
砂防・地すべり技術センターが産声を上げて40年、
砂防技術の研鑽とその実践を通じて社会貢献にまい進してまいりました。
この節目の年を記念して、砂防シンポジウムを企画、開催いたしました。

その概要をお知らせいたします。

（一財）砂防・地すべり技術センター 創立40周年記念シンポジウム

「土砂災害から生命を守る」
平成27年６月16日火　於：砂防会館別館シェーンバッハサボー　利根（淀・信濃）

挨拶

シンポジウム報告

　このシンポジウムの開催にあたり、全国各地より400名近い多勢の方々に参加いただきま
したことをまずは御礼申し上げます。
　今年は昭和50年に設立されました当センターがちょうど40年を迎えるという節目の年でご
ざいます。この10年は、東日本の大震災をはじめ地震活動、火山噴火活動等が非常に活発に
なり、また地球温暖化の影響もあり、全国各地で集中豪雨あるいは記録的豪雨といったもの
が起こりました。紀伊半島の豪雨災害、阿蘇周辺の土砂災害、伊豆大島の土石流災害、そし
て昨年は広島市西部で同時多発的に発生した土石流災害、こういう大きな災害が頻発してい
ます。
　そういった背景を受け、このシンポジウムでは「土砂災害から生命を守る」という大きなタ
イトルをつけさせていただきました。最近の土砂災害あるいは自然災害について、どのよう
な特色あるいは課題があるのか、そして、それらに対してどういう点に着目しながら対応をし
ていったらいいのか。そういったことを中心に、本日、有識者の方々にパネルディスカッショ
ンをしていただきたいと考えています。
　多勢の方々の参加にあらためて感謝申し上げますとともに、今日の記念シンポジウムが皆
様方にとりまして実り多いことを祈念いたしまして、開会のあいさつとさせていただきます。
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（一財）砂防・地すべり技術センター 理事長
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基調講演

「砂防行政の新たな展開」

　砂防・地すべり技術センター創立40周年誠におめでと
うございます。砂防技術の課題に次 と々挑戦し、砂防行
政に沿った技術をしっかり磨き、発信してきて下さった、
それがこの40年の歴史ではないかと思っております。ま
た、本日はこの記念シンポジウムの基調講演という、名
誉のある役割を与えていただきましたので、現在我々が
取り組んでいる砂防行政について、皆様方に少しご紹介
したいと思います。

　まず、気候変動と土砂災害ということで、最近雨の降
り方が非常に激しくなったという印象を皆さんもお持ちだ
と思います。IPCC─気候変動に関する政府間パネル─
から、21世紀末までに世界の平均気温は0.3℃～4. 8℃
上昇する、日本でも今後100年間で、平均気温は2.5℃
～3 . 5℃上昇するということが示されています。
　一方、雨量は平成25年に気象庁の所管雨量観測所
のうち133地点、39都道府県で、観測史上１位の１時間
雨量を記録しています。これを受けて、平成26年にはど
のような土砂災害が発生したかというと、7月に長野県の
南木曽で１名の中学生の方が亡くなり、８月には広島市
安佐南区、安佐北区で74名の方が亡くなっています。こ
れ以外にもいろいろな災害が起こった年で、トータルで
は1,184件の土砂災害があり、死者は81名、これは非
常に多い数字です。それから注目していただきたいのは
全壊家屋の数が161戸と多いこと、非常にたくさんの家
が被害に遭れているということです。
　そこでその対策についてですが、やはり土砂災害対策
の一番基本になるのはハード対策なのです。ハードの予
算を伸ばしてしっかり予防対策をやっていく必要があり
ます。人命を守るだけではなくて社会資本も守りますの

で、このハード対策の充実が基本的な考え方です。しか
し予算は伸びないわけでして、非常に苦労しております。
　それからソフトですが、昨年の広島の災害を含めて、
土砂災害による人的な損失というのは非常に大きいもの
があります。人命だけは戻らない、ですから、「逃げる」
という技術をしっかりと磨くということで、一つの渓流で
41名もの死者を出す（八木3丁目地区）土石流が起こっ
た広島の災害を受けて、土砂災害防止法を改正いたしま
した図-1。これは８月20日に災害が発生、９月１日に総
理大臣が国土交通大臣に指示をして10月14日には閣議
決定、11月19日公布、翌年１月18日に施行という非常
に短期間の流れでした。内容は「どこが危ないか」「い
つ危ないか」を土砂災害警戒情報で市町村へお伝えし、
地域防災計画書に避難場所、避難路をきちんと書きこ
み、逃げていただく、そして国は、市町村へしっかりした
技術的支援をするという法律改正です。また、危ない場
所には人を住まわせないという土地利用規制も大切で、
土砂災害防止法をしっかり運用していくということです。
　さらに、危機管理というのが非常に大きな使命として
今、我々のミッションになっています。いったん事が起こ
るとTEC－FORCEという技術部隊を組織して、ただち
に現地に赴きます。そのほか、現在の砂防部の取り組み
としては、ブロックごとの推進会議を開催し、ガイドライ
ンや各種手引きを作成するなどの基本的な考え方をお示
ししています。
　そして他省庁との連携では、特に文部科学省・厚生
労働省と、要配慮者利用施設の実態把握を行います。
これは病院や学校の方々にしっかり逃げていただけるよ
うにしよういうことであります。また内閣府でも、総合防
災訓練大綱の中に、土砂災害・全国防災訓練を書き込
むなどしています。さらには、消防庁とは防災訓練を一
緒に行うことにしました。このほか、宅地建物取引の時
などにも、土砂災害の危険な箇所であるという情報提供
をきっちり行い、がけ地近接等危険住宅移転事業もし
っかり活用するのと併せて、建築物の改修時には補助金
を出せる仕組みを住宅局でつくるなど、全省庁挙げての
土砂災害対策に対する取り組みを行っているところです。

