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■ 機関誌『測量』2004年1月号　　特集「防災」　　座談会

　この座談会は2003年10月20日に2時間にわたり行われました。機関誌「測量」
2004年1月号には，紙面の都合上，話題の一部を抜粋して掲載しましたが，この
「会員の広場」では，話題の全てをお届けします。

座談会　「天災は忘れないうちに次々にやってくる？」

１．　災害は進化する？　今の防災で大丈夫？

２．　２１世紀初頭の防災対策のあり方

３．　測量技術者の活躍が期待されている

【 参 考 １】　本座談会で話題として取り上げられた災害の概要

【 参 考 ２】　防災関連のホームページ・リンク集

【座談会　「天災は忘れないうちに次々にやってくる？」】

【座談会メンバー】　（あいうえお順・敬称略）

赤桐　毅一 （財団法人　河川情報センター　河川情報研究所　研究第三部長）
池谷　　浩 （財団法人　砂防・地すべり技術センター　専務理事）
井上　公夫 （日本工営株式会社　副技師長）
今村　遼平 （アジア航測株式会社　顧問　技師長）
上野　将司 （応用地質株式会社　理事・技師長）
瀬戸島政博 （国際航業株式会社　部長，　東京大学生産技術研究所　客員教授）

１．　災害は進化する？　今の防災で大丈夫？

　

今村（司会）：　わが国はいわば「自然災害王国」で，あらゆるタイプの自然災害
が起こり得る条件を備えています。寺田寅彦は随筆で「天災は忘れたころにやって
来る」と述べていますが，最近の状況を見ると「天災は忘れないうちに次々にやっ
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て来る」のが実態のように感じます。そんな国土の自然現象の特徴に加え，20世紀
後半の高度経済成長にともなう土地利用の高度化・周密化によって，災害の様相が
次第に変わって来ています。

いわゆる「災害の進化」というのは，災害が進化するのではなく，人間生活の場の
変化が災害の変容をもたらしていることを示しているようです。図－１は，わが国
での生活の場が広がるにつれて，次々に新たなタイプの災害が起きてくることを示
したものです。図－２は，それを都市域に焦点を当ててもう少し詳しく，つまり都
市化による環境変化と，それにともなう災害発生現象を示したものです。

図―１　土地利用の高度化と災害の進化（今村：1985）
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図―2　災害都市（地表・地盤関係）発生の因果関係（火災などは除く）（今村：
1985）
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図－３　吉野川流域における洪水・豪雨災害の10年ごとの発生頻度（今村原図）

（1900年以前は50年間の平均値を図示）

図―３は，吉野川流域の近世における洪水・豪雨災害の10年間ごとの発生頻度を図
示したものです。1940年ころまでは各10年間に10回前後（すなわち年１回程度）
の頻度で起きていることがわかります。ところが終戦の頃から1960年頃までは著し
く増えています。これはおそらく戦時中の乱伐によってハゲ山域が増えて樹木の根
系の緊縛力が著しく弱まっていたところに，たて続けに台風が来襲したためと考え
られます。しかし，戦後の治山・治水・砂防と植林の効果は如実にあらわれ，1960
年代になると著しく減りはじめ，1980年代になると従来の1/5～1/10に減少しま
す。四国全体でみても1970年代中頃から仁淀川災害（1975年の台風5号，76年の
台風17号）の頃を最後に，洪水災害が著しく低減していることと調和的です。

同様の実態は，図―４にも如実にあらわれています。このように防災対策が進むこ
とによって，相応の効果が明確に出てくることがわかります。しかし，地震災害や
火山災害のように，発生自体は人力で如何ともしがたいタイプの災害もあります。
ただ，それらについても発生は防げなくとも，被害を低く抑えることは十分にでき
るわけで，そのための対応が現在，各方面で進められているのは周知のとおりで
す。

そこでまず，それぞれの災害について「災害の発生がどう変わってきたか」，「現
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在，何が問題か」，「現在，主としてどういう対策が採られているか」といったこ
とを中心にご意見を賜りたいのですが。

（引用： http://www.biodic.go.jp/cbd/s1/l/kasen/1.pdf）

・ グラフは水害・土砂災害・火山災害の死者数の合計。

・ 死者数は，災害統計（河川局）（1946～1952）と警察庁調べ（1953～）等に
よる。

・ 治水事業費は実質額（1995年の治水事業費指数をもとに算出）であり，国補助
事業を含む治水事業費の合計額（ただし1945年～1959年については，統計資料の
都合により，自治体単費等による治水事業費をあわせて算出）

図―４　風水害（水害・土砂災害・火山災害）による死者数の変化

（作成：国土交通省河川局防災課災害対策室：2001年９月）

池谷：　本日のキーワードの「災害」という言葉は岩波書店の広辞苑によると，
『異常な自然災害や人為的原因によって，人間の社会生活や人命に受ける被害』と
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されています。これを災害の定義とすると，二つのポイントがあります。一つは異
常な自然現象等の原因があることであり，もう一つは人間の生命や人間社会が受け
る被害です。すなわち，自然現象が起こっているだけでは災害にならないというこ
とです。今までの災害の研究は，自然現象の研究や対応に偏っていたという経緯が
あります。災害の基本的なところを皆が理解し，人間の生き様や生活の仕方が災害
に結びつくことを認識しないと，災害の防止軽減には何の役にも立ちません。現象
だけを知っていても災害の防止にはならない，ということを共通認識として話をし
ます。

古い時代には，土砂災害が起こっても安全なところに逃げればよかったのです。被
害が少なかったのは，安全な可住面積が人口の割に多かったというふうに考えた方
がよいのではないでしょうか。やがて，そのような場所に沢山の人が住むようにな
り，人口が増えていきました。人口が1000万人になるのが室町時代の中期ごろ，
2000万人になるのが江戸の初期ごろ，3000万人になるのが江戸中期の1720年ごろ
で，第二次大戦終戦時は約7000万人，そして，現在では１億2700万人に膨れ上
がっています。このような人口の変化に伴って，生活の場が変化しただけでなく，
経済活動の場も拡がっています。昔は火山爆発で溶岩が流れようが火砕流が発生し
ようがそれだけのことだったのですが，現在はそうはいかなくなっているのが災害
の基本的なところです。「災害が進化した」という言葉がよく使われますが，これ
は今村さんも言っているように現象が進化したのではなく，災害を受ける人間側の
生活の形が変化をしていると捉えるべきでしょう。

もう一つの大きなポイントは，人口が都心へ集中したことです。その土地の固有の
災害経験を持たない人が，新しく開発された地域に住み入ってきたのです。古来か
ら幾度も災害を蒙むってきた中で生まれた生活の知恵が生かされないばかりか，土
地の地名が変更されるなど，知恵が消し去られていくという傾向が，最近，特に強
くなってきています。土砂災害の例でいうと，地名が崩山とか荒谷とつけられてい
るような，聞くからに危険そうなところに団地が作られています。崩山などという
地名のままではその団地は売れませんので，例えば，希望が丘や緑ヶ丘というよう
な耳障りの良い地名に変えてしまいました。1993年の釧路沖地震や1978年の宮城
沖地震で破壊された家は，そういった類の住宅地や団地でした。そういった土地に
隠された災害伝承を，人間が消し去っています。災害の変化を論じる時には，人間
の変化というのも考えていかないといけないのではと感じます。

特に土石流に関することは，最近までよく分かっていませんでした。1960～1970
年代になって発生した豪雨による土石流は渓床堆積物の移動型が多かったので，あ
る程度予測がつき，また，量も限定されていますのでハード面での対応が効果的に
行えました。実は最近でもこのタイプの土石流は頻繁に起こっているのですが，そ
のほとんどが防護され安全が確保されています。被害がないとマスメディアが発表
しないから，注目されないだけなのです。

