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＜巨大災害に関する政策研究シンポジウム＞ 

日時： 2014年 9月 10日（水） 13：00～16：30 

場所： 政策研究大学院大学 1階 想海棲ホール 

パネリスト：   

伊藤 哲朗 氏（東京大学客員教授、元内閣危機管理監） 

岩田 孝仁 氏（静岡県危機管理監兼危機管理部長） 

鍵屋  一  氏（板橋区議会事務局長、法政大学講師）   

田村 圭子 氏（新潟大学危機管理室教授、前中央防災会議委員） 

林  春男 氏（京都大学 防災研究所巨大災害研究センター長・教授）    

平田  直 氏（東京大学 地震研究所地震予知研究センター長・教授） 

コーディネーター： 

武田 文男  （政策研究大学院大学教授・防災・復興・危機管理プログラムディレクター） 

参加人数：外部 190名、内部 32名 

 

 

 

司会：本日は巨大災害に関する政策研究シンポジウムにお越しいただき、誠にありがとう

ございます。私は本学防災・復興・危機管理プログラムの司会岩本理恵と申します。どう

ぞ、よろしくお願い致します。 

 それではまず、開会に当たりまして、白石隆本学学長よりごあいさつ申し上げます。 

 

白石 学長の白石でございます。日頃から本学の運営につきまして、いろいろご理解、ご

協力をいただいておりまして、また今日はお忙しい中このように来ていただきまして、本

当にありがとうございます。 

 東日本大震災から 3年半が経過致しました。ちょうど私が学長に就任する直前のことで

す。われわれのこの大学は留学生が大体 3分の 2、当時 280人ぐらいおりましたが、その

また 3分の 2が、実はおりませんでした。私が 4月 1日に学長になったときはおりません
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でした。そのぐらい実は東日本大震災、それから福島の原子力発電所の事故っていうのは

危機を強く感じさせるものでした。けれども、そういう中で本学でも森地先生を中心にし

て、政策提言を行いました。その後、わが国の防災・復興・危機管理政策を見直し、充実、

強化するために、われわれとしてもできることはしようということで、新しいプログラム

を作りました。これは、これから復興、もちろん東北の復興というのは極めて重要ですが、

同時に災害等で多くの人たちが命を失うことのないよう、国づくり、地域づくりを進めて

いくっていうのは、これはもうわが国にとりましては、極めて重要な課題でございますし、

実際に私自身、中国あるいは東南アジア、南アジアの国々を訪れておりまして、これが非

常に広く共有されている課題だというふうに受け止めております。 

 そういうこともありまして、GRIPSでは防災・復興・危機管理に関わる政策研究の発展

に貢献すると共に、高度で総合的な判断、さらには実践能力を有する政策のプロフェッシ

ョナルを育成することを目的としまして、2012年度から防災・復興・危機管理プログラム

修士課程を開設致しております。本年度は 3期生が入学し、研さんに努めておりますけれ

ども、今後とも多くの人材が本プログラムに参加し、ここから飛び立っていっていただけ

ることを大いに期待しております。 

 現在わが国におきましては、近い将来の発生が懸念されております南海トラフ地震ある

いは首都直下地震など、切迫する巨大地震に備えることが大いに求められておりますので、

そういうこともありまして、今日は本学の政策研究センター、学術会議支援事業として、

巨大災害に関する政策研究シンポジウムを開催することに致しました。 

 本シンポジウムを通じて参加者の皆さまと情報共有をすると共に、国内、国外に情報発

信することによって、防災、危機管理に関する政策研究の進展に寄与できれば、というふ

うに願っております。 

 今日今日、会議にお越しいただいた皆さまに心からお礼申し上げますと共に、講師の先

生がた、さらにはシンポジウムに協力していただいた方々に深く感謝申し上げまして、開

会のあいさつとしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

司会 次に基調講演に入らせていただきます。なお、基調講演に関する質問がございます

方は、お配りしました質問票にご記入いただき、後ほど休憩時間にロビーにございますボ

ックスにお入れいただきますよう、お願い致します。 

 それでは、基調講演 1、巨大災害とレジリエンスの向上につきまして、京都大学防災研

究所巨大災害研究センター長、教授、林春男先生、どうぞよろしくお願い致します。 

 

