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平成26年６月17日、砂防会館シェーンバッハサボーにおいて、恒例のセンター主催講演会を開
催しました。この講演会は、砂防を中心とした多方面の防災に関する情報をお伝えするため平成
14年より毎年行っているものです。今年度も、来賓に国土交通省大野砂防部長を迎え、285
名の参加者が熱心に聴講するなか、盛会に終わりました。以下にその概要を掲載いたします。
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国土技術総合研究所における砂防研究の動向等

１.  国土技術総合研究所における
 研究活動等の概要
　国土技術政策総合研究所では、平成26年度より新たに
土砂災害研究部を設置し、部内に砂防研究室と土砂災害
研究室を設けた。砂防研究室では、深層崩壊を含む土石
流対策指針などの砂防計画論や事業評価、大規模土砂生
産後の流砂系土砂管理の在り方に関する研究など、総合土
砂管理や適切な施設配置・設計手法に関する研究活動を
行っている。一方、土砂災害研究室では、リモートセンシ
ング、土砂災害防止法などによるソフト対策、急傾斜地崩
壊対策等に関する研究活動を行っている。また、研究活動
によって得られた知見や技術を活かし、国土交通省地方整
備局の職員育成なども行っている。
　私の所属する砂防研究室での活動事例を一部紹介する
と、流砂系における大規模土砂生産後の土砂動態把握とし
て、下流への土砂供給の影響を知るため、流出土砂の中・
長期的な観測結果の分析を行っている。たとえば大規模な
土砂移動が起こった後の土砂動態は、大規模な土砂流出
が生じた年だけでなくその後数年間にわたって多量の土砂
流出が続くという状況や、流域の特性に応じて、粒径成分
もある程度安定しない時期が出現しているようすが明らか
になってきている。また掃流砂の観測結果から、同じ水深
でも総流出土砂量は地域・時期によって異なることや、大

きい時期から安定期を迎えて下がる、などのヒステリシス
が見られることなどを整理している。今後は、ハイドロフォ
ン等のデータを効率よく加工することで、リアルタイム観測
による監視体制に結びつけていくことができないか、市町
村等の警戒避難へ活かせる仕組みを構築できないか、等
を検討していきたいと考えている。

２. 近年の土砂災害と傾向分析
　近年の土砂災害は、伊豆大島での土石流災害等でみら
れるように激甚である。平成13年～21年までに死者・行方
不明者の生じた土石流災害について、24時間雨量の降雨
確率年について分析した結果、降雨確率年が100年を超え
るものが30件のうち12件あるなど、降雨確率規模が増大傾
向にあり、砂防施設には、計画規模以上の外力が加わるこ
とも想定する必要があると考えられる。また、土砂災害に
よる被害の推移をみると、都市平地地域において土砂災害
の被害は拡大していないほか、土砂災害単体での死者数
が100名を超える事例は過去30年発生していないこと、被
害家屋数が1000件を超える事例は1990年以降発生してい
ないことなどが判る。一方で、長期的には深層崩壊発生件
数は、おおむね増加傾向にあることが明らかになっている。
とくに中山間地域では、深層崩壊によって地域に深刻な被
害を及ぼす土砂災害がたびたび発生している状況が見られ
た。

３. 大規模土砂災害対策の研究に係る論点整理に向けて
　深層崩壊に関しては、これまでに深層崩壊推定頻度マッ
プや、微地形解析による渓流単位の深層崩壊の危険度評
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価の公表、大規模土砂移動を検知するための振動センサ
ーの設置等を行ってきた。現在は、深層崩壊対策の計画
立案等に向けて、流域の発生ポテンシャルを踏まえた基本
方針の体系化を目指している。たとえば、渓流水質を用い
た深層崩壊危険度評価手法などの技術開発、過去の実績
や数値計算等によって深層崩壊の生じうる場所における被
害想定手法の検討や、深層崩壊に先行する土砂流出を監
視することで警戒避難へ生かす取り組み、超過外力に対す
る砂防えん堤の効果についての考え方の整理などへの取り
組みはさまざまな研究機関と連携しつつ、強化していく必
要がある。
　特に、超過外力に対する砂防えん堤の効果に関して、現
行の設計基準では深層崩壊など発生頻度の低い大規模崩
壊に対する設計基準が明確でないことから、大規模崩壊
に対して効果を発揮する砂防施設の目標性能の考え方を他

の土木施設の性能マトリックスと比較して、整理することが
重要と考えている。

４. 古い砂防等施設にみる超過外力対策の紹介
　歴史のある土木施設のなかには、水害や土石流対策とし
て工夫された点がいくつかみられる。たとえば、限られた
材料の中で超過外力に対抗するために土石流などを上手に
いなす構造をしている砂防施設、土石流対策だけでなく橋
や猪鹿垣などの複数機能を有した砂防堰堤、霞堤のように
外力を制御し構造物の耐力にメリハリをつけるような施設
などが存在する。予算調達や事業化の経緯もさまざまに工
夫されていて興味深い。信頼性の高い施設を一定の考え方
で効率よく提供していくことは重要な使命であるが、その
中で先人の工夫や足跡から学ぶべきものは取り入れていく
姿勢も重要ではないかと考えている。

