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平成23年６月21日、砂防会館シェーンバッハ・サボーにおいて（財）砂防・
地すべり技術センター講演会を開催し、301名の聴講者を迎え、３名の
方々にご講演いただきました。
以下に講演の概要を掲載します。
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本社会の変貌と
土砂災害減災の将来像

１. はじめに
　東日本大震災では、津波の規模、防潮堤の高さや強
度に加え、原子力発電所、避難所の危険性、余震継続
による危険増大など、従来の「想定」を超えるとされ
る事象が生じた。しかし、時代の変化とともに「想定」
の変更が必要となっていたことも多い。時代とともに
社会は変化しており、人口減少・少子高齢化、土砂災
害形態、森林面積や人工林の林齢構成などの人口・国
土の変化に加え、公共事業の計画論も変化してきてい
る。砂防計画を考えるうえで、100年後の国土を想定
して、土砂災害を防止軽減する方策について広く深く
議論する必要がある。
２. 人口の変化と変貌する国土
　「人口」は、社会の変化を特徴づける指標のひとつ
である。1950年代以降、人口動態は変化し、今後さら
に人口減少と少子高齢化が進むと予想されている。土
砂災害の減災に対して、中山間地の高齢化の問題につ
いては意識されているが、生産人口の減少の視点から
の検討や、限界集落の増加による従来の防災計画への
影響に関する検討が、より重要である。
　これまでの国土管理に関する長期計画は、戦後の荒
廃した国土を出発点として、安全安心と経済発展を目
的としてきた。しかし今後は、半世紀にわたって投資

がなされ整備された国土を出発点にして、既存の資産
を考慮して効率的に計画を考える必要がある。河川計
画では、経済の縮小や環境意識の変化という背景を受
けて、ダム事業の検証などが進められている。比較し
て、砂防事業は、河川計画ほど厳しい反対意見は少な
く、計画論の議論も少ないまま推移してきた。国土交
通省は本年4月より「今後の土砂災害対策を考える会」
を開催し、今後の土砂災害対策の進め方を討議してい
る。
３. 国土変化の一要素としての森林の変化
　日本の森林面積は明治時代以降変化していない。し
かし1970年代半ば以降、森林伐採が減少した結果、植
栽後50年経過した人工林の面積が増え、人工林も「少
子高齢化」が著しい。この現況は木材資源の蓄積とい
う視点では充実していると評価できるが、森林機能の
視点からするとCO2吸収や斜面崩壊防止などに影響を
与えている。植栽後50年を越えた人工林は植栽後20年
の人工林よりCO2吸収量が少なく、CO2吸収の総量は
減少していると考えられる。
　森林と土砂災害の関係をみると以下のようになる。
戦後に多かったハゲ山での表面浸食による土砂流出に
対して、山腹工事等の治山事業を行った結果、1970年
頃の土砂災害の形態は、斜面表層崩壊とそれが流動化
した土石流が主体となった。これは根系の土質強度補
強効果が弱い若齢の人工林が多かったためである。
1980年代後半より斜面表層崩壊は減少傾向にあり、そ
れに伴い1990年以降は深層崩壊が注目されるようにな
った。また1990年以降、人工林の手入れの遅れやシカ
などの野生動物の増加による森林の劣化と、それがも
たらす土砂生産に対する対策が必要となってきた。こ

sabo vol.108 Oct.201124 sabo vol.108 Oct.2011



講 演 会 報 告

北原 糸子
きたはら いとこ

立命館大学
歴史都市防災研究センター 教授

講
演
２

東日本大震災と関東大震災
──義援金問題の処理をめぐって

1. はじめに
　３月11日に発生した東日本大震災は三陸沖の海底の
断層が連続して動き、長さ500キロ、幅200キロにわたっ
て起きた大きな断層のずれの結果、30ｍ以上の津波が
陸地を襲い多数の犠牲者が出る破目になった。そして
福島の原発事故が発生した。20世紀最大といわれた関
東大震災の時と同じようなことが今、三陸で起きている。
２．東日本大震災の義援金の処理
　今回の震災で６月上旬までの日本赤十字社と中央共
同募金会に集まった義援金額は2500億円である（６月
６日現在）。これらは、学識経験者、被災都道県、日