林 こんにちは。今、ご紹介をいただきました林と申します。巨大災害とレジリエンスの

向上ということで、お話をさせていただきたいと思います。 

 今日、四つぐらいのお話をしたいと思ってます。巨大災害は何で起きるんだろうかとい

うことと、それを起こすハザードっていうのは一体何なのか。地震については後で、平田
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先生がさらに詳しくご説明をしていただけると思いますが。 

 それから、もう一つはレジリエンスとはどういうことか。それを向上させるためにどう

いうことをしたらいいのかということを、ご紹介をしていきたいと思ってます。 

 なぜ大きな災害が起きるのかということですが、いわゆる伝統的な防災の枠組みってい

うのを、ここにお示しをしていると思ってます。で、被害が実は三つの変数の関数だとい

うふうに、今まで防災では自然災害を捉えてきてるというふうにいえるかと思います。H

というのはハザード、これはもっぱら理学者が担当する。それから Eっていうのは、エク

スポージャーの略で、日本語で言うと暴露量といいますが、都市計画の人たち、あるいは

プランナーと称する人たちが得意である。それから最後が Vですが、英語で言うとバルナ

ラビリティ、脆弱性ということで、普通に言えば土木や建築の構造の先生たちががんばっ

てるというようなことで、よく考えてみるとハザードっていうのは、なかなか理解はする

けどコントロールはできないな。天変地異を扱ってるわけですので、それは難しい。暴露

量というのは、本当はいじるべきだけど、何百年もかけて人の備え方ってのは決まってる

わけですから、そう簡単にもいじれないなというので、一番手堅く確実に効果が出るので

ということで、脆弱性を提言していくということを、防災の目標として、世界でも非常に

先進的でといわれる防災の試みを日本はずっとしてきたわけです。 

 こういうふうに災害を定義すると、じゃあ、自然災害の中で、あるいは災害の中で、い

わゆる巨大災害といわれてるものは、どんなのがあるかというと、95年の阪神・淡路大震

災というのを見ていただいたらいいじゃないか。その特徴はというと、直下地震という、

それまでの地震の防災ではあんまり想定してこなかった、新しい種類の、あるいは想定外

のハザードに見舞われて、しかも 350万人という人口規模を持つ、非常に大きな都市部が

やられるということによって、発生してるといえます。同じような大規模災害、2001年の

9月 11日、あのニューヨークで起こった世界貿易センタービルの倒壊、同時多発テロの一

つとして起きてるわけですが、これを見てもらうと、やはりテロという全く予想外のハザ

ードによって、しかもマンハッタンという非常に高密度に展開をしている市街地がやられ

る。その暴露量が非常に大きい。その結果、大災害に、巨大災害になっていく。それから、

また 4年たって、これもアメリカですがハリケーンカトリーナというのが襲ってきて、ア

メリカのハリケーン史上四つ目、183年、観測記録があって四つしかないカテゴリー5とい

う一番強いハザードが、ミシシッピーの沿岸からルイジアナにかけて襲い、見ていただい

てるのはニューオーリンズですけれども、都市の 8割が 1カ月以上断水するような大きな

被害が出ていると。これもアメリカで言えば、最も被害額が大きな、しかもこの時代に 1000

人を超す犠牲者を出す巨大災害になりました。 

 それで、一番このプログラムの出発点にもなっている東日本大震災というのはどういう

ことなのかというと、これ、なじみのハザードです。海溝型の地震ですから、繰り返し起

こってきてるわけですが、ただ起こる程度がマグニチュード 9.0という地震計で観測され

た世界の地震の中では 5番目に大きいような、とてつもない規模のものが起きてしまいま
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した。エクスポージャーという意味では、大きな町はそうはありませんでしたが、600キ