では，最近の問題は何かというと，予測が難しい大規模崩壊型土石流の発生です。
たとえば1997年の鹿児島県出水市の針原川や2003年７月の熊本県水俣などの大崩
壊は，崩壊発生の時間の予測が難しい。針原川の場合，降雨のピーク時から崩壊ま
でに14時間，水俣の場合はピークの起こる前に崩壊が起こっています。こういうふ
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うに，雨量ピークと崩壊との関係を，崩壊発生＝ｆ（ピーク雨量，時間）という簡
単な関数だけでは予測できません。水俣をご覧になった方は，なぜあそこだけ大き
な被害になったのかと思われるはずです。崩壊が起こってからでは遅いので，崩壊
型土石流をどのように予知・予測するかということと，安全というものにどのよう
に対応していくか，というのが現在非常に大きな課題になっています。

どういう対策が取られているかというと，古い時代には山の木を切らないという規
制を設けてきましたが，それだけでは土砂の流れが止まりませんので，砂防堰堤や
流路工などハード面の対策で対応してきたのです。しかし，それでは費用と時間が
かかるので，現在ではハード面とソフト面での総合的な対応が行われるようになっ
てきました。とりわけ2000年には「土砂災害防止法」というソフト面を主体にした
法律が制定され，2001年から施行されています。従来からハード面は法律で定めら
れていたのですが，ソフト面は法律で明確にされていなかったのです。しかし，こ
の新法によってソフト面の対応が明確になり，法律に基づいてハード・ソフトの両
面がやれる体勢になりました。法的にみれば，これからが土石流対策が行われる時
といえると思います。

今村（司会）：　崩壊にともなう土石流は10年ほど前から問題になっていますが，
池谷さんが仰るのは０次谷の土石流も似たような感じなのですか。

池谷：　０次谷の土石流の場合はトリガーとしての崩壊の意味が強いのに対し，大
規模崩壊の場合はトリガーとしてではなく，崩壊自体が土石流になります。崩壊土
中の水が少なければ，崩れ落ちて堆積しダムアップする訳で，天然ダムの崩壊には
時間がかかりますから，まだ対応が可能と言えます。一番困難なのは崩壊しながら
流動化するタイプで，これが起こるとどうしようもありません。しかも量が多い場
合は構造物で一部を止めることができたとしても，全部を止めるのは非常に難しく
なります。

今村（司会）：　同じ土砂災害の地すべりや斜面崩壊は非常に高い頻度で毎年のよ
うにどこかで起こっているのですが，これらについて上野さんからお話しいただけ
ますか。

上野：　地すべりや崩壊も今の話題と同じで，災害が変わってきたのは災害を受け
る人間側の生活の変化によるものなのです。具体的には，戦後の国土復興のために
農地開発が行われ，高度成長期になって農山村にも高速道路や新幹線が開通するよ
うになりました。防災対策も今までの農地や山林であれば水抜き対策だけでよかっ
たのが，道路や鉄道のためには完全な抑止工でなければいけなくなってきたわけで
す。ダムの湛水による問題も出てきました。このような人間生活の変化が，地すべ
り災害に影響を及ぼすようになりました。

同様に豪雨時の崩壊についても，山間部で起こるものと都市部で起こるものがあり
ます。1889年の十津川災害や1953年の有田川災害は山間部で起こったものの代表
例です。都市部の崩壊では，関門トンネルが水浸しになった1953年の門司・小倉の
災害があり，その後，1967年の呉と1982年の長崎の災害と続いています。資料を
見ると，崩壊は山間部と都市域の両方で起こっているのですが，都市域での災害が
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だんだん深刻になってきています。長崎災害（月刊「測量」2004年1月号　p27-29
　図1-4　写真１参照）ではかなりの人命が奪われました。また，鹿児島で起こっ
た1993年の災害では国道10号が土石流で埋まってしまい，通行車両が1000台以上
立ち往生しました。国道は機能していないため船で人が救出されるという異常さ
で，被害の形態が変化してきています。

岩盤崩壊に関して述べますと，私の学生時代にはしゃこたん積丹半島には道路があ
りませんでしたので当時は問題にならなかったのですが，道路が開通した後に，
1996年の豊浜トンネル岩盤崩落事故（月刊「測量」2004年1月号　「岩盤崩壊モ
ニタリング」p37-39参照）が起こりました。以前は崩壊が起きても被害にならな
かったのが，生活が便利になり人の生活が変わったところで新たな災害が起こって
いるという状況です。

宅地が開発されたり，道路整備が進んで峡谷や海岸沿いに新しい道路ができたり，
観光開発として危険な場所に別荘地やスキー場・ゴルフ場などが開発され，人の生
活が危険な場に入ってくるため，土砂災害に対する危機が高まってきています。道
路防災点検は1968年の飛騨川災害の直後から約4年毎に行われているのですが，最
近になって危険箇所が増えてきているのが問題です。道路の利用者が増え，利用者
が危険な道路であることを知らずに便利さだけを求めて走っている。危険なところ
を様々な施設で防護していることを知らずに利用していることが，問題なのではな
いかと思っています。

では，道路ではどのような対策がとられているかというと，土石流と同じになるか
と思いますが，ハードとソフト両面でやっているのですが，ハード対策だけでは追
いつかないので，ソフト対策として防災点検が行われ，危ない場所には計器を設置
してモニタリングするといったことが行われるようになりました。しかし，ハザー
ドマップの作成は火山などの分野に比べて遅れているのが現状です。

今村（司会）：　池谷さんが仰ったように，危険地域と知らないで転居してくるの
と同じですね。では次に火山防災の観点から，井上さん，お話をいただけますか。
現在のところ認定されている日本の活火山は108箇所で，実に全世界の活火山の10
パーセント以上を占める火山国なのですが･･･

井上：　10年ほど前に国際協力事業団（JICA）関係の仕事でフィリピンのピナツボ
火山（月刊「測量」2004年1月号　p18-21　図1-3参照）とマヨン火山の調査をし
た経験と，最近読んだディック・トンプソンの『ボルケーノ・カウボーイズ』（山
越幸江訳『火山に魅せられた男たち』・地人書館）という本の中に，池谷さんや上
野さんからあった話題と関連することが書かれていたので，ご紹介したいと思いま
す。

ご存知のように1980年に北米のセントへレンズ火山（月刊「測量」2004年1月号
　p20　図3参照）の噴火があり，また，1985年にはコロンビアのネバド・デルル
イス火山の噴火で２万人以上の方が亡くなりました。火山の調査で非常に優れた実
績を残している米国地質調査所（USGS）が，この二つの火山災害を調査しました。
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その調査経験が，1991年のピナツボ火山災害の時に大いに生かされたと思います。
セントへレンズ火山（月刊「測量」2004年1月号　p20　図3参照）で火山研究の仲
間が亡くなるのを目の当たりにして，予知の必要性が唱えられ，ハザードマップな
どの必要性が認識されました。そして，実際にはハザードマップが準備されていた
にもかかわらず，ネバド・デルルイス火山では不幸な災害になってしまいました。
しかし，その経験はフィリピンのピナツボ火山（月刊「測量」2004年1月号　p18-
21　図1-3参照）の噴火で生かされ，20世紀最大の噴火であったにもかかわらず，
直接の噴火で亡くなったのは70～80人で済んだということです。被災・避難対象人
口は100万人以上になるのですが，火山噴火の怖さを地域住民に知らせ，的確に避
難させることができました。

その後1993年，同じフィリピンのマヨン火山の噴火でもそのことが引き継がれまし
た。本誌『測量』（2002年６月号）のシリーズ「ハザードマップ」でもご紹介しま
したが，1999年と2000年の噴火の時にはフィボルクス（PHIVOLCS）というフィ
リピンの火山地質研究所が，火山学的に警戒のグレード基準を０～５段階に分け，
各グレードの地域の人たちがどこに避難するか，行政当局を通じて地域住民に知ら
せていました。最大時には７万人を超える人がきちんと避難場所で，噴火が収まる
まで我慢していたということです。このことに，私ははっきり言ってビックリして
います。そのような事態が富士山や浅間山などの日本の火山で起こった場合，地域
住民はどういう避難をするだろうかと考えてしまいます。フィリピンはキリスト教
国で家長制・行政組織が非常にしっかりしているので，命令で避難させることがで
きたということが一番であり，我々は見習わなければいけないと思います。