本赤十字社から構成される義援金配分割合決定委員会
において各都道県への割当額が決められ、さらに都道
県の配分委員会を経て、各市町村へ、各市町村から被
災者へと渡る流れとなる。この義援金処理の問題点と
して以下が挙げられている。
①6月6日現在、義援金配分割合決定委員会における配
分では、都道県に送られた義援金823億円、その内被
災者へは370億円、義援金全体の15％しか被災者の手
元に渡っていない。
②自治体も被災してマンパワーが不足、罹災証明書の
手続き、避難先の把握が困難となり、作業の遅れが発生。
③義援金の支給により生活保護停止となるケースも出
ている。
　では、関東大震災ではどうであったのか？
３. 関東大震災の義捐金処理
　関東大震災（1923年）の義捐金最終期の集計結果に
よれば、義捐金品は6000万、外国からの義捐金品4000
万円と合わせれば、それまでの災害でも例がない１億円

のように森林の変化も土砂災害対策と深く関わってお
り、人口の将来像と同様に森林の将来像も、今後の土
砂災害減災を考えるうえで重要な要因である。
　近年林野庁は、木材利用における国産材の割合を将
来50％に上昇させる林業活性化を目指している。これ
は森林資源の有効活用の1つの方法であるが、長期的
には若齢人工林の増加による表層崩壊の潜在的な危険
性を増加させることにもなる。気候変動による降雨特
性の変化に加え、土砂災害に影響を与える長期的要因
の変化として注目する必要がある。
４. 大規模土砂災害への取り組み
　地震、火山活動による大規模な土砂移動現象は、通
常の砂防計画との関係が確立しておらず、東日本大震
災以降、改めて巨大災害を想定して対策を行うことの
必要性が論じられている。土砂災害についても最近50
年間に発生した災害より、それ以前の100年間の災害
がより規模が大きかったとの受け止め方もある。
　砂防学会は「東日本大震災調査委員会」を立ち上げ、
巨大災害の減災計画など、広範囲の検討を行っており、
そのなかには東海・東南海・南海地震発生時の土砂災
害の予測・想定も検討課題となっている。東海・東南
海・南海地震発生時の災害の予測・想定に関して、南

海地震と認知されている887年仁和地震により長野県
八ヶ岳で発生した「八ヶ岳大月川岩屑なだれ」が注目
されている。この地震では内陸部でも大規模崩壊が発
生しており、東海・東南海・南海地震での従来の土砂
災害想定範囲を拡げる必要がある。着実な調査研究を
積み上げ、対策を行う必要がある。
５. 土砂災害減災に向けて
　砂防施設の維持管理や土砂災害警戒情報の高度化等
の検討の深化とともに、以下に関する議論が必要である。
① 平野部の都市住民が土砂災害を理解し、土砂災害減