ロにわたって被災地が続いていますから、そこの小さなコミュニティーも足し合わせれば、

被災人口が 700万人を超えるような巨大なエクスポージャーになって、結果としてはわが

国では、今一番大きな巨大災害といえるような状況になってるわけです。 

 この四つの例をご紹介しましたが、そこに共通してるのは何かっていうと脆弱性の低減

というようなレベルの議論じゃないんだ。やはり予想外のハザードに襲われ、かつその襲

われた場所が非常に高密度に資産集積あるいは人口集積をしている結果によって、巨大災

害というのが生まれてきている。あるいはそういう所を襲う災害が巨大災害になり得ると

言えるんじゃないか。そういう意味で言えば、ごく一般的な理解から言ったら、大都市ほ

ど巨大災害に見舞われやすいというふうにいえるんではないかというわけです。 

 それじゃあ、一体そういう大きな災害を生み出すハザードっていうのはどんなものがあ

るだろうか。あまり平田さんの前でこういう話はしたくないんですが、素人が門前の小僧

習わぬ経を読むということで、お話をすると、これ 2010年の地震調査研究推進本部のデー

タです。30何ページの報告書の 27ページぐらいにあって、よっぽどのオタクしか読まな

いような所に置いてある地図ですけども、今後 30年、日本のどこの部分で大きな地震が起

こるか、どのぐらいの規模になるかを予想してくれてるものでした。当然、地震というの

は、圧倒的にプレートの境目で起こるというので、一応赤い周辺が非常に確率が高い。そ

のときに一番高かったのが三重県の沖合で、今後 30年で 90パーセント、あるいは 99パー

セントという値が出てました。それから 1年ちょっとたって、実際にそこが動きました。

ただ、予想と違ったのは、その北の隣や南の隣も動いた。結果としては大変大きなハザー

ドになるんだということなんです。だけど、これは地震学の成果だと思ってるんですが、

ある程度見通しはつくんだ。そうすると一番やばい所できちんと地震が起きてるというこ

とは、地震は同じ場所で同じぐらいのものは繰り返し起きるという法則があるそうですか

ら、1番は今お休みになったら、今度は 2番がトップに立って、3番が 2番になるというこ

とだというと、次どこが高いのかなとこの地図を眺めると 87、70、60というのがありまし

て、南海トラフということになるわけです。これは、今、国を挙げて、一生懸命対策をし

ているわけです。じゃあ、ナンバー2はどこだろうといったら、この北のほうを見てみる

と 60、50、40というのがある。これは政策研究大学院大学でお話をするので、ぜひ考えた

いんですが、将来の論文のテーマとして、この択捉、国後、津波に対するわが国の国際貢

献というようなタイトルで、ぜひ考えてほしい。大変センシティブな場所がやられました。

私たちは自分たちの国土だと言ってるわけですから、当然救援に行くべきですけど、住ん

でる人はというとちょっと違う人がおられることは事実で、そっちもまたおいでになるん

でしょうし、当然アメリカはやってくるでしょうし、もしかしたら最近戦艦を買った中国

も来るかもしれないみたいな中で、わが国は一体どうするんだろうかという問題が、実は

まだわが国の防災計画の中にはないはずなんです。極めて政策的な問題だと思いますから、

ぜひ考えていただけたらと思います。 



【資料３－３－２①】 

5 

 