今村（司会）：　ピナツボ火山（月刊「測量」2004年1月号　p18-21　図1-3参
照）にはネグリードス（アエタ族）という原住民が住んでいますが，彼らにも避難
するように連絡を入れたのでしょうか。

井上：　本を読みますと，雲仙普賢岳の噴火（1991）で亡くなったフランスのクラ
フト夫妻のビデオを地域の集会で見せたことと，彼ら自身が火山性微動を肌で感
じ，自ら避難したのだと思います。原住民に危険情報を提供したのは素晴らしいこ
とです。

今村（司会）：　ピナツボ火山（月刊「測量」2004年1月号　p18-21　図1-3参
照）災害は，同時期に噴火した雲仙火山で噴出した土砂量の400倍の土砂が一気に
噴き出したのですが，もし日本で同じような噴火があったとすると，そこには100
万もの人がいるのですから大変な災害になるでしょう。

それでは引き続き，洪水災害については赤桐さんからお話をお願いします。

赤桐：　先ほど池谷さんから自然現象と災害という話がありましたが，洪水につい
てもまさに同じで，有史以前から氾濫が頻繁に起こっています。平野では氾濫が繰
り返された結果，扇状地や三角州が形成されて来たことはよくご存知のとおりで
す。では，なぜ洪水が水害になるのかというと，社会的な財産（人命を含めて）に
損害を与えるから水害なのです。それからもう一つ教科書的なことを申しますと，
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水害は雨の降り方・雨の降る土地の状況・社会的水防体制の三つの要素のバランス
が悪くなると起こり易くなり，このバランスがその時代によってどんどん変わって
います。先ほど「災害の進化」の本質についての話がありましたが，まさにこのこ
とが説明できると思います。また，戦後の吉野川流域の被害状況の変化の話しがあ
りましたが，それとも符合します。最近ではこの他に，街や道路をつくって土地の
人工改変が進められているということ，さらに，人々の職業活動の関係で移動が非
常に激しくなっているということが大きな原因です。昔であれば考えもしなかった
条件の悪いところに住んだり，事業活動をしたりするようになっています。

また近年，見逃せないことの一つに集中豪雨による被害があり，雨の降り方が変
わってきているように思います。最近，しばしば「記録的な豪雨」というのがマス
コミでよく報道されていますので，一般の方もこのことを感じておられると思いま
す。大河川の氾濫という視点で見ますと，河川の整備が進んだ結果，その大河川の
堤防が切れて水害になることなど一見あり得ないように思われています。人々の移
動が激しくなった結果，同じ場所に永く住むということが少なくなり，その土地の
水害に対する経験や知識が忘れられつつあります。本来は水害に遭いやすい場所な
のにそのことを知らなかったり，また，水害に遭ったりした時にどうしたらよいの
か分からない人が増えています。もともと，平野では河川は自由に蛇行し氾濫して
いたのですが，現在は固定されています。そうすると，想定した規模よりも大きな
洪水が襲ってきた場合，ひとたび氾濫すると非常に激しい水害を起こす傾向があり
ます。また，都市化が進行したところは，洪水の危険がいっぱいです。例えば，①
堤防の際まで市街地が形成されていること，②氾濫したら脱出するのが非常に困難
な地下街が各地に作られていること，③個別のビルにも地下室が沢山作られている
こと，④累計地盤沈下が１ｍないし４ｍにも達しているところが臨海低地では相当
にあること，⑤都市の中小河川や下水道が氾濫して内水氾濫になること，⑥この中
小河川や都市河川は急に氾濫して短時間で引いていくため氾濫の危険を察知してか
らでは災害対応が間に合わないことなどです。

さらに恐ろしいのは，歴史的に見て湧水池の機能を果たしていたところまで居住地
になっていることです。社会基盤の整備ができていないところに，土地が安いから
と人がどんどん住みだしています。街が先にできて後追いで水害対策をしているの
ですが，間に合わないうちに大水害が発生するということはいくらでもあります。
都市化が進むに従って，これからも一層考えなければいけない深刻な問題です。

水害対策は行政が全てやってくれるというお任せ気分で，自分ではあまり考えなく
なっているように感じます。しかし，行政だけでは水害を100％防ぐことはできま
せんので，住民自らが水防について積極的に考えていかなければいけません。

その際，住民の自助努力を促すにしても，雨・洪水という情報をリアルタイムに把
握し，的確に住民に伝えることが必要になります（月刊「測量」2004年1月号　
p49-50参照。この情報整備は行政側で相当に進められており，10分前までの雨の
降り方や水位の状況が，インターネットで誰でも見られるようになっています。

いったん洪水が起こったらどうなるのか，洪水したら自分の住んでいるところの何
処が氾濫するのか，そういう場合にはどの道を通って何処に逃げればいいのか，と
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いったものを示すハザードマップを整備して，普段からよく熟知しておいて欲し
い。住民は自助対策をし，行政側は確かな情報を提供して，全体として被害を減ら
すことを考えるべきだと思います。

今村（司会）：　今まで話していただいた住民の自助対策や自分の命を守らなくて
はいけないという意識が，日本の場合には非常に低下していることを感じますね。
今，赤桐さんからリアルタイムでの情報提供というお話がありましたが，それにつ
いて瀬戸島さんから話題提供をお願いできますか。

瀬戸島：　情報収集という面からお話したいと思います。災害を時系列的に，か
つ，面的に広く把握するということになると，航空写真の撮影とそれが果たしてき
た役割が非常に大きいことは今も変わりません。過去を振り返ってみますと，1959
年の伊勢湾台風（月刊「測量」2004年1月号　p25　写真３参照）による高潮被害
がありましたが，その際に撮影された航空写真が地形と被災地との関係を見事に捉
えたことが発端になって，国土地理院の土地条件図作成のための航空写真撮影プロ
ジェクトがスタートしたと聞いています。

その他，1963年の三八豪雪の際に自衛隊がジェット機で被害状況を撮影したことが
ありました。また，1964年の新潟地震の液状化については，その当時の日本写真測
量学会誌に３回ぐらい論文が出たと思いますが，航空写真を用いて液状化の被害状
況調査が行われました。航空写真が使われてきたのは，定量的に計測できること，
質を分析できることの両面があったからです。70年代～80年代にはカラー化の時代
になり，また，宇宙空間からのリモートセンシングの時代になって，様々なスペク
トル情報が使えるようになりました。そして今は，地形図や衛星画像・降雨データ
など沢山あるデータを，フュージョン（融合）して使う時代になりました。

これら航空写真やリモートセンシングデータが防災に対してどのような使われ方を
してきたのかを見ていくと，被災状況の把握に使ってきたというのが一番多いこと
に気づきます。それ以外に，発生要因の分析のための情報の抽出や，発生危険度の
予測に用いる情報データベースのための情報抽出もありますが，被災状況をできる
限り早く，かつ，広く把握して対策立案に役立てることに命題が置かれ，それは，
今も変わっていません。災害前の状況と災害後の状況を比較して，被害の分布だけ
でなく，その規模を把握することが行われています。しかしながら，被害状況をリ
アルタイムで捉える（月刊「測量」2004年1月号　p43-45参照）という命題がクリ
アされているかというと，充分とはいえないところに問題があります。

高精度で多様なセンサーが使える時代になっても，リアルタイム性の向上が追いつ
いていません。原因がどんな点にあるかというと，一つ目は観測の制限という問題
です。高分解能衛星が使えるようになっても，撮影時刻は午前10時半前後といった
ように決まった時刻のものしかありません。では，航空機なら自由に飛べるかとい
うと，飛行手続きや航空法による制限があってリアルタイムな観測は困難というの
が実情です。

二つ目に，処理という問題があります。折角，高精度なデータを取得しても，その
処理に時間がかかります。ルーチンで一括処理できる手法を持っていながら，マ
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ニュアルで人間臭い処理も必要というのが実情です。