災を支える構造の構築
② 土砂災害の減災に関わる技術者、研究者が、幅広い

視点で国土の将来像を論じる枠組みの構築
③ 土砂災害研究者の、国際的に存在感を発揮する努力

や、基礎科学発展への貢献に加え、被害軽減の成果
を伴う研究の実施

　土砂災害減災に向けて、砂防学の役割と責任が増大
する一方、事業量は増加する状況ではないため、減災
に関わる技術者・研究者が高い志を維持することが重
要となる。さらに砂防に関わる科学・技術への期待はま
すます増大するため、基礎科学と防災分野がこれまで
以上に連携を深めて、その期待に応えなければならない。
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規模となった。この事態に、震災発生から2週間を経過
した9月16日、内務大臣後藤新平は、義捐金処分案を提
案した。震災発生から半月を経た段階での２700万とい
う多額の応募金額を踏まえて、食糧、被服、応急施設
の３分野に支出することを提案するもので、翌17日の閣
議でそのまま承認された。ここに罹災者個人を対象とす
る支給項目はなく、公的な施設に的を絞ったものであっ
た。民間の任意の支援である義捐金に、政府が直接関
与して閣議決定するのは前例のない形態であった。
　1899年（明治32）に制定された罹災救助基金は、戦
後体制の最初期に災害救助法（1947年）が制定される
まで存続し、震災時の災害救助の法的根拠となるもの
であった。関東大震災の多額の義捐金はこの罹災救助
基金と位置づけられて処理されることが閣議決定され
たのである。
　同じく9月16日の閣議において、後藤内務大臣から
恩賜金1000万円の処分が提案された。この提案の前文
には罹災者への現金給付の理由について、震災地に留
まる罹災者に対して不足の物資は国費より支給してお
り、現金を配分するのが最良の方法であるためとして
いる。すでにこの段階で内務官僚は11月15日に罹災者
全国調査を行うことで、恩賜金の下付によって全国に
拡散した罹災者の把握を構想していた。こうした提案
は、社会局、すなわち震災臨時救護事務局の中心部局
が、義捐金は食糧・被服・応急施設費として処理し、
天皇の「聖恩」を罹災者個人に現金で与えることで、
2種の罹災者給付金で相補い合うように構想していた

のである。多額の義捐金は、故郷を目指した避難民を
迎えた各府県が、各々独自に府県内で募集した結果集
まったものであった。関東大震災の例をみない多額の
義捐金と恩賜金は罹災救助基金と同等に位置づけられ
ることによって、震災地から各府県に広く分散避難し
た罹災者に対する救護費に充てることが法的に位置づ
けられたのである。各府県が独自の判断で始めた義捐
金募集は最終的に国家に巧妙な形で吸収され、救護費
に充てられたことがわかる。これも財政困難時に民間
の善意をその意図を殺さず、行政手腕で活用した一つ
の知恵だといえるのではないかと考える。
４. 震災義援金処理の比較
　二つの大震災における義援金の収集・使用状況に着
目すると、まず、両大震災とも多額の義援金が集まっ
ている点は共通している。東日本大震災においては、
市民レベルの自発的な義援金活動は盛んであるが、受
け皿となる自治体自体が被災していることもあり、震
災後３ヶ月経っても義援金が十分に活用されていない。
一方、関東大震災においては、震災直後から各府県知
事（当時は官選）が救済委員会を設置して組織的に義
捐金を募集し、震災後二週間で義捐金の使用用途に関
する閣議決定が行われるなど、 義捐金の募集から使い
途まで官主導で迅速に行われたのが特徴である。民意
を汲み取ろうとする民主主義は時間がかかるのである。

滝口 太
たきぐち ふとし

宇宙航空研究開発機構(JAXA)
宇宙利用ミッション本部
衛星利用推進センター
防災利用システム室 室長
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防災分野における衛星利用
──東日本大震災への
JAXAの対応について

１. はじめに
　宇宙は国境を越えた活動を支える共通財産である。
例えば地球温暖化の観測を宇宙から行うことには、地
球規模課題を解決するためのフィールドと位置づけら
れる。また、これまでの陸・海・空という地球内での

フィールドに、「宇宙」というフィールドが加わるこ
とで爆発的な技術革新が起こせる可能性を秘めている。
２. 生活の一部としての宇宙利用について
　宇宙開発技術を利用することについては、今や、衛
星を意識せずに宇宙からの便益を享受できる時代とな
っている。JAXAでは、小惑星探査衛星「はやぶさ」
に代表される科学技術の探求のための衛星技術と、陸
域観測衛星「だいち」に代表される人類の生活に役立
つ衛星技術の両輪で、先駆的な研究開発を行っている。
　このような開発技術は社会基盤となりうる技術であ
るが、その技術を利用し社会に定着させるためには、
時間をかけた実証や急進的なイノベーション、一方で
トップダウンによる政策等が必要であると考えられる。
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今後の宇宙利用の方向性として、温暖化等地球規模の
課題に対して宇宙から地球全体を観測し、世界全体を
見通していく活動として定着させたいと考えている。
３. JAXAによる防災分野への衛星利用促進活動
　JAXAでは陸域観測技術衛星「だいち」を平成18年
度に打ち上げて、地図作成・地域観測・災害監視・資
源探査といった分野での利用実証を行っており、災害
観測では国内外併せて300件以上の観測を行い、防災
関係機関にデータ提供を行っている。
３-１国内防災機関との連携

