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して研究活動を行っており、具体的には、基礎
的研究と自治体・民間等の需要に応えられる応
用的研究の両方について、農、工、理、文、経
済及び公共政策などの多面的なアプローチから
融合した災害対応に関する研究を行い、これら
の総合的研究によってより実践的な防災対策の
提案を行うとともに、その成果を大学院レベル
での教育に活かす人材育成を行っています。運
営は、寄附者（一般財団法人砂防・地すべり技
術センター、アジア航測株式会社、国土防災技
術株式会社、日本工営株式会社札幌支店：令和

1．はじめに
近年我が国では豪雨や地震が頻発し、山崩

れ、洪水氾濫、地震、津波など様々な現象が複
合的に発生し、広域にわたり大きな被害を生じ
ることが多くなっています。北海道も例外では
なく、平成 28 年 8 月豪雨、平成 30 年 9 月北海
道胆振東部地震により広域複合災害が発生して
おり、食料生産基地機能の低下による国内生産
流通への支障、エネルギーインフラ集中エリア
被災による全道ブラックアウト等、日常生活に
大きな影響を及ぼしています。こうした状況下、
北海道大学広域複合災害研究センター（CNHR, 
Center for Natural Hazards Research）は、平
成 25 年度に農学研究院に設置された国土保全
学研究室の活動、平成 27 年から国土保全学研
究室が構成員として参加した文理連携による防
災・減災に関する教育研究組織「突発災害防災・
減災共同プロジェクト拠点」の活動を発展的に
継承し、平成 31 年 4 月に北海道大学に新たに
設置された学内共同施設（研究施設）です（写
真-1）。効果的な減災に資する教育研究の促進
や減災ガイドラインの策定、人材育成を目的と
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写真 -1　開所式（笠原総長職務代理挨拶）
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4 年 10 月現在）からの北海道大学フロンティア
基金への寄附により行っています。

本稿では、研究活動開始から 4 年目を迎えた
当センターの活動状況について報告します。ま
た、活動の詳細については、当センターホーム
ページ（URL：https://www.cnhr.info/）にも
掲載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。

2．研究活動体制
前述のように、当センターは多様な分野から

のアプローチによる研究を行うことから、メン
バーは、当センター専任教員のほか、農学研究
院、工学研究院、理学研究院、文学研究院、北
極域研究センターの兼務教員、研究員、事務員
及び学外関係者によって構成され、現在 32 名が
活動しています。センター長の農学研究院流域
砂防学研究室の山田孝教授のもと、筆者の 2 名
が専任教員として研究活動を展開しています。

異分野のメンバーの連携協力を進めるため、
センター内研究会を年に数回開催しています。
これは、自然現象と災害、防災にかかる共通課
題を見据え、異なるアプローチ研究についての
共有を図り、新たな研究シーズを発掘する意味
合いを含めて実施しています。また、センター
メンバーに加え、連携協力に関する協定を締結
する研究機関にも参加してもらい、研究成果の
社会への反映にも意識した研究活動を行ってい
ます。

3．教育活動
全学大学院共通授業科目として、前期には、

我が国の国土と社会の成り立ちを踏まえ、国土
保全や地域保全の重要性や必要性について考え
る能力を習得する「国土保全学総論」を、後期
には、突発的な大規模自然災害の理解と災害へ
の対応のあり方を考える能力を習得する「突発
災害危機管理論」を開講しています。前期講義
では現地見学も設定しており、本年度は、北海

道の協力を得て、札幌市近郊の砂防事業や急傾
斜地崩壊対策事業実施現地を見学し、札幌市の
都市化と災害への対応の実際と札幌市の発展へ
の貢献を理解してもらいました（写真-2、3）。
後期講義では、地震、火山噴火、土砂災害といっ
た災害現象に関するセンター教員の講義に加
え、災害対応マネジメントや災害情報、災害時
でのロボット活用といった現場対応のあり方に
関する講義を実施しており、幅広い視点での災
害対応を考えてもらう内容としています。

また、流域砂防学研究室の学生が行っている
ゼミにも参加し、学生の研究テーマでの発表に
ついて議論を行い、研究内容がどのように災害
対応につながりうるのかを視野に入れた充実し
たものになるよう指導しています。