三つ目に，転送・配信という問題があります。データを必要とする人にリアルタイ
ムで配信したり，情報を共有したりする技術が，まだこれからというところです。
技術そのものはあるのですが，膨大な量のデータを一度に配信するとなると，情報
基盤や経済性の点で多くの課題が残されています。

リアルタイム性が求められるのは，情報の鮮度を時間スケールで考えながら情報を
整備していく必要があるからです。発災後の段階に応じた情報鮮度というのがあ
り，これから考えていかなくてはならない課題です。災害情報には発災後の災害パ
ターンの進化と対策を練る行政の動きという時間スケールに対して，必要とされる
情報をどの時点で提供するかを考えなくてはいけません（月刊「測量」2004年1月
号　p46　図１参照）。極言すれば，他の精度を若干無視しても，情報の鮮度を上
げるような処理方法の確立や，大量のデータを転送する技術をどうしたらよいのか
ということが大きな課題です。また，災害規模の把握のためには，災害前の情報を
きちんと整備しておくことも必要だと思います。

今村（司会）：　これまでの私たちは，情報を使って行動する側の動きや，それに
必要な情報を体系づけること，また，情報鮮度を高めることなどに対して，あまり
よく考えてこなかったのかもしれませんね。

瀬戸島：　データの処理によってどのような防災情報を抽出できるかということば
かりを考え，確かに時間的なスケールをどこかに忘れてきたような気がします。

今村（司会）：　災害のタイプは違っても，現在の問題点に対する皆さんの認識が
ほとんど同じなのには驚きます。皆さんのお話を伺って，現在での問題点や，当面
早急に対応すべきことなどが大変明確になりました。

２．　２１世紀初頭の防災対策のあり方

今村（司会）：　では次に，これから，つまり21世紀初頭（これからの10年間くら
い）の，防災対策のあり方を，新しい技術の展望を踏まえてお話し願えないでしょ
うか。

池谷：　今村さんが用意された風水害の死者数の表（図―４）を見ますと，過去の
流れがあっての21世紀初頭と考えることが重要だと思います。この図はそういった
意味で興味深いですね。まず，1960年の治山治水緊急措置法ができた頃から災害の
死者数が減っているのは間違いありません。ところどころで増えているのは，特殊
な事情によるものです。これまでに行われた国土の安全上の整備は，それなりの効
果があったと評価してよいのではないでしょうか。それに付随して，台風の研究や
予知・予測技術の開発やテレビの普及などがあったからこそ，こういう結果になっ
たのでしょう。飛びぬけた値を示している1982年の長崎災害（月刊「測量」2004
年1月号　p27-29　図1-4　写真１参照）1991年の台風17・18号・19号の場合に
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は，都市災害であるとか，風倒木であるとか，特殊な背景があります。そこで，三
つの提案をしたいと思います。

一つは日本の国土をどう見るかということです。江戸中期～大正期にかけて日本の
国土，とくに西日本はほとんどハゲ山でした。当時の六甲山には，一木一草無いと
いう状況が1881年の牧野富太郎の手記に書かれているのですが，今は緑で覆われて
います。全国土が緑になると表土の流出が少なくなるというのは事実ですが，そう
すると，なんとなく安全という神話ができてしまうのが怖いです。緑が育ってくる
と，風化が進み土壌層が増えます。土壌層が増えれば増えるほど崩壊という視点か
ら見ると，危険度を増しているのです。ですから，緑があるから安全というのでは
なく，緑があっても時間が経つと崩壊の危険度が増しているという評価がされてい
ないことが問題で，今後の防災対策で検討しなくてはいけません。

二点目は，少子高齢化が進んでいきますと，逃げたくても逃げられない人がでてく
るということです。これからの防災は，どちらかというとハード対策よりソフト対
策が主体ではないかという御意見が多いなかで，逃げられない人に対しては，まだ
まだハード対策（特に弱者対策）が必要だと思います。国土の安全の最小限のとこ
ろはハード対策で防護して安心を確保していくという基本思想を持つべきではない
かと思います。

三点目は，科学技術の発展を受けて，新法の土砂災害防止法がどのような経緯から
制定されたかを説明しますと，実は，土石流や崖くずれ・地すべりなどが科学的に
評価できるようになったことがあげられます。具体的に土石流を例にして申します
と，流体力と建築基準法で定める家の耐力のどちらが大きいかを計算し，家の耐力
が弱いところはレッドゾーン（特別警戒区域）になります。第三者が見ておかしく
ない科学的評価ができるようになった訳です。このようなゾーンに住んでいる高齢
者や退避困難な人を救出するため，発災までの時間をどう見積もるかが課題で，こ
れを現在のソフトだけで解決するのは非常に難しい。短時間で局所的に降る予知・
予測が難しい異常気象による雨の降り方の研究などが，これからの技術開発の大き
なテーマになるという気がします。

今村（司会）：　戦後の植林政策で緑が増えて災害が全体的に減ってきた反面，表
土層が厚くなるため崩壊に対しては不安定要因が増えたということを知っておかね
ばならないことですね。木の根によって緊束力が増す要素もあるけれど，その程度
は限られていますからねえ・・・。

池谷：　最近，崩壊や流木災害が多くなっているのは立ち木のところが壊れてそこ
から流出しているからで，木が無ければ流木災害は起きないわけです。流木災害は
河川だけでなく海にまで被害を及ぼします。立っている大きな木が簡単に流れてし
まうことの評価をどうするかが，課題だと考えています。

また，植林によってある程度までは保水力で雨量の影響を調整する力が増えます
が，それにも限界があります。その限界を越すような集中豪雨が短期的に降れば，
山林は壊れてしまう。緑さえあれば全ての安全が確保できるという神話は，一面で
は多くの誤解を生んでいるのではないでしょうか。
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上野：　ソフト対策よりもハード対策を重視すべきという意見に対して，少し異論
を述べさせていただきます。現在，日本の道路は110万kmを越す延長があります
が，そのうち，直轄国道が約２万km，補助国道が約３万km，両方を合わせても約
５万kmくらいです。さらに主要地方道を合わせても約１割です。それだけでもハー
ド対策を行うのは大変な作業です。残り９割の道路のことも考えるとなると，ハー
ドだけでなくソフトも一緒にやらないといけないと思います。これに関連した新し
い技術を二つご紹介します。

一つは，光ファイバーを道路沿いに粗く張って，ラフな測定で，雨が降っている時
に斜面の何処が動いたかという崩壊の兆候を捉えることです。これとは逆に，感度
を高くして高精度に測ろうという動きもあるのですが，高精度を目指すよりも，ま
ず粗い精度でよいから危ない斜面はどこなのかを抽出できるモニタリング技術を目
指しています。

　国道の雨量規制区間で長いのは20kmぐらいありますので，今のところ，一つの
区間を20km程度としてモニタリングして，雨が降っている時のパトロールでは分
らない初期変状を捉えて，どこが危ないかを具体的に把握できればよいと思ってい
ます。こういった新技術はそのうちにモノになるかと思うのですが，まだ試験レベ
ルです。

今村（司会）：　道路技術への光ファイバーの利用はこの５ヵ年の間にかなり研究
され，狭い対象範囲では実用化されていますが，上野さんが紹介された技術は，狭
いところを高精度に測るのではなく，それに先立って，広い範囲に粗い網を張って
マクロな兆候を捉えようとしているのですね。

上野：　そうです。もう一つは，危ない斜面のモニタリング地点を1km程度ごとに
設定して，簡単な方法で地下水位を計ったらどうかと思っています。現在，連続雨
量や時間雨量を測っている道路管理者もいますが，雨の量だけしか観測していな
い。それに対して，河川管理者は雨量の他に河川水位も測っています。そこで，河
川と同じように，斜面でも雨量と水位を測って，危険水位のような指標を設けても
よいのではないでしょうか。現在，気象庁が進めている土壌水分指数が適合するの
であれば，斜面内の水位モニタリングは重要なファクターになると思っています。

現在の危険箇所のモニタリングは非常に限られた，せいぜい道路延長100m程度を
対象にして集中的に行なっていますが，広い斜面のどこが危ないのかを予兆するこ
とがまず大切だと思います。