　国内の災害に対して、防災機関と一体となって衛星
利用促進に取り組むため、平成18年度に内閣府と文部
科学省が事務局となって関係機関の協力を得ながら

「防災のための地球観測衛星等の利用に関する検討会」
を開催し、「だいち」による災害観測を防災活動に活
用するための実証を行うことと、防災ユーザーが求め
る衛星システム像について取りまとめを行った。
　平成21年度からは、研究開発・利用実証としての「だ
いち」の成果が確認できたため、よりオペレーショナ
ルな活動を目指すこととし、内閣府と協定を締結し指
定行政機関からの要請に応じた情報提供を行ってい
る。また、地方自治体では、岐阜県、新潟県、和歌山
県、三重県、徳島県、高知県と協力協定を締結してい
る。さらに、衛星利用研究に積極的な大学との連携に
より、東北地方と山陰地方についても災害時における
衛星利用の促進を図っている。
３-２アジアや世界の防災活動への貢献

a）センチネルアジア

　センチネルアジア（アジアの監視員）プロジェクト
はアジア太平洋地域宇宙機構会議の下、JAXAが事務
局となってアジア地域の宇宙機関と防災機関とのネッ
トワーク作りを行い、平成18年度から運用している活
動である。現在のプロジェクトは「だいち」の観測デ
ータだけではなく、インド、タイ、韓国、台湾の衛星
から観測データの提供、アジア各国の研究機関による
データ解析、超高速インターネット衛星「きずな」を
活用した情報配信を行っている。
b）国際災害チャータ

　世界各国の宇宙機関が協力して、衛星による災害観
測を行い、情報提供を行う枠組みで、フランス、米国、
カナダ、インドなどの宇宙機関が参加している。東日
本大震災では、センチネルアジアと国際災害チャータ

をあわせて約5,000枚の衛星画像が提供された。
　このような膨大な衛星画像が提供された背景には、
日頃よりJAXAが他国の災害撮影に貢献しているとい
うことも一因である。
４. 「だいち」による東日本大震災への対応
　JAXAは３月11日に地発災後より、内閣府に被災地
域の災害前衛星画像に地理情報を重畳させた「だいち
防災マップ」を提供し、発災後の衛星画像は３月12日
の午前には提供を開始した。３月12日には下北半島か
ら関東に至る広域の内陸部を撮影し、国土交通省国土
技術政策総合研究所で崩壊地等の有無について解析を
実施し、３月14日には八戸から茨城県北浦に至る沿岸
域を撮影し、浸水域の解析を実施ししている。また、
合成開口レーダ（SAR）による評価解析、干渉SAR
による地殻変動の把握、SARによる海上漂流物の把
握等を約一ヶ月間実施した。
　東日本震災への対応から得られた知見は次の通り。
災害直後の情報収集には広域俯瞰図としての「だいち」
画像が非常に有効であった。また多数のセンサを搭載
することで常時観測が可能となるため、複数のセンサ
を搭載することの重要性が確認できた。被災域の変化
抽出のためには衛星による長期間の繰り返し観測が重
要であり、「だいち」が停止した現在、後継機を早期
に導入すべきである。
　衛星による災害監視の今後の方向性は、可視画像の
提供のみではなく、熱的変化把握や津波観測に対応す
るため、新たな地球観測センサの研究開発が必要と考
えている。
５. 通信実験衛星による東日本大震災への対応
　岩手県の県庁本部と県内各地域の出先機関につい
て、超高速インターネット衛星「きずな」の回線を利
用することによりTV会議用の回線を提供するととも
に、インターネット環境を提供した。また、避難所へ
は「きく8号」によるインターネット通信回線を提供
し安否情報確認等に活用された。
６. おわりに
　地球観測データの利用を進めるため、宇宙機関に加
え、行政機関、民間企業などの利用機関も参加して、
ユーザーの利便性が高い、データの公開・共有・統合
解析環境の構築を行い、データを誰もが取り出せ、使
える情報とすることで、「誰もが宇宙を使えるように」
なると考えている。
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