1981年	 京都大学農学部卒業
1981年	 建設省入省
2008年	 広島県土木局長
2011年	 国交省河川局保全課長
2012年	 国交省水管理・国土保全局砂防計画課長
2013年	 国交省水管理・国土保全局砂防部長
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国土交通省水管理・国土保全局砂防部長
（肩書きは収録当時）
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創立 4 0周年記念シンポジウム報告

　次は火山における砂防についてです。９月27日土曜
日11時52分に御嶽山で噴火が発生しました。本当に気
の毒なことには、火口近くで多くの人がお弁当を食べて
いる時刻だったために、死者57名、行方不明者６名とい
う人的被害が出ました。こういった場合、火山灰などが
次の雨で下流へ流下して来ます。砂防・地すべり技術セ
ンターはこういった火山関係の卓越したシミュレーション
技術を開発してこられました。そのシミュレーション結果
を見て、危険区域にある家は立ち退いてもらったり避難
してもらったりするというわけです。
　次は口永良部島ですが、5月29日噴火があり、噴火レ
ベルが５、火砕流が海岸まで到達したということで、途
中木がなぎ倒されているような状況です。
　砂防では火山噴火緊急減災対策砂防計画を作成し
ています。砂防・地すべり技術センターでもリアルタイム
ハザードマップを作っていただいています。間もなく活動
火山対策特別措置法の一部改正が、国会で成立の運
びになります。噴火警戒レベルに合わせて避難計画を作
り、火山防災協議会を組織するという内容などです。こ
れも新たな動きです。
　それから、砂防は海外へ展開しておりまして、ブラジル
へは砂防の専門家を二人、スリランカに一人出しています。
また、ネパールにはアタッシェを送っています。そのほか

の国々でも二国間で協議や会議をしています。
　ブラジルでは平成23年、リオデジャネイロで死者行方
不明者がおよそ1,200人、２万人が家を失うというような
土砂災害が起きています。ブラジルは土地が広いので人
が密集して住んでいないような印象をお持ちかもしれませ
んが、実は都市部では斜面に多くの家が張り付いていま
すので、そういう場所でのリスクマネジメント、それからア
ーリーウォーニングなどの技術移転をしっかりとするという
ことでやっています。
　スリランカでは多く発生している地すべりに対して、プロ
ジェクトサイトを決めて技術指導しているということです。

　現在、我々が土砂災害を防ぐために取り組んでいる行
政をざっとお話ししました。我々の施策展開は非常に大
事なのですが、施策を実行するためにはそれを裏付ける
技術的な根拠というものが必要です。40周年を迎える
砂防・地すべり技術センターのますますの発展をお祈り
するとともに、今後も施策目的に沿った技術を展開し、
いっそう行政を支えていただくということをお願いしたい
と思います。それから本日ご参集の皆様のご活躍、日頃
の国土交通行政へのご貢献に感謝を申し上げて、私の
講演を終わらせていただきたいと思います。
　ご静聴ありがとうございました。

図-1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

sabo vol.118 夏 2015sabo vol.118 夏 2015 9



「近年発生している自然災害とその対応について」

パネルディスカッション

池谷コーディネーター 本日は、壇上の先生方と御一緒にパ
ネルディスカッションを進めていきたいと思います。
パネラーの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
先ほどの大野砂防部長の基調講演にもありましたよう
に、最近は大変悲惨な被害をもたらす土砂災害が全国
各地で発生しております。これらの土砂災害による被
害を防止軽減するために何をするかということは、今
まさに喫緊の課題ではないかと考えております。
　そこで、本日は火山学、砂防学、それから防災情報
学の、まさに我が国の第一人者の先生方にご参集いた
だきまして、土砂災害の実態や、現状と課題、そしてそ
れにどう備えていけばいいか、こういう視点でパネルデ
ィスカッションを進めていきたいと考えております。
　まず、最初に４名のパネラーの先生方からそれぞれ
ご専門の分野から見た最近の話題についてお話を伺い
たいと考えています。まずは、火山防災について、藤
井先生、よろしくお願いします。

最近の火山災害

藤井会長 それでは、土砂災害の一つの原因であります
火山活動についてご紹介をしたいと思います。
　最近の主な火山活動、2000年以降のリストでは、
ほとんどのものは100万t以下、小規模から中規模の

下のほうになります。特筆すべきものは、東京から
1,000㎞南のほうにある西之島です。これはもうすで
に２億5,000万tを超えるマグマを噴出しています。こ
の西ノ島は今も１日に約50万tの溶岩を流出し続けて
いて、かなり大きな規模の噴火となっております。
　それから、2014年９月に起こりました御嶽山の噴
火ですが、戦後最多の犠牲者が発生いたしました。現
在日本では、気象庁が常時監視をして30の火山に噴
火警戒レベルが導入されています。御嶽山の場合には
噴火警戒レベルが１、キーワードとしては「平常」と
いう状態で、この「平常」というキーワードが不幸な
ことになりました。これは本来活火山として平常、ノ
ーマルな状態で、つまり火口付近では何か噴出するか
もしれないという意味だったのですが、必ずしもそれ
が伝わりませんでした。
　もう一つは、この噴火は最初にクライマックスが来
たことです。例えば御嶽山でも1979年では最初は小
さな噴火で、昼を過ぎてからクライマックスが来まし
た。ところが今回は不幸にして最初にクライマックス
が来たので、もはや逃げるすべがなかった。それで、
噴火警戒レベル１「平常」というのは問題であるとい
うことになって、この御嶽山の噴火を契機に噴火警戒
レベル１は「活火山であることに留意」というキーワ
ードがつけられることになりました。
　次に日本で初めて噴火警戒レベルを５にした口永良
部島の噴火です。このときには火砕流も発生して海に
まで到達しました。あらかじめハザードマップで予想
していましたが、噴火後に噴火警戒レベルが５に上が
って全島避難に至っております。今後の見通しですが、
しばらくは断続的に噴火が続くと考えられますので、
ずっと島を離れたままになるのか、あるいは噴火、火
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氏
（一財）砂防・地すべり技術センター
研究顧問