写真 -2　講義風景

写真 - 3　現地見学風景
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4．研究活動
センター構成員の研究活動は非常に活発で、

センター設置から昨年度までの 3 年間で公表さ
れた査読付き論文は 124 編、国内外の学会での
発表は 284 件と、積極的に研究成果を公表して
います。また、科学研究費助成事業等の競争的
資金等の研究課題数は毎年 40 本前後と、積極的
な資金獲得にも努めています。砂防分野におけ
る課題としては、「火山灰堆積地域での地震によ
る山腹崩壊と土砂移動範囲予測手法の提案」「有
珠山時期噴火時の土砂災害シナリオ作成と効果
的な減災技術手法についての総合研究」といっ
た、国内で一番活火山が位置するのは北海道で
あること、平成 30 年 9 月に発生した北海道胆
振東部地震で大きな被害を被ったことへの対応
に関する研究に主眼を置いた活動を実施してい
ます。

一方、こうした研究成果を実際の広域複合災
害対策に活かすには、防災行政との連携が重要
です。そこで、令和元年度に北海道内全 179 市
町村を対象とした広域複合災害対策に係る行政
ニーズなどに関するアンケート調査を、北海道
のご協力のもと実施しました。以下に、広域複
合災害の過去の実態や対策の事例の分析、様々
な自然災害をもたらすハザードへの対策実態と
広域複合災害対策を行う上での問題点、広域複
合災害研究センターの諸活動への期待などを整
理・分析した概要を示します。
・ 現在対象としているハザードは、洪水、土砂

災害、地震・液状化、津波等が多いが、噴火
や雪崩を対象としている事例は少ないこと

・ 洪水と土砂災害といった異なるハザ－ドの関
連性を考慮している市町村は半数程度であり、
異種のハザードが複合・連鎖、ハザードエリ
アが広域化する対応はされていないこと

・ 広域複合災害に対応する地域防災計画におけ
る行政の課題は、「発災時被害全体の把握手法」

「緊急・応急対策の優先度決定手法」「広域避

難場所・避難ル－ト選定手法」「住民への減災
教育や合意形成手法」「災害担当者人材育成手
法」が多くあげられていること

以上より、地方防災計画ベースで個々災害や経
験した災害への対応はなされているが、今後懸
念される気候温暖化や巨大地震等への対応はな
されていないことがわかります。

そこで、こうした現状に対するアプローチと
して、北海道での最大脅威の 1 つであり、近い
将来に発生が懸念される日本海溝・千島海溝沿
いの巨大地震に関する研究会を定期的に開催
し、特に被害が大きいと想定される積雪や凍結
のある厳冬期における対応を主要テーマとして
個々の研究や連携を進めています。また、北海
道は、地球温暖化による影響を最も顕著に受け
ることが想定されていることから、「極端気象
による複合災害に関する研究会」についても開
催する予定です。

加えて、各分野の研究の動向や市町村の現状
を踏まえ、センターの今後の研究活動の方向性
や具体的な目標設定についてセンター内で議論
しており、これまで経験したことのない災害に
対する社会経済への支障の評価手法や市町村等
の防災担当者の人材育成についても進めていく
ことを検討しています。

5．社会貢献
社会貢献としては、アウトリーチによる研究

成果の社会への還元、防災時の行政機関等への
技術アドバイス等を念頭に活動しています。

アウトリーチとしては、研究成果を踏まえた
防災対策の公開討論と提言を行うシンポジウム
を毎年行っています。センター設置の令和元年
度は、前年に発生した北海道胆振東部地震と今
後の減災・復興をテーマとして、厚真町との共
催により厚真町で実施しました。宮坂尚市朗厚
真町長より基調講演をいただき、その後、当セ
ンターに所属する教員による話題提供、質疑応
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答を行いました。その後、大規模な河道閉塞が
生じた日高幌内川の現地見学を行い、地元住民
との活発な質疑応答や意見交換を行いました

（写真-4）。令和 2 年度は、（一社）国立大学協
会との共催により、北海道での喫緊の課題であ
る日本海溝・千島海溝巨大地震による津波や大
規模土砂災害等の広域複合災害への対応をテー
マとして、オンラインで実施しました。令和
3 年度は、積雪厳寒期に地震などが発生すると
暴風雪などの影響に加え、電気、交通などのラ
イフラインへの影響による広域複合災害をテー
マとして、北海道大学と包括連携協定を締結し
ている読売新聞社北海道支社と共催によりオン
ラインで行いました。そして令和 4 年度は、こ
れまでのシンポジウムの成果とセンター内研究
会での成果を踏まえ、読売新聞社北海道支社、

