお知らせ
（2018年10月1日）
株式会社　福岡損保鑑定
熊本支社	
【新住所】〒860-0012　熊本市中央区紺屋今町1-5　Wビルディング辛島公園7階
（新）TEL変更なし　	（新）FAX変更なし
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