1968年	 京都大学農学部卒業
1968年	 建設省入省
1998年	 建設省砂防部長
2005年	 （財）砂防・地すべり技術センター理事長
2012年　政策研究大学院大学特任教授

コーディネーター 	（一財）砂防地すべり技術センター	研究顧問　池谷 浩

パネラー 	 火山噴火予知連絡会	会長　藤井 敏嗣
	 （公社）砂防学会	会長　石川 芳治

	 NHK放送文化研究所	研究主幹　福長 秀彦

	 国土交通省国土技術政策総合研究所	土砂災害研究部長　渡 正昭
（敬称略）
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創立 4 0周年記念シンポジウム報告

山と共存することになるのかは、これから観測を強化
した上で住民の方、行政が考えるべきことだろうと思
います。
　最近火山の活動が活発に見えるため、活動期に入っ
たと言われることがありますが、必ずしも正しくあり
ません。ただはっきりしていることは、大規模噴火は
1929年以降発生していませんので、そういう意味では、
活動期に入るのはこれからだと考えています。
　比較的古文書のはっきりしている時代からの大きな
規模の噴火を並べてみると、３億㎥以上の噴火は、各
世紀に４、５回あるいは６回程度起こっていましたが、
桜島の大正噴火と北海道駒ヶ岳の噴火を最後に、この
規模の噴火は100年近く起こっていません。そのこと
を考えれば、間もなくそういう大きなものが幾つか続
けて起こるということは、覚悟しておいたほうがいい
と思います。
　今の地震活動の状況は９世紀の日本に非常に似てい
ます。869年の貞観の地震というのは、東北地方太平
洋沖地震の位置と大きさもぴったり一致しています。
それから863年の中越地震は、2004年や2007年の中越
もしくは中越沖地震と似ている。中央防災会議があと
数十年以内に起こると言っている、南海トラフでの３
連動の地震というものが、これはやはり９世紀に仁和
の地震として貞観地震の18年後に起こっています。
　９世紀には、このような地震活動だけではなく火山
活動も非常に活発でした。ですから９世紀と同じよう
に、日本でもこれから火山活動が活発化することは想
定しておいたほうがいいと思います。
池谷コーディネーター まさに最新の火山活動のトピックス

について藤井先生からお話をいただきました。その中
で、地震活動が９世紀に酷似しているということです
が、貞観地震の少し前に富士山の貞観の大噴火といっ
て、今の青木ケ原を形成した青木ケ原溶岩流が流れ出
てますよね。こういった地震と火山噴火とが連動する
可能性、特に富士山の大規模噴火という視点で見た場
合、最近の地震活動は影響するのかどうか。おそらく
火山予知連の会長としては非常におっしゃりづらいか
もしれませんので、藤井先生個人として何か見解をコ
メントしていただくと大変ありがたいのですが、いか
がでしょうか。
藤井会長 富士山は地質調査によって、最近3,200年間

に100回以上の噴火があったことを確認しております。
ということは30年に１回噴火した火山が今300年間休

んでいる、10倍の期間休んでいるということですので、
地震に影響されるかどうかに関わらず、いつ噴火をし
てもおかしくない状況にきているけれども、今は何の
兆候も見られません。地震もほとんど平常のレベルで
すし、山も膨らんでいません。ですが、気を付けてい
ただきたいのは、火山噴火は何年も前から準備をする
わけではなくて、我々が兆候をつかんだら、あっとい
う間に噴火に至ることがある。特に富士山のマグマの
場合には極端なことを言うと兆候をつかんでから数時
間で噴火をするかもしれません。1983年の三宅島の
場合には、地震が起こったと気がついてから１時間半
後にもう火柱が上がっておりましたので、そういう事
態も考えておいたほうがいいと思います。

最近の土砂災害の特徴

池谷コーディネーター 続きまして、石川先生、よろしくお
願いします。
石川会長 最近の豪雨による土砂災害の特徴について紹

介させていただきます。伊豆大島の土砂災害では、死
者36名、行方不明者３名で、非常に大きな災害にな
っています。やはり特徴としては多量の雨で、24時
間で824㎜、１時間雨量で118㎜、超過確率にすると
大体500年規模ということで、非常に稀な降雨です。
　もう一つは、降雨が中心部に集中していることです。
大体半径１㎞ぐらいのところに集中していて、離れる
と極端に雨が減っています。これは後の広島災害も同
じですが、真夜中に最大時間雨量がきて、避難が非常
に難しかった大きな原因になっています。
　伊豆大島の例は、大きな特徴としては山腹斜面のほ
ぼ全体が剥がれたように落ちています。もう一つは、
土石流が本来本川に入るはずなのが、途中で支川から
本川に曲がらないで真っ直ぐ行ってしまいました。ま
た広い面積にあった樹木が流れてきて橋が詰まり、下
流のほうで氾濫域が広がったことが被害を拡大した原
因になっております。
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氏
東京大学名誉教授、
火山噴火予知連絡会長