 もう一つこういうコンテンツから言えば、ちょっと異質なのかもしれませんが、結果の

大きさということを考えると、やはり首都直下地震というのも忘れてはいけないんだろう

というんで、おまけでこれを書いておきました。そうすると、私たちが真剣に国として取

り組まなければいけないような巨大な地震災害というのは、1位は南海トラフ。もうこれ

は秒読み段階。それから 2位は、非常にポリティカルだけど、択捉、国後の地震。それか

らやばいかもしれないというので首都直下地震というようなものも考えておかなきゃいけ

ないんだというふうに思ってます。 

 それから、それでどんなふうになるのか。南海トラフ地震でこんな大きな被害が出ると

国は発表しています。それに対して、何とかしなきゃいけないというのが、今、私たちの

課題だろうと思いますし、同じことを首都直下地震にもやりました。これについてもやっ

ぱり考えておかなければいけない。特に首都東京ですから、首都機能というものをどう守

るのかというのが、他にない大変重要かつ緊急の課題だろうというふうに思ってます。 

 平田先生は地震だけ考えていればいいですけれども、防災やる側はそれだけでは、やっ

ぱり済みませんで、もう一つこれからの日本を考えていく上で、大変重要なものがあるん

だと。それは、気候の温暖化です。RBCC5というのが最近レポートを出しました。地球温

暖化はもうまごうことない事実であるという報告が出ています。あとは、どこまで悪化す

るかというところの予測がああでもない、こうでもないということになってるわけですが、

基本的には気温が上がり、それに応じて海面も上昇するということです。 

 今ここにおいでの方はそれのとば口にいるわけで、せいぜい 82センチぐらいで済むわけ

ですが、この上昇はこれから何世紀にもわたって続いていく。例えばこの調子で 5世紀続

けば 4メートル上がるわけですから、今の東京湾の防潮施設は全部下手したら水没してし

まうかもしれないような、そういう長期にわたって、しかも非常に広域に影響をもたらす。

で、同時に気温が上がるということは、海水温が上がることにもなりますから、台風も巨

大化をするということで、今までにないような規模の台風が密集市街地を襲い、大規模な

浸水を引き起こしたり、大規模な高潮被害が起きる。これは国交省の方たちがやってる試

算の結果ですけれども、まさしく巨大災害というようなことが、じわじわ発生の危険性が

高くなってる。そういう意味では、短期的には地震に備えなければいけないし、長期的に

はこういった気候変動がもたらすさまざまな私たちの暮らし方についての脅威にも備えて

いかなければいけないということになるだろうと思います。 

 今、四つの被害想定の結果をお見せしましたが、そこに共通してるのは何かというと、

とんでもない規模の被害が生まれるということであります。言い方を変えれば、その被害

を予防する力は今の私たちにはないと言っていいんだろうと思うわけです。だとしたら、

そういう被害の発生を前提にして、そこからこの国をどうやって回復させていくのか、あ

るいは、立ち直らせていくのか、そこを真剣に考える必要があるんじゃないか。今までの

防災というのは、基本的には予防力を中心に考えてきたと思う。もっと言えば、そうじゃ

ないと予算が付かなかったのかもしれませんが、そこにもう限界が来てるんだとしたら、
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予防力一発だけではなくて、さらにプラスそこから被害からの回復力も併せて多重に守っ