1. はじめに
　平成16年７月新潟・福島豪雨災害においては、犠牲者の
半数以上が高齢者であったことから、地元紙である新潟日
報は「惨事、高齢者を襲う」という見出しで報道するなど、
社会全体に対し災害時要援護者対策を強く促すきっかけと
なった。そこで、災害被害の質が異なる大雨災害と地震災
害について、それぞれの過去の災害事例を分析し、高齢
者を中心とする災害時要援護者（以下、要援護者という）の
被害軽減に必要な避難行動について考察した。

2．大雨災害における避難行動
　平成16年７月新潟・福島豪雨等の被災地域にて、聞き取
りによる調査を行った。その結果、高齢者は若年層にくら
べ個人差が大きいため、被災する原因は一様ではなく、大
別して３パターンあることが明らかになった。そこで、各被
災パターンにおける被害軽減に効果的な対応と対策を考え
た。避難行動を考える際のポイントは次の通りである。

 パターン① 
 家屋が災害に対し脆弱な地域に位置しており、

 家屋ごと破壊され被災する

　このパターンは河川の近傍に家屋があり、２階以上に及
ぶ洪水氾濫が予想される地域で、洪水の際に屋内におり、
家屋ごと破壊され被災するケースである。
　この場合では、高齢者でなくとも被災する可能性があり、
早い段階での避難所への移動、ハザードマップの整備によ
る危険箇所の同定と周知、土地利用規制（危険地域に家屋
を配置しない）が被害の軽減に有効である。また、要援護
者に対して、行政からの「避難準備情報」を活用し、早い
段階での対応が期待される。

 パターン② 
 家屋は破壊しないが、１階床上程度となる

 浸水により被災する

　このパターンは河川からやや距離のある場所に家屋が位
置し、かつ床上程度の浸水が予想される地域で、洪水の
浸水深が増加した際に、家屋の１階に留まっていた、また
は避難所や仕事場への移動途中で屋外にいた、このような
状況で被災するケースである。
　この場合では、早い段階での避難所への移動のほか、
自宅の２階以上に移動する「屋内退避」も有効な避難手段
である。
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風土に刻された「土砂災害」の記憶 ──巨大災害の世紀・治山治水・水系一貫の思い

 パターン③ 
 要援護者のそばに避難支援者が

 存在しなかったために被災する

　このパターンは浸水等までに一定の時間があるものの、
要援護者のそばに避難支援者が存在せずに、避難行動が
とれなかったために被災したケースである。
　この場合では、平時からの要援護者名簿の共有や、地
域の避難支援者の特定など、事前に支援体制を整えること
が重要である。

3．地震災害における避難生活
３-１　地震災害時の避難行動に係わる課題

　一般に、風水害や土砂災害においては、発災が予想さ
れてから被害が顕在化するまでにリードタイムが存在し、
土砂災害による被害は災害初期～避難対応期に集中する。
しかし地震災害においては発災までに時間的余裕がなく、
また余震の影響等により避難生活が長期化するなど、影響
が長期間に及ぶことがある。そのため地震災害においては、
災害発生時の避難行動に加え、避難生活が長期化した場
合の要援護者の避難生活に係わる問題が課題となる。

３-２ 平成16年新潟県中越地震における

 高齢者の避難生活の実態

　平成16年の新潟県中越地震においては、被災した地域
の人口の７割以上が避難する事態となり、多くの避難者が
２カ月間にわたり避難生活を余儀なくされた。指定避難所
のスペースは十分ではなく、車やテントなど、避難するには
適さない場所で避難生活を継続することになった。しかし、
そのような場所で要援護者が避難生活を長期に継続するこ
とは困難であり、実態として、避難所から緊急避難的に病

院や介護保険施設に入院・入所する人が激増した。その際、
受け入れ先の選定・移動・準備などを行う人員が不足した
ことで、対応の遅れや病院本来の機能が停滞することにな
り、二次災害の恐れが高まる事態となった。

３-３ 福祉避難所設置による

 緊急入院・入所者軽減の試み

　この反省を生かし、平成19年の能登半島地震、中越沖
地震においては、一般の避難所と福祉機能をもった福祉避
難所を併設することで、要援護者の緊急入院・入所ニーズ
を一定数減らすことに効果を上げた。一方で、東日本大震
災においては、福祉避難所を設けて対応したが、その数
や質は十分ではなかった。現在は改善に向けて、避難所
での生活環境確保等に関するガイドラインも作成されてい
る。

４．要援護者の避難行動について検討すべきポイント
　以上により、風水害や土砂災害における要援護者の避
難行動を考える際は、避難の１つの方式として屋内退避を
位置づけ、適切な屋内退避の方法を周知することや、要
援護者の避難支援者を避難計画に位置づける、居住地域
等の地域特性を踏まえた適切な避難行動を自己決定でき
る仕組みを整える、また避難情報発令の際に自治体職員
でも判断に迷わない数値基準の設定及びその前提となる雨
量・水位の観測体制を整備することが重要であると考える。
　地震災害については、要援護者への長期的な支援が必
要になることを認識し、今後の災害に備えて支援体制を整
備することが期待される。