1975年	 東大大学院博士課程修了同理学部助手
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1997年	 東大地震研究所長
2003年	 火山噴火予知連絡会会長
2006年　日本火山学会会長
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　次は昨年の南木曽町の災害ですが、その特徴は非常
に短時間に雨が降ったことです。避難というのは、最
低２時間ぐらい前に言っておかないと急にはできない
ので、土砂災害警戒情報も間に合わなかったという例
です。
　また、広島災害ですが、皆さんもよくご存じのよう
に、やはり同じように狭い範囲に集中して降ったとい
うことです。あと、家屋の被害もかなり大きく、テレ
ビでもよく出ました県営住宅のある渓流では、山の奥、
谷の中まで住宅が張り付いていて、そこに土石流が出
たことで、被害が非常に大きくなりました。
　広島災害の特徴の一つは局地的な強い雨ですが、も
う一つはマサ土、花こう岩地域ということです。イメ
ージ的には一般の土石流に近く、一番上の谷の頭で斜
面崩壊が起こって、それが下ってくるときに途中の土
砂を巻き込んで大きくなり、下流の扇状地で氾濫して、
扇状地にたくさんあった人家に大被害を及ぼしました。
池谷コーディネーター 同じ土石流災害でも異なった課題が

出ているのは、場の条件が違っているというのが一つ
の原因ではないかと思われるのですが、先生はそのあ
たりはどのようにお考えですか。
石川会長 伊豆大島と広島災害でおわかりのように、基

本的には極端に大きな雨が集中的に降ったことと、も
う一つは地形・地質です。主に伊豆大島の場合には火
山地形で火山灰が広く堆積していたことと、地形がま
だ若く谷が発達していなかったこと、また一方、広島
についてはいわゆるマサ土地帯で、かなりきれいに発
達した谷に沿って崩壊とか土石流が流れてきたことが
特徴です。

地震による土砂災害

池谷コーディネーター では続きまして、渡先生、お願いい
たします。

渡部長 火山、それから雨ときたら次は地震の話とい
うことで、そこからお話をしていきたいと思います。

　過去10年で人的被害を伴った地震というのは60余
りあり、かなりあちこちで起こっています図-1。
　岩手・宮城内陸地震では宮城県栗原市の荒砥沢とい
う地区で、貯水池に大規模な地すべりが流入しました。
平成23年の３.11東日本大震災のときにも、福島県白
河市の葉ノ木平地区で地すべり性の崩壊が発生してい
ます。
　次は深層崩壊の推定頻度マップというもので、平成
22年に発表をしたものです。この深層崩壊のもたら
す土砂災害は３つのパターンに分けられます。「崩壊
土砂がそのまま人家等を直撃するタイプ」、「崩壊が発
生したものが土石流となって流下して下流地域に被害
を及ぼすタイプ」、「深層崩壊などによって河道が閉塞
され、その上流側に天然ダムが形成され、それが決壊
することにより下流側に土石流などの大きな被害をも
たらすタイプ」の３つです。　天然ダムがたくさんで
きた事例ということで２つご紹介をします。
　岩手・宮城内陸地震の時にはこの両県にまたがり、
15の天然ダムが形成されました。人的被害は、両県
あわせて死者10名、行方不明８名となっています。
土砂災害によるものだけでそれだけあったということ
です。発生したのは７年前の６月14日午前８時43分、
そういう時間帯でありました。
　もう一つの事例は、平成23年９月４日に紀伊半島
の随所で深層崩壊が集中的に発生し、合計17の地区
で河道閉塞が起こっています。この時は５日間の連続
雨量が最大1,800㎜というものすごい雨がもたらされ
ました。こちらのほうも緊急的な砂防事業はもとより、
翌年から紀伊山地砂防事務所という、国交省直轄の砂
防事務所が新設され、現在もその対応が続けられてい
ます。
池谷コーディネーター 豪雨とか火山噴火だけでなくて、地

震による土砂災害も十分気をつけていかなくてはいけ
ないということを意味しているのでしょうね。

渡部長 ご指摘のとおりだと思います。特に土砂災害
自体が人命に直結しやすいということ、けが人よりも
死んだ人のほうが多く、過去10年の平均データを集
めてみると、土砂災害で亡くなった人33人、けがし
た人は20人となっています。これは例えば交通事故
だと年間100件起こって0.7人の死亡数です。そういう
意味でただでさえ人命に直結しやすい土砂災害の中で
も、地震は突発性が高く、いきなりガツンとやってく
るので、警戒避難のためのリードタイムがとれない、
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これが最大のポイントではなかろうかと思います。こ
ういった点に対してどういう手を打っていくのかとい
うのがこれからの課題かと思っています。

防災情報の課題

池谷コーディネーター では、防災情報という視点で、福長
先生、お願いいたします。
福長主幹 私からは、情報伝達の課題についてお話をさ

せていただきます。この10年間、災害情報は大きく
変貌を遂げてきました。2004年に福井豪雨などの水
害が多発し、2005年から土砂災害警戒情報の運用が
始まりました。2010年からは気象の警報や注意報が
市町村単位で発表されるようになり、大雨警報は土砂
災害と浸水害の予想災害別に発表されるようになりま
した。2011年の紀伊半島大水害の翌年からは、記録

的な大雨に関する気象情報（50年に一度の確率の降雨
などの場合）、2013年には特別警報の運用がスタート
しました。
　災害の激甚化に伴って、災害情報はまさに大変革期
にあるわけですが、変革の方向性は情報の「細分化」、
「量的な増大」、「脅威の深刻化の確実な伝達」に向か
っていると思います。
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国土交通省国土技術政策総合研究所
土砂災害研究部長

1983年	 京都大学農学部卒業
1983年　建設省入省
2012年　国土交通省砂防部保全課長
2014年　国土交通省国土技術政策総合研究所
	 土砂災害研究部長