今村（司会）：　そういう粗い規模のモニタリングシステムは，現在のところ行わ
れていませんね。光ファイバーによる微動のモニタリングと，水位のモニタリン
グ，その他のモニタリング方法などを組み合わせることができるとよいですね。

池谷：　上野さんが指摘された私の発言でのソフトからハードへというのは，決し
てハード対策だけでやれという意味ではないということを話しておかなければいけ
ません。両者を総合的に実施することが重要で，ソフトだけに頼りすぎてはいけな
い，やはりハードでやるべきところもあるということを言いたいのです。ハードと
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ソフトでやるのが一番よいのですが，今は，ハードが軽視されてソフトさえやれば
全て解決すると思われていることに対して，警鐘を出しておかなくてはと思ってい
ます。

今村（司会）：　そうですね。それでは火山災害に関して，井上さんいかがです
か？

井上：　話の筋がずれるかもしれませんが，江戸時代のいろんな災害（例えば，富
士山の宝永災害（1707）や浅間山の天明災害 (1783)など）を調べてみますと，
返ってその頃の方がその土地の状況がよく分かります。当時は地名にしても災害統
計にしても，村（現在の大字）単位で書かれています。それに対して現代は，GISな
どのツールを用いてメッシュを細かくすることが指向され，一見精度が上がったよ
うにみえるのですが，本当にそうなのでしょうか。コンピュータが進んで出力図が
きれいになっているので，それに誤魔化されているのではないでしょうか。語弊が
あるかもしれませんが・・・。私が地すべり調査をする時には，まず地元の人に何
処がどう危ないかを聞いて回るようにしています。とくに，小字名のように，地元
の人が付けた地名には災害発生を知る鍵があると思うのです。それを21世紀になっ
てどのようにして再現するかが課題です。

地形が人工的に改変されているところでは，旧版地形図を買ってきて丹念に地形を
読むとか，市町村合併で地名が変わってしまったところでは，昔の地名を読み取る
技術があると役立つと思います。昔の丘陵が一面に切り盛りされ平らに均されてい
るところでも，旧地形を知っていれば，どこが崩れやすいかなどが分ります。この
ように，昔の地形や地名を読み取り再現することを，測量や地形の技術者の方々に
期待したいと思います。

今村（司会）：　池谷さんが最初に言われたように，地名が希望ヶ丘とか旭ヶ丘に
変えられてしまうのは，文化的な後退ですね。歴史を紐解くと，地名が大幅に変
わったのは元明天皇の713年と明治維新時の二度＊で，三度目が，この20～30年の
間に起きています。地名を無制限に変えることに対する規制は無いのでしょうか。

池谷：　規制は無いと思います。土地の登記簿をチェックすると，その地域の歴史
が分かるのではないかと思います。登記簿を一度，整理することも一つの手かと思
います。

井上：　手間隙はかかりますが，土地台帳など昔の資料から，大字名だけでなく災
害と関わりのある小字名などの土地情報をコンピュータで抜き出して作った地図
が，防災のためには絶対必要ですね。

赤桐：　1880年の２万分の１迅速図には残念ながら小字名までは載っていないので
すが，当時の土地利用が分かりますので，それに加えて，登記簿をチェックした
り，旧版の地形図を見ると，その土地固有の防災情報をかなり掴むことができると
思います。

水害に関する今後の課題をお話しますと，まず，もっと多くの情報をリアルタイム
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に集めて，それを誰でも見られるように提供することが大切です。その基本的なシ
ステムはもう出来ているのですから，これを徹底的に進めるということが一つ目の
課題です。

二番目に，住民自身が知らなくてはいけないのですが，地域社会が災害弱者にどう
対応するかということです。「俺は知らんよ」では困るのです。私がハザードマッ
プを作っている時の話ですが，河川の堤防の近くに老人ホームができていました。
ところが，老人ホームを作った人は，そこが洪水の常襲地であることを知らなかっ
たので，防災への配慮が全くされていません。このようなところでは近隣の集落や
事業所の若い人が助けに駆けつける仕組みが必要となりますので，災害弱者への対
応がしっかりできるように地域社会の行政側は住民側と相談してPRする必要があり
ます。これからは少子高齢化が進みますので，災害弱者の問題が大きくなってきま
す。いかにしてその危険から救いだすかが課題です。

三つ目は，水害が起こりやすいか起こり難いかということをよく知った上で，土地
利用を決めていくことです。個人のレベルでいえば，自分が家をたてようとする時
には，ここは地盤が良いのか，それとも地盤が悪くて水害に襲われやすいのか，と
いったことを調べたうえで建てるかどうかを決めていき，行政がそれを支援するこ
とができないものでしょうか。

今村（司会）：　以前にある座談会で土地利用の話が出て，われわれは危険な土地
と安全な土地を区分した資料を作成しているのですが，それを公表すると土地の値
段が下がるから公表すべきでないという話がありました。私はどんどん公表して，
危ないところは値段が安くなって当たり前ではないかと発言したのですが，その部
分は座談会の記録から削られてしまいました。（笑い）。ところが今では，かなり
意識が変わってきて，公表することがむしろ推奨されるようになっていますよね。

池谷：　当時，公表できなかったのには二つの理由があります。一つは，家一軒の
違いを客観的に危険かどうか線引きできるかという議論があったためです。しか
し，今の科学技術を用いれば線引きできるようになってきています。そして他の一
つが，地元の人から土地の価格が下がるという反対があったためです。今はそうい
う時代ではなくなり，実際に雲仙や有珠山のハザードマップを公表していますが，
地元住民にも有効に使われていると思います。

赤桐：　かつて，ある地域で地盤高調査を行った時，土地の値段が下がると抵抗が
ありました。10年ほど前に，濃尾平野でも同じような地盤高分布図を作成して役所
の人と話したことがあります。役所側は公表に慎重だったのですが，客観的な情報
は皆が知るべきということで公表したところ，沢山の不動産屋がその地図を欲しい
とやって来ました。そういう情報があることを知らずに土地を売って，後で訴訟に
なったら大変なことになる，条件の悪い土地を売ったのではお客さんに申し訳ない
ということのようです。多分，良心的な不動産屋だったのでしょう。10年ほど前ま
では，そんな状態だったのですが，今では，客観情報であれば公表しても誰も抵抗
しないという時代になりました。

今村（司会）：　住民側も行政側も，考え方が大きく変わってきたのですね。
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瀬戸島さんが考える21世紀の防災のイメージは，どのようなものでしょうか。

瀬戸島：　三つのイメージをもっています。

一つは，防災と環境が一体不分離なことを認識しないといけないことです。地球規
模の環境でいうと，地球温暖化が局地的な集中豪雨やヒートアイランド現象を引起
こし，それが引き金になって様々な災害を起こしています。防災を考えるには，環
境も一緒に考えなくてはいけないと思います。今までは防災のために環境が犠牲に
されたり，その逆があったりして，環境と防災がトレードオフの関係としてぶつか
り合うことがあったのですが，これからは環境と防災を一体不分離なものとして考
えることが大切です。

地域レベルの環境を考えると，池谷さんが仰った「緑さえあれば安全という神話を
再検討する必要がある」という意見に同感です。そのためには，緑の質を考えない
といけないと思います。例えば，西日本の場合ですと，山全体としてみると緑が
うっ蒼としているのですが，実は竹林がどんどん広がって，本来そこに生育してい
た常緑樹や落葉樹を立ち枯れさせています。全山が竹林に変わってしまうと，土砂
災害に対してはきわめてぜいじゃく脆弱になるので，環境の質を防災の視点から評
価することが必要なのではないかと思います。

二つ目は，今後の防災はリスクの分担がはっきりしてくる時代かなと思います。住
民が自分の身を自分で守り（自助），それに対して行政が支援するためのインフラ
整備を行う（公助）という役割分担がなされ，リスクの分担が税金の負担で行われ
るようになります。さらに，日本の古き良き時代にはあったのが何処かで忘れ去ら
れてしまった共助というか，コミュニティの場で住民が互いに連携し合うといった
ソフト対策の役割分担が必要になってくると思います。