（一社）国立大学協会との共催により、実際の
海溝型地震の被害想定と減災をテーマとして、
道内で最も大きな地震津波被害が生じると想定
されている釧路市内において、対面、オンライ
ン方式で開催しました。まず基調講演 1 として、
蝦名大也釧路市長から、釧路市の取り組みと課
題を示していただき、基調講演 2 として当セン
ター客員教授である岡田成幸北海道大学名誉教
授（砂防・地すべり技術センター 特任上級研
究員）から、7 月に北海道から公表された被害

想定の目的と手法の説明に加え、被害想定活用
の視点が教示されました。その後のパネルディ
スカッションでは、登壇者 8 名により、それぞ
れの話題提供により要点整理がなされ、土砂災
害については山口より、海溝型地震でも直下型
地震と同様な被害が生じうること、「複合災害」
回避のための土砂災害対策の考え方を示しまし
た。その後、各パネラーへの個別事例 Q&A 形
式で議論を深め、フロアや蛯名市長からの質問
等についても議論を行いました。参加者は対面・
オンライン合わせて約 240 名であり、多くの者
が関心をもって参加したものと考えています。
このように、各研究分野の進展と連携強化に伴
う形でシンポジウムも進展してきており、着実
な社会貢献につながっているものと考えていま
す（写真-5）。

防災時の行政機関等への技術アドバイス等と
しては、広域複合災害に対応できる研究開発や
人材の育成、災害時のアドバイスを行っていま
す。前者については、広域複合災害にかかる研
究の推進及び自然災害実務にあたる人材の育成
に資することを目的として、2019 年 10 月に地
方独立行政法人北海道立総合研究機構と連携協
力に関する覚書を締結しました。また、広域複
合災害・北海道開発分野における研究・技術
開発、人材育成の推進を目的として、2020 年

写真-5　令和4年度シンポジウム風景
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10 月に国土交通省北海道開発局と連携協力に
関する協定を締結しました（写真-6）。後者に
ついては、幸いなことにセンター設置後に大き
な災害が発生していないことから、直接的な技
術指導は行われていませんが、これまでに、学
会調査団等への参加を通じて技術アドバイスを

行っています。今後は、北海道開発局や北海道
と連携し、災害発生情報を共有し必要な災害調
査や技術アドバイスを行うこととしています。

こうしたセンターや所属メンバーの活動状
況、関係イベント情報、道内の自然災害の発生
情報、センターメンバーの紹介を行うため、令
和 2 年度から「CNHR Newsletter」を発行して
います。Newsletter は年 4 回程度発行しており、
当センターホームページ上で公開するほか、行
政防災担当者（道内 179 市町村等）や関係機関
にメール配信しています（写真-7）。

6．おわりに
広域複合災害研究センターとしての活動も

4 年目になり、研究活動は着実に進み、社会へ
の研究成果の還元も進んできていると考えてい
ます。一方、北海道では今年初めの豪雪による
社会経済の混乱や夏の豪雨等、気候温暖化によ
る影響が顕著になっており、また、温暖化によ
る影響を顕著に受けることと想定されているこ
とから、当センターの研究活動はさらに加速さ
せていくことが求められています。こうした複
合災害には必ず土砂災害が含まれており、今後
の複合災害に関する研究においては、「減災に資
する土砂災害対策のあり方」は重要テーマであ
るのは間違いないこともわかってきています。
加えて、巨大地震への対応だけでなく、北海道
は全国で一番多くの活火山があることから、今
後も、土砂災害を含めた広域複合災害に関する
研究活動の展開や道内の防災・減災に向けまだ
不十分である市町村等の人材育成について、進
めていきたいと考えています。そして、当セン
ターによる北海道発の研究成果が、道内のみな
らず、国内や海外の災害対策に貢献できるよう
取り組んでいきたいと思います。今後とも、み
なさまのご支援をお願いする次第です。写真 -7　最新のCNHR Newsletter

写真 - 6　北海道開発局との連携協定締結式
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