平成20年岩手・宮城内陸地震（6月14日）

平成23年
東北地方太平洋沖地震

（3月11日）

平成19年新潟県中越沖地震
（7月16日） 平成23年長野県北部地震

（3月12日）

大規模河道閉塞
（宮城県栗原市）

大規模河道閉塞
（岩手県一関市）

JR信越本線（新潟県柏崎市）

地すべり（福島県白河市）

地すべり（新潟県十日町市）

余震による土砂災害
（福島県いわき市）

地震による土砂災害
図-1 地震による土砂災害　気象庁資料をもとに国土交通省技術政策総合研究所が作成
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　脅威の深刻化を確実に伝達するためには、「周知を
迅速に」、「必要な人にあまねく」、「危険回避の行動を
促すように」伝えることが必要です。土砂災害の場合
は、局地的豪雨によって突発的に起こる傾向が強いの
で、「迅速に周知」は、とても重要です。気象庁など
が出す警報は各メディアや防災行政無線によって直ち
に情報発信されていますが、警報発表が多くの人に知
れわたるまでには一定の時間がかかっているのが現実
です。「必要な人にあまねく」とは、避難に時間がか
かることが多い、高齢者など避難行動の要配慮者に確
実に伝えるということです。しかし、現実には高齢者
ほど災害情報が行き届いていないケースが多く見られ
ます。
　災害後の各種調査で、避難した人が少ない実情を考
えますと、「危険回避の行動を促すように」伝えると
いうことも重要な課題である思います。目で見て水位

の上昇が分かる河川の洪水などとは異なり、土砂災害
の切迫性を情報によって如何に分かりやすく伝える
か、しっかり考える必要があると思います。
池谷コーディネーター 今後の対策を考えるうえで、高齢化

の進展など社会条件の変化も考慮しなければならない
かと思うのですが、いかがですか。
福長主幹 高齢化社会が進む中でネットの操作に不慣れ

な高齢者への情報伝達に、どのように向き合っていく
のかということをしっかり考える時代になっていると
思います。また、この点についての放送メディアの取
り組みについては後ほどお話ししたいと思います。

今後の課題と対応

池谷コーディネーター さて、各専門分野から見た最近の課
題という視点でお話を伺ってきましたが、ここからは
土砂災害の特徴や課題を踏まえたうえで、どう対応し
ていくかという話に移りたいと思います。近藤理事長
の挨拶にもありましたように、砂防・地すべり技術セ
ンターが設立されて40年、その間のさまざまな変化
を視野に入れ、お話を伺いたいと思います。
　石川先生、雨の降り方の実態とその対応についてお
話をいただければと思います。
石川会長 最近数年間の雨による土砂災害、特に雨量と

超過確率ということで整理しています。そうすると
表-1に示しますように昨年の広島災
害なども、数時間単位だと500年以
上とか、伊豆大島につきましても
500年程度になります。今までの土
砂災害対策では100年確率で施設の
設計をしたり、危険区域の設定をし
たりしていますが、こういった非常
に激しい雨についても、今後の対応
を考えているところです。ただ施設
としてあまり大きなものを造るとお
金がかかるということもあり、それ
を超える規模のものについても、今
後検討していく必要があると思いま
す。しかし実際問題として対応は必
要だということで、レベル２という
のをつくって、少なくとも施設につ
いては被害を受けない、ある程度の
効果を発揮するというものが必要か
と思います。
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表-1 最近発生した主な土砂災害における降雨量の超過確率年
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　ソフトについては、例えば数百年に１回という規模
も考慮したハザードマップを、今後検討していく必要
があると考えています。
　また局地的で短時間の雨にいかに対応していくかで
すが、予測も必要ですが、避難について考えていく必
要があると考えています。こういった極端な現象につ
いては、ハードとソフトを組み合わせて多重防御とい
うことで今後検討していく必要があります。
　それから、国土監視技術の強化です。人工衛星や地
震計を使って、迅速に雨量あるいは被災状況を把握す
るものも必要だと思います。
　最後は砂防設備の長寿命化で、何十年か前につくっ
たものはそろそろ老朽化している恐れもありますの
で、補修を含めた改善、あるいはもっと新しく強化し
た施設をつくる必要性もあると考えます。
池谷コーディネーター 石川先生からは、雨とその対応とい

う視点で、降り方が必ずしも100分の１ではなくて、
500分の１とか1,000分の１というような雨が降るとい
うのをまずは考えるべきではないか、実態から見た現
象をきちんととらえるべきではないか、そのうえで、
レベル１、100分の１とか200分の１対応と、レベル
２という過去最大級500分の１とか1,000分の１とか、
それぞれのレベルに対応したハード面とソフト面を平
時から十分検討しておくべきだというご提案が今あり
ました。ありがとうございました。
　渡先生にお尋ねしたいのですが、例えば天然ダムと
その原因となる深層崩壊、これらへの対応をという視
点で少しお話しいただけますか。

渡部長 危機管理に対する意識というのが、おそらく
社会全体で大きく変わってきたのだろうと思います。
　河道閉塞に関する話で申し上げますと、天然ダムの
高さがおおむね20ｍ以上、そして人家10戸以上に影
響が及ぶ場合には、国が緊急調査をしなければならな

い義務が課されています。火山噴火による土石流など
も同様です。それらに対して国が直接出向いて調査を
して、その結果を県あるいは市町村にお知らせすると
いう仕組みができています。
　紀伊半島ではたくさんの深層崩壊と、それに伴う天
然ダムが形成されました。最も規模が大きいといわれ
る崩壊土砂量が2,500万㎥の奈良県吉野郡十津川村の
栗平地区の現場ですが、規模は数百ｍオーダーもあっ
てとても大きい。これをどうやって正確に把握し、状
況変化を予測して、今後の防災に役立てるかというこ
とが問われてきます。
　わかりやすい事例として、河道閉塞が起こった場合、
形状を正確に把握する必要がありますが、これはある
程度訓練した人間でも、現地に行って天然ダムの高さ
はどれぐらいかというと、人によって倍、あるいは半
分などと言うことが違ってきたりします。そこはしっ
かり訓練して正確な情報を得なければいけないという
ことです。
　それから、投下型の水位観測ブイ、これは土木研究
所で当時開発をしていたものですが、岩手・宮城内陸
地震の前に開発していましたので、その時に使われ、
また紀伊半島でももちろん使われています。どれぐら
いのタイミングで越流が始まるのかというのは、極め
て重要な情報になってきます。
池谷コーディネーター 先ほどお話ありましたように、ヘリ