三つ目は，技術的に確立されている写真判読などの技術が新しい技術と融合して，
防災に関する古くて新しい技術的テーマを解決するための糸口になる重要な調査手
段になっていくと思います。例えば，過去の情報を集めてデータベース化し，GISを
用いてそのデータベースを参照しながら，現在の情報に過去の情報を載せてデジタ
ルな判読をしたり，同一モニター上で複数の専門家による防災上の判断や解釈がで
きる時代になっています。これらが実現すると，今までとは違った知見が得られる
かも知れません。

赤桐：　例えば，外見上は市街地であっても，昔の情報を加えながら写真判読をす
ると，もともとは田んぼだったところが盛土された場所で氾濫しやすいことが分か
るし，さらに，レーザー測高データなどの精細な地形データを加えると（月刊「測
量」2004年1月号　p31　図2-3，p43-45参照），平坦に見える土地にも凸凹が
あって，内水氾濫が起きやすいところだというのが分かります。

　国土調査法でいう土地分類図や地理院の土地条件図は，昔の地形を斟酌して作っ
ているのですが，それらはアナログのデータでした。江戸時代などの古い時代のも
のをデータベース化して時系列的に見られるようにしておけば，必要なデータが
揃っているので，ユーザーが判読や解釈する時にデータを選択できます。データは
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デジタル化されていますから，GISを用いて重ね合わせるのも比較的やりやすくなり
ます。

３．　測量技術者の活躍が期待されている

今村（司会）：　では最後に，防災という問題に対して，測量や地形技術者の活躍
が期待されるところをお話しいただけますか。

池谷：　今までの測量業界は発注者である行政の意見を聞いて仕事をしていました
が，利用者である住民の声をほとんど聞いていない，あるいは，住民の声が届くよ
うになっていなかったのではないでしょうか。調査の結果が，エンドユーザーであ
る住民に分かるようになってないと思います。

例えば，ハザードマップを作る段階から住民を交えて作ればよいと思います。測量
やコンサルタントの技術者だけで作るのではなく，住民と協力して作業したり合意
形成をしながら，住民の声を反映したものを作ると，ハザードマップは住民によっ
て有効に活用されます。測量技術者やコンサルタントは，住民と行政を繋ぐ役割を
担うという意識を持って，両方の声を聞くことが必要なのではないでしょうか。

赤桐：　測量はその時々の国土の記録ですから，測量技術者の人達は，後に何回で
も再利用されるような地図を作ることが必要です。

上野：　昔のように先祖代々の土地家屋を守って暮らすことが少なくなり，住まい
を転々と変えるようになると，昔のことがほとんど分からなくなってきています。

　香川県のある村落にある対策工事の石碑に，91年前に災害（塩江町の蛸山大災
害・1912年9月23日）があって人家5戸・26名の集落が全滅したということが記さ
れているのですが，現在その村落に住んでいる60歳を越える人でさえそのことを知
らない。91年前のできごとは忘れ去られているのです。同じような例をいくつか調
べてみますと，広域な災害は覚えているのですが，スポット的に起こった土砂災害
などは広く知られていないこともあって，忘れられるのが早いという印象をうけま
した。

赤桐：　辛い悲しいことは早く忘れたいというのが人間のさが性ですね。災害のこ
とを聞くと，「聞かないでくれ」と耳を塞いでしまう人もいる。1923年の関東大震
災（月刊「測量」2004年1月号　p22-24　図1-3　表１参照）の被害調査をやった
時に，周りの人は教えてくれるのですが，その家の人は全く口を開いてくれない。
人にはそのような心理的作用が働くことを経験しています。

今村（司会）：　土石流災害は，普通の渓流でも数百年に一度の割合で起こってい
ます。その事実が地形に痕跡として残されており，地形からみて土石流が再発する
おそれのある危険地域なのはよく分かるのですが，そういうのを住民に分かるよう
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に示すことが，コンサルタントや測量技術者の使命なのでしょうね。

上野：　1997年の水俣災害について住民の方は，「まさか土石流が襲ってくるとは
思わなかった」と言っています。ところが地形図を見ると扇状地性の地形（沖積
錐）をなしており，過去にもこの地域は何回も土石流に襲われたことが分かるので
す。地形図を読む初歩的な知識があれば分かるはずなのですが，災害に襲われるの
が数百年に一度ですから，なかなか言い伝えとして残らない。そのため，「先祖
代々から襲われたことが無い」という話になってしまうのだと思います。

瀬戸島：　防災分野で測量技術者に期待したいのは，オーラルヒストリー（歴史的
事実の口伝）の収集と分析です。1995年の阪神淡路大震災で亡くなった人々のほと
んどは，地震発生後30分から１時間の間であったと聞いたことがあります。それ
は，倒壊した家や家具の下敷きになったのが主な原因だったそうです。そのために
も，その教訓を正確に伝えていくことが必要です。赤桐さんが仰っていた「忘れた
い」という気持ちが働くので，そのままでは，いずれ教訓として残らないと思うの
です。そこで，オーラルヒストリーを集めて，整理しておくことが重要だと思いま
す。こういうことができるのは，地元の土地に詳しい，地場に密着した活動を行っ
ている測量や建設コンサルタントの技術者たちです。地域で起きた災害のオーラル
ヒストリーは，地元の人が地元の声を聞くというのが良く，いろいろな情報が聞け
ると思います。

また，自助努力の啓発を促す防災教育や防災に強いまちづくりも，地元の技術者が
地元に暮らす人々と一緒になって計画やそのための調査をすることが必要ですし，
地場の測量技術者が活躍する場だと思います。

赤桐：　地形に残されている痕跡を含む自然災害の記録は，これから安全に暮らし
ていくための貴重な情報です。自然災害を不名誉なことだと思ってしている人たち
がかなりおり，行政・住民・コンサルタントの間での理解のずれを感じます。この
ような地表のことを詳細に一番よく知っているのは，多分，測量界の人々だと思い
ます。かつて，諏訪湖の西の方で活断層の調査を行った時，大縮尺の地図を持って
行ったのですが，実際に現場を目にするともっと細かな情報が分かります。現場で
測量を行っている人は，そういう地形を詳しく知っているのですから，測量技術者
は自信をもって，良い地図を作っていただきたいものです。また，地図を作るとき
には，防災という視点で現地の地形を見て欲しい。測量技術者の経験は非常に大切
だと思います。

今村（司会）：　皆さんのお話を伺っていると，やはりそれぞれに「その道のプ
ロ」なんだなと感じました。短時間にもかかわらず，これから防災事業に携わる測
量や防災分野のコンサルタント，あるいは行政側の立場の人など，本誌の読者に
とって大変に内容の濃い，しかもこれからの防災対応上欠かせない多くの御意見や
アドバイスを頂戴でき，大変有意義なひとときでした。大変ありがとうございまし
た。

【　注　釈　】
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＊　一度目は天明天皇の713年（和銅元年）に，国策として中国をまねて２文字化
―井之頭（井戸や泉のあるところ）が猪頭，こま河間（入りこんだ場所）が好間・
光間になるなど―されたため，難しい読み方や当て字が増えた。二度目は明治維新
時に行われた。

【 参 考 １】　本座談会で話題として取り上げられた災害の概要

1)　仁淀川災害（西日本・東北・北海道地方豪雨水害）（1975）

８月17日９時頃，高知県宿毛市付近に台風５号が上陸。西日本一帯は暴風雨，高知
県では集中豪雨による仁淀川の洪水や崖崩れで甚大な被害が発生。19～20日には東
北・北海道地方で大雨が降り，全体で死者・行方不明77，家屋損壊2419，浸水約
50000件などの被害。

2)　釧路沖地震（北海道・東北地方地震，釧路沖地震）（1993）（M=7.8）

1月15日午後8時頃，北海道釧路沖を震源とする強い地震が発生。地震動の加速度が
約1000ガルで，重力加速度（980ガル）に匹敵する強い地震を観測。釧路で震度
6，北海道全域～関東にかけての広範囲でかなりの揺れがあり，被害は釧路市とそ
の周辺に集中。揺れによる建物被害は少ないが，地盤の液状化現象により釧路港の
岸壁や鉄道・ライフライン施設などが破壊。死者２で比較的少なかったのは，津波
被害がなく，休日の夕食後で家族がそろって地震に対応できたため。