１．はじめに
　日本では、巨大地震、大豪雨等が頻繁し、巨大災害の

世紀に突入したといえる。
　日本列島は、災害の苦難（九難）に満ちており、災害
の大小には多くの人為が絡んでいる。また、最大の環境
破壊は自然災害であり、これを防ぎ減ずる防災・減災は
環境保全の根幹であり、安心・安全国土の形成に向けて
の第一歩である。
　環境と防災は密接不可分な関係にあり、我々が災害に

竹林 征三
たけばやし せいぞう
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どう対応するのかを考えるうえで、風土に刻されている
災害の記憶を徹底的に調べ熟知し、先人の深い知恵から
学ぶこと、そして先人の労苦の跡を訪ね敬意を表するこ
とが重要である。そして、治山治水・山と川は一体のも
のであるという水系一貫、河川は洪水の流れる場という
より土砂流送場であるということについての深い認識、
すなわち一気通貫管理の思想を持ち、土砂災害への対応
に取り組むことが重要である。

２．日本列島の災害の九難（苦難）の宿命
　日本列島は地球上で災害が発生しやすい特異点に位置
し、災害に対する九つの宿命がある。それは、巨大な地
球の12面のプレートのうち、４面がちょうど激突する境
界にあるため、地殻変動に伴う【地震】、【津波】、【火山】
の三つの宿命がある。
　次に気象面では、脊梁山脈にぶつかる寒気や暖気、日
本海と太平洋からの無限の水蒸気の補給、さらに都市部
の局所的上昇気流の発生により、積乱雲が発生しやすく、
日本列島は豪雨発生装置であり、【豪雨】、【豪雪】、【台風】
の三つの宿命がある。
　さらにそこに住む人々の居住空間として、日本は山地
が多く、わずかな土地に人口・資産が集中しており、平
野部では河川は天井川を形成している。そのため雨が降
れば【山地崩壊】、【洪水】、降らなければ【渇水】の三
つの宿命がある。
　土砂災害については、日本はさらに災害に対する九つ
の苦悩として「第三紀軟質岩帯」、「花崗岩の深層強風化
地帯」、「火山灰地帯」、「隆起沈降する地形」、「中央構造
線」、「多種多様な地質」、「狭あい地での経済活動」、「液
状化危険地帯」、「急傾斜地での生活」を持ち、これが災
害大国日本の宿命となっている。
　
3．風土に刻された災害の宿命
　防災・減災を考えるには、風土に刻された災害の宿命
についての理解が必要である。すなわち、「風土に刻さ
れた災害の宿命」=「風土が語る災害の記憶」であり、
いくつかの災害の事例を紹介しながら、災害の記憶を辿
った。

４．巨大災害の世紀
　日本では巨大地震、大豪雨等が頻繁に発生したほか、

これまでなかった同時多発竜巻等、巨大災害の世紀に突
入したといえる。近年では、「異常豪雨」、「巨大台風」、「爆
弾低気圧」、「ゲリラ豪雨」が頻発し、伊豆大島の例や平
成24年北部九州豪雨では４時間400mmという観測史上
最大の豪雨や、フィリピンに直撃した台風30号のように
南海上で何日か停止し、巨大化してから日本列島を直撃
する台風（平成23年度は四つの台風）等が、日本に到達
するケースが増えてきている。
　さらに、東日本大震災をはじめとする巨大地震が頻発
し、東日本大震災では巨大津波により甚大な被害が発生
している。

５．災害に対する備え、防災・減災
「防災・減災」を考えるには、従来の砂防技術や土木技
術に、「良好風土形成を目指す地域づくり（風土工学）」
と「災害は最大の環境破壊である。防災は環境保全の根
幹である（環境防災学）」の両学の下支えが重要であり、
風土に刻された災害の宿命についての理解が原点として
必要である。つまり、「環境風土を深く知る」「先人の苦
労と知恵に敬意を表する」「安心安全で誇り高い個性豊
かな地域形成への思い」が必須である。
　災害（天変地異）の因の理解・認識が足りなければ、
災いの結果として被害は無限大に拡大していく。植物の
種にたとえれば、降雨、太陽（判断の誤り等、人間の三
毒、貪・瞋・痴による人為）により芽生えた災害の因は、
成長し大木（巨大災害）に育ち、文明崩壊へとつながっ
ていく。
　それに対して、災いの因の発生初期段階で的確なる対
応をすることにより、その結果として被害を小さくする
ことができる。すなわち、災害は初期対応が重要であり、
初期段階で対応することによってわずかな対策、費用で
防ぐことができる。よって、災害対策に重要なことは、「早
期に対応すれば簡単な対策で変状は止まる」、「思わぬ変
状に対しては、対策後も最後の追加・プラスアルファの
だめ押しが重要である」であり、手遅れになればどんな
ことをしても止まらない。最悪の結果、カタストロフィ
ーに至る。
　土砂災害への対応は、山林と土砂の流送の場としての
河川は一体であるという治山治水、山間から河口まで水
系一貫で対応する「一気通貫管理の思想」を持ち取り組
むべきであると考える。
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