から見た天然ダムの高さが幾らぐらいかというのは、
本当に難しいですよね。特に今日はコンサルタントの
方が多勢いらしていると聞いていますので、皆さんも
多分そういうご経験がおありではないでしょうか。
　続きまして御嶽山をはじめ、最近口永良部も火山活
動が活発になっておりまして、火山活動はやはり気に
なるところですね。火山活動と土砂災害という視点で
藤井先生からお話しいただければと思います。よろし
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くお願いします。
藤井会長 火山災害が土砂災害として表現されるのは、

大量の土砂移動を伴うことにありますが、出現の仕方
は噴火様式によって随分違います。
　富士山の宝永噴火はプリニー式の噴火と言われる非
常に大きな爆発的なタイプの噴火なのですが、宝永噴
火の場合には、プリニー式としては例外的に２週間も
の長期間にわたって噴煙を噴き上げました。
　図-2を見ていただくとわかりますように、成層圏が
約10kmから始まりますね。成層圏には強い西風が吹
いておりますので、こういう大規模噴火のときには日
本では東のほうに土砂が運ばれることになります。例
えば横浜のあたりでも数十㎝、20㎝近くの火山灰が
積もることになるわけですね。こういうことが起こり
ますと、実は大変な土砂災害が起こります。火山灰が

10㎝以上積もったようなところでは、雨が降るたび
に土砂災害が発生しました図-3。
　宝永噴火のときにどれだけの灰があったかという
と、桜島で今起こっている火山灰の100年～200年分
が２週間で降り積もるんですね。普通のプリニー式で
すと、これが１日か２日で降り積もることになります。
ですから、ものすごく短時間に大量の土砂移動が起こ
るということになりますので、大変な土砂災害をもた
らします。
　大きな噴火ではなくて、例えば中小規模の噴火とい
う場合には、火山灰は実は全方向に分布することにな
ります。噴煙はせいぜい数千mぐらいしか上がらない。
そうすると地上付近の風向きはしょっちゅう変わりま
すので、広い範囲にわたって火山灰がばらまかれるこ
とになります。これが例えば数年にわたって続くとな
ると全方位に火山灰が堆積します。
　雲仙普賢岳の場合には1990年11月17日から始まり
ました。それで、約５年間続いて１万回を超える火砕
流が発生したために大量の土砂が移動し、それによっ
て多数の土石流が発生したことは、皆さんご存じのと
おりであります。
　このように、土砂災害の軽減のためには火山噴火が
どういうふうに進行していくのか、それを見きわめた
うえで減災に努める必要があります。
　これは最後に言うべきかもしれませんけれども、今
の日本の火山監視・観測体制というのは決して十分で
はないと思います。ですから、こういう土砂災害を軽
減するためにももう少し別な形での火山庁あるいは地
震火山庁でもいいかもしれませんが、そういう国の一
元的な組織が必要だと考えます。
池谷コーディネーター 今、藤井先生からお話がありました

ように、まさに同時多発、長期間、広域的な火山災害
による土砂災害の可能性について、富士山の宝永噴火
は我々に教えてくれています。土砂災害防止という視
点からすると、火山災害の多様性を十分知ったうえで、
噴火の推移を見きわめることの重要性を、藤井先生か
ら伺いました。どうもありがとうございました。
　それでは福長先生、土砂災害対策のソフト面から見
た課題と対応についてお話しください。
福長主幹 土砂災害と避難情報伝達（ソフト面）の課題

についてお話します。土砂災害の特徴は、突発的に起
き、予測が困難なことです。そのために避難勧告が間
に合わないこともあります。土砂災害の発生が差し迫

Miyaji et al., 2011

図-2 富士山宝永噴火の噴煙高さ

中央防災会議　災害教訓の継承に関する専門調査会「1707富士山宝永噴火報告書」2006.3

図-3 同時多発する２次災害：土石流・洪水
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った大雨の中を深夜に避難する「切迫避難」は大変危
険です。内閣府の指針では、夜間から早朝にかけて大
雨警報（土砂災害）が発表される可能性がある場合に
は、避難準備情報を出すこととしています。また、中
央防災会議の作業部会は、いち早く避難準備情報の段
階で、土砂災害警戒区域などの住民に自主的な避難を
促すことを提言しています。「切迫避難」を防ぐために、
早めの避難を如何に促すか、情報発信のタイミングが
問われています。
　土砂災害の犠牲者の多くは高齢者です。しかし、警
報と同様に、避難情報も高齢者に行き届いていない現
実があります。NHK放送文化研究所が沖縄市の避難
勧告（2014年７月）について行った世論調査によりま
すと、避難勧告の発表を知っていた人の割合は、70
歳以上では35％に過ぎませんでした。
　最近は、状況に応じて様々な避難行動が推奨される
ようになっています。指定された避難場所へ避難する
時間がない場合には、近隣の鉄筋コンクリート造など
頑丈な建物の高層階への避難、屋外に出るのが危険な
場合には、自宅内の安全な場所に移動する屋内安全確
保が推奨されています。これらの避難行動をきめ細か
く、正確に住民に伝えていくことも避難情報伝達の重
要な課題です。
池谷コーディネーター ソフト面で何が大切か、どういう対