3)　宮城県沖地震（東北・関東地方地震）（1978）（M=7.4）

６月12日17時頃，宮城県沖100kmを震源とする強い地震が発生。仙台・福島・水
戸・大船渡・新庄で震度５の地震が発生。被害の大半は宮城県に集中，死者28，家
屋被害8万余。ライフラインの破壊など都市型災害として注目された。

4)　針原川（鹿児島県出水市土石流）（1997）

7月10日午前1時頃，出水市境町針原地区で大規模な土石流が発生。被災地の上流
400ｍの針原川岸で発生した大規模崩壊土砂が100m下流にある直径60mの農業用
溜池に流れ込み，決壊した溜池からあふれ出した水や土砂が針原川に流入して周辺
の土砂を巻き込みながら土石流となって流下。15世帯の民家破壊，死者21。

5)　熊本県水俣（水俣市集地区土石流災害）（2003）

7月20日から九州北部に停滞し活発化した梅雨前線の影響で，九州地方に局地的な
集中豪雨。水俣市宝川内の支流集川の上流で大規模崩壊（幅100m・長さ170m）が
発生し，崩壊土砂が集川に沿って時速約40kmで流下し，集地区の集落を襲い，死
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者17の被害を及ぼした。

6)　十津川災害（四国・近畿地方風水害）（1889）

８月18日に台風が四国中部を北上し，四国・近畿・中部・関東地方にかけて豪雨。
和歌山県・奈良県では記録的な雨量で河川が氾濫し家屋倒壊・山崩れが多数。死者
約1750，奈良県十津川の被災者2500人は北海道石狩平野へ移住して開墾し新十津
川村を形成した。

7)　有田川災害（南紀豪雨，和歌山県ほか各地水害）（1953）

7月16～24日に低気圧から延びた前線の影響で全国各地に局所的豪雨。特に18～
19日にかけて紀伊半島山間部の記録的な雨量により大規模な山地崩壊が続発。有田
川・日高川・熊野川などが氾濫し大水害が発生。全国で死者・行方不明1124，負傷
者5819人。

8)　門司・小倉（北九州大水害，九州北部・山口県豪雨水害）（1953）

梅雨前線の影響で6月25～30日にかけて九州北部と山口県に豪雨。福岡県門司市・
八幡市で山崩れが続発，筑後川・遠賀川が決壊。白川の氾濫で熊本市の大半が水に
浸かった。各県で死者・行方不明1013，家屋倒壊・浸水計49万余，昭和最大級の
梅雨災害の一つ。

9)　呉（昭和42年７月豪雨，西日本各地方水害）（1967）

低気圧に変化した台風7号が梅雨前線に刺激され，7月8～9日にかけて近畿地方以西
の各地に局所的な豪雨。雨量が1000mm以上の所もあり山崩れや鉄砲水が発生。特
に佐賀県有田市・伊万里市，長崎県佐世保市，広島県呉市，神戸市表六甲区におけ
る山崩れや浸水は大災害になった。死者・行方不明者371人，浸水30万。

10)　長崎災害（関東地方以西豪雨災害，昭和57年7月豪雨）（1982）

梅雨前線の活動により関東～九州地方の各地に大雨の被害。九州と中国地方を中心
とした西日本で集中豪雨。特に長崎市中心部の低地が水に浸かって都市機能が失わ
れ，郊外の高台では崖崩れが続発。死者・行方不明345人，浸水5万。

（参考：月刊「測量」2004年1月号　p27-29　図1-4　写真１）

11)　鹿児島（九州地方南部豪雨災害）（1993）

7月31日～8月7日にかけて活発化した梅雨前線の影響により九州地方南部で大雨が
降り続いた。特に６日と７日は鹿児島県を中心に集中豪雨があり，鹿児島市内を流
れる甲突川などの都市河川の氾濫をはじめ，崖崩れなどで死傷者多数（死者・行方
不明79人）にのぼった。
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12)　豊浜トンネルの岩盤崩落事故（1996）

2月10日午前8時過ぎ，北海道積丹半島の余市と古平をつなぐ国道229号線の豊浜ト
ンネルの上方で大規模な岩盤が崩落し（約11,000?），トンネル上部に巨大な岩塊
が直立。路線バス１台と乗用車１台が崩落岩塊の下敷きになり，乗客他20人が死
亡。

（参考：月刊「測量」2004年1月号「岩盤崩壊モニタリング」p37-39）

13)　飛騨川災害（西日本豪雨災害）（1968）

8月15～18日前線と台風7号の影響で西日本に局地的な大雨。岐阜県山間部では集
中豪雨による崖崩れが発生。18日未明加茂郡白川町の国道43号線で突発的な崖崩れ
が起こり停車していた観光バス２台が飛騨川に転落し，104名が濁流に呑まれて死
亡。

14)　ピナツボ火山（1991）（火山噴火とカルデラの生成）

フィリピン国ルソン島にあり，活火山だと認識されていなかったが，6月9日に噴
火。大量に噴出した軽石や火山灰は，高さ25kmに達した。特に6月12日～15日に
噴出した約11k?の火砕物は約5000Ｋ㎡に降り，全ての谷を埋め尽くした。この噴
火により山頂部は陥没し，直径2㎞のカルデラが生まれた。大噴火と台風の襲来が
重なり，噴出物が泥雨となり多くの建物が倒壊した。死者約800人。

（参考：月刊「測量」2004年1月号　p18-21　図1-3）

15)　マヨン火山（1993）

フィリピン国ルソン島にある標高2462mの活火山で，鋭く尖った山頂を持つ美しい
姿の円錐型火山として名高い。1616年以来45回以上の噴火が知られ，国内では最
も噴火回数が多い。火砕流・溶岩流が特徴で，1814年の噴火で1200人，1897年の
噴火で350人が犠牲になった。1993年2月2日に前兆現象が無く突然に小規模噴火
が発生し，その火砕流により畑作業中の農民70人が一瞬にして亡くなった。噴火前
から準備されていた火山災害対策書（マヨンオペレーション）が公表されており，
火口から6km以内は居住が禁止されていたため，以降の死者・行方不明者はでてい
ない。

16)　セントへレンズ火山（1980）（山体崩壊と噴火）

北米大陸の太平洋側にあるカスケード山脈の大型の火山で，2500年間にわたって活
発な火山活動をしてきたが，最近の約120年間は平穏を保っていた。5月18日に山
頂直下でM=5.0の地震が発生して山頂部が大崩壊し，岩屑流となって北側のふもと
を襲った。噴火前からハザードマップが公表されており，防災計画・避難勧告もそ
れに基づいて行われたので死者は57人で済んだ。噴火活動は徐々に弱まり数年で終
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息した。

（参考：月刊「測量」2004年1月号　p20　図3）

17)　ネバド・デル・ルイス火山（1985）（噴火と泥流によるアルメロの悲劇）

南米コロンビアのアンデス山地の最高峰の一つ，海抜5321mに達する活火山。11
月13日中規模の軽石噴火が斜面の万年雪を溶かした。23時過ぎに大量の泥水となっ
てアルメロの町に流れ込み，死者は近隣の町を含め23,000人にものぼった。20世
紀で最悪から2番目の火山災害。噴火の直前に災害予想図が完成していたのに活用
されず，警戒体制も不充分だった。意識の向上が大切であることが示された例であ
る。

18)　雲仙普賢岳噴火災害（1991）

1990年11月に約200年ぶりに噴火。1991年2月に新火口を形成しながら再び噴
火。その後活動が次第に活発化し溶岩ドームができ，その一部が落下して火砕流が
発生した。