応が必要かというお話をいただいたわけですが、多様
で多重な伝達方法、これはおそらくプッシュ型とプル
型とを併用した対応が必要であるということ、そして
何よりもわかりやすい早めの情報伝達、こういったこ
とを基本にして、安全なところへ迅速に移動すること
を支援する、促すという仕組みの創設というご提言で
あったと思います。ありがとうございました。
　ソフト面という面で見ますと、渡先生、国土の監視・
観測という視点も非常に重要ではないかと思うのです
が、いかがですか。

渡部長 ２つのことについて紹介をしたいと思います。
まず、TEC－FORCE（災害対策緊急派遣隊）が平成
20年から発足をしたわけですけれども、要は一つの
整備局等におさまりきらないような大規模災害に、ど
う対処していくかということです。東日本大震災のと
きも全体で延べ3,700人以上の隊員が活動しました。
とはいっても土砂災害の経験を積むというのはなかな
か大変なことなので、平成25年から地方整備局の職
員をつくばに呼んで、実地のトレーニングを含めて行

っています。
　一方の技術開発に関してですが、特に雨による警戒
避難基準等の技術というのは、主として昭和57年の
長崎大水害以降ずっと普及してきて、今も改良が続け
られていますが、これとは別にどういう土砂移動現象
が起こったかを早期に感知、覚知することが難しい状
況下において、人工衛星搭載のSARの情報を用いて、
土砂移動を早期に発見したという事例があり、さらに
現在では、航空機搭載型のSARについても勉強を始
めています。
　また、これらと並行して全国の災害に関するソーシ
ャルメディアのツイートなどを使って分析していく
と、いろいろな情報が出てきます。土砂災害の前兆現
象として、そういったものを何とか生かせないだろう
かということを検討しています。
池谷コーディネーター 福長先生、土砂災害の特にソフト面

での対応では、メディアに期待されている部分が非常
に大きいのではないかと思うのですが、このあたりを
お話しいただけるでしょうか。
福長主幹 一般にマスメディアというのは、被害が出る

とニュースとして大きく報じる「被害報道」が伝統
的なスタイルです。しかし、災害の激甚化に伴い、
NHKでは、被害が出る前、災害発生前の予防・減災
報道を強化する方向にシフトしつつあります。減災報
道の基本は「早めに・大きく構える」ことです。
　「大きく構える」とは、分厚く、繰り返し伝えると
いう意味です。具体的には、字幕速報は長めに、逆Ｌ
字のスクロールは何度も繰り返し、特設ニュースでも
詳しく伝えるといったことです。また、データ放送や
ワンセグ、ホームページ、SNSなどの多様なメディア
をフルに使う意味もあります。
　では、いつから「大きく構える」のか、「早めに」
とはどのような情報発信のタイミングを指すのかです
が、NHKでは、2014年度末までに全国の地域放送局
ごとに情報発信計画を作りました。この計画に基づい
て、「早めに大きく構える」減災報道をスタートさせ
ます。例えば、盛岡局の計画では、気象台から「大雨
に関する情報（全般・府県）」が出されて災害発生の
恐れが強まった段階から、逆Ｌ字などを多用して減災
報道を立ち上げます。その際、避難が必要なのはどの
ような地域なのか、高齢者など避難行動の要配慮者は
どうしたらよいかなどを伝えることにしています。
　ネットに不慣れな方が多い高齢者への周知ですが、
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NHKでは、とりあえずデータ放送の活用を呼びかけ
たいと考えています。データ放送はＤボタンを押せば、
比較的容易に最寄りの地区の情報を視ることができま
す。テレビやラジオの本放送の場合と違って、見逃し
たり、聞き逃したりすることなく検索できます。
　危険回避の行動を促すために情報の分かりやすさが
求められていますが、NHKでは2014年10月の台風19
号の時から、地図情報とメッシュの防災データを組み
合わせて、危険を分かりやすく可視化する取り組みを
始めました。図-4は気象庁の土砂災害警戒判定メッシ
ュ情報のデータを使った放送画面です。危険度の色分
けは気象庁のものと同じです。画面は全国放送用のも
のですが、ゆくゆくは地域向けのきめ細かいものを放
送したいと考えています。
　重要なことは、情報の送り手と受け手との間で、情
報がどんな意味を持っているのか、「情報解釈のルー
ル」が共有されていることだと思います。そのために
は、日頃の放送や地域の防災イベントなどを通じて、
普段から防災情報の意味合いを送り手と受け手の間
で、しっかり確認しあっておく必要があると思います。
池谷コーディネーター 一般のテレビが、情報の入手手段と

しては一番率が高いのですね。まさにマスメディアの
役割の大きいことを意味しているのではないでしょう
か。ますますNHKに期待をするところ大であります。
よろしくお願いします。
　石川先生、先ほどのお話の中にレベル１、レベル２
で対応する、特にレベル１についてはハード対策が非
常に重要であるということでしたが、その辺はいかが
でしょう。
石川会長 中山間地では安全な場所というのは非常に少

なく、例えば避難経路とか避難場所自体が土砂災害警

戒区域にある場合も多く、そうすると適当な避難場所
もなく、避難経路自体がかなり危険な場合もあります。
また人命が守れたとしても、家屋や道路などさまざま
な施設、公共施設が壊れてしまって生活の場そのもの
が奪われてしまう、そういった生活の基盤を守るため
にはやはりハード対策が必要ではないかと考えます。
　伊豆大島の例では、大金沢では不幸にも大災害にな
ってしまったのですが、その隣の長沢と八重沢は同じ
ようにかなり多量の土砂とか流木が流れてきたにもか
かわらず、堰堤や堆積工の効果で、結果的に下流には
ほとんど被害がありませんでした。やはりこういった
施設があれば、下流の被害もなく、かつ人命も守られ
るということで、特に人家の多い場所や集落の基幹部
分については、ハードで守っていくというのが基本的
な方法と思います。
　もう一つ流木対策のほうもぜひ忘れないでいただき
たい。透過型の堰堤も効果的ですが、下流のほうの流
路の整備というのも必要だと思っています。というの
は、堰堤だけで全部止めるというのもなかなか難しい
ので、やはり発生を防ぐのが重要です。そして、下流
の流路を広げて通過しやすくするなどの対策も必要だ
と思います。
池谷コーディネーター 今、政府は「地方創生」すなわち、

「各地方独自のノウハウを生かした地域づくり」を進
めています。例えばその一つの目玉である観光事業で
も、風評被害を考えると観光地の安全を守るというこ
とが、非常に重要になってきているのではないでしょ
うか。当然ながら、避難が難しい高齢者を救う、財産
を守る、などの視点からもハード対策が非常に重要に
なってきていることを再認識していただければと思い
ます。
　パネラーの皆さんからのお話にありましたように、
今の日本は、自然条件も、社会条件も新たな時代に入
ってきたと考えるべきではないかという視点がまずベ
ースにあり、その中でどうすれば土砂災害を防ぐこと
ができるかと考えてみますと、ハード対策を計画的に
きちんとやっておくということ、ソフト対策を強化し
ていく、この２点にお話が集約されたのではないかと
思います。

まとめ

池谷コーディネーター そろそろ時間が近づいてまいりまし
たので、最後に各パネラーの先生方からこれは一つ絶

（注）2014年10月13日 NHK放送画面

図-4 メッシュデータによる危険性の可視化（土砂災害）
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対に言っておきたいということ、もしくは今後の取組
としてこれは重要だよということを、お一人ずつ簡単
にご紹介いただければと思います。藤井先生から、順
によろしくお願いします。
藤井会長 火山災害の特徴は、一瞬では終わらない、い

つまで続くのかわからないということがあります。そ
れをきちんと把握できる能力を国として持つべきであ
ります。今の気象庁の火山観測のシステムでは不十分
でありまして、もっと火山の専門家を入れたシステム
をつくる必要があると、私は考えます。さもないと、
おそらく今後頻発するであろう火山災害へ、確固たる
備えができないのではないかと心配しています。先ほ
ど申し上げた地震火山庁が必要なのですが、当面はせ
めて推進本部のようなものを、早急に設置する必要が
あると考えます。
石川会長 土石流災害も含めて、地域の地形や地質の違

いを考慮した対策を考える必要があると思います。ど
うしても画一的な方法を考えるのですが、その地域に
よって社会条件も、自然条件も違いますので、それぞ
れに合った対策が必要だと思います。
　もう一つは、非常に稀な豪雨ですね、確率年が非常
に大きい、稀にしか起きない豪雨への対策です。ハー
ド対策については100年確率規模で本当にいいのかど
うか、特に重要な地点についてはその確率規模を上げ
るなどの対策も必要であると考えております。

渡部長 実は交通事故のことを調べていたら、昭和40
年代の第一次交通戦争と言われたときには年間２万人
以上の人が亡くなっていたにも関わらず、現在急激に
死者数が減ってきている。交通事故の件数だけでもこ
の10年で３分の２ぐらいに減り、死者数は６割減、
急速に死亡事故は減ってきています。クラッシャブル
ボディなどのパッシブセーフティ技術や自動ブレーキ
などのアクティブセーフティ技術の発達などが背景に
あるとも考えられ、そういう民間の技術の進展という
か、企業が本気出したらすごいなと思うのです。
　土砂災害対策分野において、過去40年にわたって
民間技術と行政とをつなぐ、非常に重要な役割をされ
てきた砂防・地すべり技術センターに対して、これか
らの10年あるいはもっと先まで含めて、優れた民間
技術を最大限に生かしながら災害対策に取り入れてい
くことを期待し、また我々もその一翼を担っていけれ
ばと願っています。
福長主幹 先ほど申しましたように、情報の送り手と受

け手の間で、情報解釈のルールができていないと、い
くら情報を出しても効果的ではないので、普段から送
り手と受け手の間で情報の意味についての理解を深め
ていく努力が必要ではないかと思います。
池谷コーディネーター では最後に、私から一言お話をさせ

ていただきたいと思います。
　本日のディスカッションから、土砂災害を防止、軽
減するためには「ハード対策とソフト対策を総合的に
一体的にやることが非常に重要だ」ということが、お
わかりいただけたと思います。と同時に、もう一つ重
要な視点は、行政と住民が一体的、総合的に対策をし
ていくということです。例えば避難を例に挙げれば、
どれだけ情報を送っても、肝心の住民の皆さんが安全
なところに移動しないかぎり避難というシステムは完
結しないわけです。今までは何となく防災対策の主役
は行政であると思われがちでしたが、決してそうでは
なくて、「行政と住民が防災の主役である」というこ
とを皆が認識し、対策をとっていくということが今後
非常に重要になっていきます。
　そういう意味では、６月は土砂災害防止月間ですの
で、この機会に土砂災害とはどういうものか、どうい
う特徴があるか、どうすればそれを防ぐことができる
かということを、みんなで知って実行するということ
が大切です。
　今日はパネラーの先生方から、最新の情報を含めて
貴重な提言をいただくことができました。これを皆様
が共有されること、そして結果的に土砂災害が少しで
もなくなることに役立つと、誠にうれしいかぎりであ
ります。

　以上をもって、このパネルディスカッションのまと
めとさせていただきます。今日は長時間にわたりまし
てご静聴頂き、誠にありがとうございました。
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