19)　伊勢湾台風（九州以外の各地方風水害）（1959）

1959年９月26日に伊勢湾の西を通過した台風15号による洪水・高潮災害。台風の
伊勢湾通過時が夜間で，かつ伊勢湾の満潮時と重なったため広範な地域が冠水し，
5000人を超える死者・行方不明者を出す大災害となった。災害対策基本法制定の
きっかけとなった。

（参考：月刊「測量」2004年1月号　p25　写真３）

20)　三八豪雪（昭和38年１月豪雪，日本海側各地雪害）（1963）

1963年に北陸一帯が豪雪に見舞われ，生活機能を失う豪雪災害。航空自衛隊の
ジェットで空中写真が撮影され，それ以来，空中写真は雪害調査の手段となって使
われるようになった。

21)　新潟地震（信越・東北・関東地方地震）（1964）（M=7.5）

1964年6月16日に新潟地方にマグニチュード7.5の強震が襲い，甚大な被害が発生
した。とくに，この地震では液状化による地震災害が注目された。

22)　台風17号（沖縄～東北地方風水害）･台風18号（近畿～東北地方風水害）･台
風19号（全国各地風水害）　（1991）

９月12～15日，中型の台風17号により沖縄～東北地方にわたる広範な地域が暴風
雨被害を受けた。また16日～21日には大型の台風18号が秋雨前線に刺激され，紀
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伊半島から東北地方にかけて大雨が降り，河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生。更
に大型で非常に強い台風19号が長崎県佐世保市に上陸し，日本海を進んで再上陸し
た。2週間の間に３つの台風が続けて襲ってきたため，死者・行方不明95の被害に
なった。

23)　宝永（富士山大噴火）（1707）

宝永4年。前日から山麓一帯で地震が頻発し，11月23日朝に富士山の噴火が発生。
この激しい爆発により宝永山が形成された。周辺の各村は壊滅状態。降灰は広範囲
に及び，江戸にまで大量の火山灰が降った。焼砂が季節風に乗り酒匂川上流に堆積
し，翌年の雨期に川が氾濫した。

24)　天明（浅間山大爆発，浅間山天明噴火）（1783）

4月から噴火活動を開始し，7月5日に大噴火し付近一帯が火に包まれた。8日には大
爆発を起し，火砕流は吾妻川に流れ，現在の群馬県嬬恋村は全村が土石の下に埋没
した。被害は利根川流域にもおよび激甚な災害となった。

25)　関東大震災（関東大地震，関東地方南部地震）（1923）（M=7.9）

9月1日正午前，相模湾北西部を震源とする大規模地震が発生。強い振動とその直後
に各所で発生した火災により東京・横浜は壊滅状態。死者99,331，行方不明
43,476，焼失447,128。死者の大半は焼死。観測史上最大の災害。

（参考：月刊「測量」2004年1月号　p22-24　図1-3　表１）

26)　阪神淡路大震災（兵庫県南部地震，近畿地方地震）（1995）（M=7.2）

1月17日5時46分，兵庫県淡路島北部を震源とする大規模地震が発生。活断層によ
る直下型地震で，神戸で震度７，洲本で震度６を観測。神戸とその周辺の被害が甚
大で，死者6,308，住宅全半壊20万以上で，戦後最大の災害。近代都市における災
害発生時の対応措置で根本的な問題を露呈。

【参 考 ２】　防災関連のホームページ・リンク集

名称 内容

内閣府防災情報のページ
内閣府防災部門のホームページ。中央防災会議の会
議録、地震被害想定支援マニュアル、震災対策、火
山対策、風水害対策の内容、防災白書等。
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国土交通省防災センター
大規模災害時の防災拠点となる防災センター、防災
情報収集システム、災害状況把握システム、災害の
予測システム。

国土交通省防災情報センタ
ー

郵便番号、市外局番、都道府県、市区町村名から検
索するリアルタイム雨量、リアルタイムレーダー
等。

国土交通省リアルタイム川
の防災情報 全国のリアルタイム雨量・水位などの情報を提供。

国土交通省河川局　災害の
記録 水害レポート、災害列島、全国の災害情報。

国土交通省河川・道路等施
設の地震計ネットワーク情
報

地震観測情報、観測点の情報。

国土交通省国道・防災課道
路防災対策室

降雪情報. 冬の道路情報. 冬期閉鎖区間情報. 災害速
報. 道路情報提供システム. 事前通行規制情報。

国土交通省都市防災 都市防災対策、災害に強いまちづくり。

国土交通省防災業務計画 平成14年5月に策定した国土交通省の防災業務計画

国土地理院 防災関連情報、地震予知連絡会。

国土地理院防災業務計画 平成13年１月に策定した国土地理院の防災業務計
画。

気象庁 気象警報、予報、アメダス、レーダー、気象衛星、
津波警報、地震情報、火山情報など。

海上保安庁 海難防止、水路警報、海洋速報、流氷情報など。

消防庁 消防庁紹介、防災白書、災害ボランテイア。

消防研究所 研究所紹介、研究紹介、防災技術の普及・振興、イ
ベント情報。

消防防災博物館 (財）消防科学総合センターが運営するｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の
仮想博物館。

産業技術総合研究所　地質
調査総合センター 数値地質図、重力図、地震情報等。

（独）防災科学技術研究所 地震関連情報、火山関連情報、土砂災害関連情報、
気象関連情報。

file:///W¦/kaiin/Corner/kikansi/special/2004/200401_bousai.htm (25/27)2004/01/21 17:03:54

http://www.mlit.go.jp/bosai/disaster/bousaicenter/bousaicenter.htm
http://www.bosaijoho.go.jp/
http://www.bosaijoho.go.jp/
http://www.river.go.jp/
http://www.river.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/river/saigai/kiroku/index.html
http://www.mlit.go.jp/river/saigai/kiroku/index.html
http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/
http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/
http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/
http://www.mlit.go.jp/road/bosai/bosai.html
http://www.mlit.go.jp/road/bosai/bosai.html
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/index.htm
http://www.mlit.go.jp/bosai/disaster/gyoumukeikaku/hyoushi1.htm
http://www.gsi.go.jp/
http://www.gsi.go.jp/GSI/BOUSAI/bousai.html
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/index.html
http://www.kaiho.mlit.go.jp/
http://www.fdma.go.jp/
http://www.fri.go.jp/cgi-bin/hp/index.cgi
http://www.bousaihaku.com/
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
http://www.bosai.go.jp/jindex.html


機関誌『測量』2004年1月号　　特集「防災」　　座談会

東京メトロネット災害情報 首都圏での大規模災害発生に備えた関連ページへの
リンク集。

レスキューナウ・ドット・
ネット 全国災害、ワールド災害、過去の災害。

東京大学地震研究所 地震研究所の活動、公開プログラム・データベー
ス、セミナー、共同利用。

東京大学生産技術研究所　
都市基盤安全工学国際研究
センター（ICUS)

都市基盤の安全問題

京都大学部防災研究所 防災Q&A、共同研究、年報、京都大学防災研究所
フォーラム。

防災研究フォーラム 自然災害を中心とした災害軽減・防御に関する共同
研究プロジェクトの立案。産官学連携の研究体制。

砂防学会 活動報告、砂防学会誌目次。砂防学会シンポジウ
ム。

日本地すべり学会 会誌「地すべり」の目次、地すべり地形ライブラ
リ、講座、出版物。

日本火山学会 「火山」目次、公開講座、火山学者に聞いてみよ
う。

日本自然災害学会 災害写真集、学術講演会、学会誌「自然災害科
学」。

地域安全学会 生活者の立場からの地域社会の安全問題、日米都市
防災会議。

日本損害保険協会 防災の広場、防災情報、各種統計の提供、安全対策
研究。

アジア防災センター
最新災害情報、多国語防災用語集、防災トレーニン
グ情報、防災人材情報ネットワーク、災害情報
GISVENTEN。

CODE 海外の災害情報、救援活動の報告

FEMA Federal Emargency Management Agency

USGS 米国地質調査所のホームページ、米国の数値地図デ
ータ、地震データベース、他。
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CRED ベルギー国ルーベインカトリック大学の流行病研究
センターで、世界の自然災害に関する統計データ。
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