ていく必要があるんじゃないか。そういった多重の守り方というのを、概念として表現し

ているのが、実はレジリエンスというものであります。ですから、今日のタイトルは巨大

災害とレジリエンスの向上ということになるわけですけれども、じゃあレジリエンスって

一体何なんでしょうか？ 武田先生にパワポを出せと言われて、慌てて作ってたものです

から、一番肝心なパワポを 2枚忘れてしまいまして、皆さんのお手元に配ったものには、

これがありません。だから、意図的にやったわけではないんですが、しっかり頭の中に焼

き付けていただいて、見ていただけたらと思います。 

 もう今までの防災のパラダイムは捨てないといけないんじゃないのかというのが、この

レジリエンスモデルであります。レジリエンスモデルというのも、Rはレジリエンスです

けれども、やっぱり三つの規定になります。一つは D、これ今までずっとお話をしてきた

被害です。これ被害の発生を前提にするからという意味で、Dがあります。それから Aと

いうのは、ヒューマンアクティビティのつもりなんですが、人間が努力しなかったら、立

ち直っていかないわけですから、そこでは人間が主役に立つんだという意味で、Aという

ファクターを忘れてはいけない。それからもう一つ、最後の変数であるのが Tです。時間、

タイムです。一つのものをやろうと思って、3日でやれって言ってもできないことでも 3

年かけてやったらできるかもしれません。そういう意味では私たちは、非常に短時間の間

に環境へ適応する能力というのは、やっぱり限界がありますが、そこに時間を味方に付け

れば、かなりな環境の変化にも適応ができていくはずです。そういう意味で言えば、どう

いう時間を味方に付けていけるのかというのも、大事なレジリエンスを考える上の変数だ

と言うふうに考えています。ですから、被害の発生を前提にし、人間の活動がある一定の

時間の枠の中で災害を乗り越えていく活動、それをレジリエンスと言うんだと考えます。 

 じゃあ今までの防災のモデルとどんな関係があるのかというと、連続性があります。こ

うやって出てきて、今までなら駄目だというと、今までの人、なんか怒りだすみたいに聞

こえてしまうので、誤解をされることが多いんですが、そういうことを言ってるわけでは

なく、もっとみんなで力を合わそうという、非常に建設的なことを言ってるつもりでいる

んですけれども、それはどうして言えるかというと、Dっていうのは、先ほど定義したよ

うにハザードとエクスポージャーとバルナラビリティの関数だというふうに申し上げまし

た。そこに今回 Aと Tを足したんだと考えていただいたらと思います。今までの防災がど

ちらかといったら、予防力の向上に、わりかしフォーカスをしてきた、そういうところに

加えて、それが及ばなくなった部分についても、考慮をしていこうじゃないか。そこから

でも回復ができる力を身に付けようじゃないかというモデルであるというふうに、ご理解

をいただけたらと思います。 

 レジリエンスという言葉を少し整理しながらお話しすると、レジリエンスというのは、

災害に強いとはとても言えないんですが、災害に負けない、それを乗り越えていける、そ

ういう力だというふうに定義をしたいと思います。 
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 かつて民主党が政権を取ったときに、レジリエンスは災害に強くしなやかと言ってきま

したが、自民党になった途端、国土強靱化というようになりました。最近カタカナ文字を

使ってはいけないという中央官庁のお役人ですら、強くしなやかな強靱化ということをお

っしゃって、あまりにも前置きが長過ぎるから、要はレジリエンスですというような形に

なりました。もっと具体的にレジリエンスというのは何だろうかといったら、それは社会

を構成しているさまざまな要素、あるいは組織がどんな状況になっても、その組織に求め

られている役割を果たせる事業継続能力というふうに読み替えてもいいんだろうと思って

おります。いわゆるビジネスコンティニュイティの世界だと思っています。それを漫画と

してお示ししてるのがここです。レジリエンスというのは事業継続能力というふうに考え

ていくと、平時、私たちは社会から期待されている社会的機能を 100パーセント果たして

ると考えたいと思います。それが災害によって被害が生まれ一部機能を損失します。その

ままというのではなくて、できれば元の機能を回復しようという努力をされるという一連

プロセスを事業継続というふうな捉え方で見ています。そうすると、この一連のプロセス

の中に、事業中断の三角形というのが生まれるわけです。事業継続能力を高める、言い換

えればレジリエンスを高めるということは、この三角形の面積を小さくすればいいんだと

いうふうになるわけです。じゃあ、一つの方法は何かというと、いわゆる予防力の向上で

す。ハザードやエクスポージャーや、バルナラビリティを向上することによって、被害が

半減されれば、当然、事業継続能力は上がるわけです。そのためには、どうすればいいの

かといったら、個々のエレメントを頑丈にする、あるいはシステムであれば多重化するこ

とによって、最低限機能を失わないような工夫をするというのが予防力の向上の手段とし

て用いられてきました。もう一つの側の対応としては、被害が出てしまったとしても、復

旧にかかる時間を半分にすれば、やはり面積は半分になるわけですから、これでもいいじ

ゃないかという考え方。そのときに必要なのは、復旧に要する資源をできるだけ豊かにそ

ろえられればいい。一つ一つの仕事が手早くできればいいというのが基本だと思います。

この国にはなぜか今でも理科と文科という違いがあって、どちらかというとこっちは理科

の人がやる。こっちは文科の人がやる。あるいはもうちょっと他の言い方をすると、これ

は技術屋がやる、これは事務屋がやるみたいな、どちらかというとセクショナリズムがあ

ったというふうにいえるかもしれませんが、レジリエンスの世界で求められていることは、

その二つを総合化する。そういう意味ではトップマネジメントの仕事になろうかと思いま

す。壊してはいけないものは壊さないし、壊れてもしょうがないものは過重に守らない。

できるだけ早い復旧のほうに方針を切り替えるといった、集中と選択というのがこのレジ

リエンスの基本だろうというふうに考えています。 

 このレジリエンスあるいは事業継続というのは、実は 2005年に内閣府の中央防災会議が

事業継続ガイドラインというふうにして、その第 1版をお出しになって、それが今実は世

界の ISOの根拠の一つになってるぐらいで、ある意味では日本が各国と並んでずっと貢献

してきた分野です。それが今は ISO22301あるいは 22320という形で国際標準化、規格化さ
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れておりますし、昨年この二つは実施化もされていて、そういった事業継続の考え方とい

うのは、世界でだんだんに広まろうとしているわけです。 

 そこで、言ってることは、クルクル回る継続的な業務改善の枠組みの中で、危機を捉え

ていこう、あるいは事業継続を捉えていこうという考え方になります。日本でもこの 10

年近く BCP、BCPとなんか鳥のさえずりのようなこと聞こえますけれども、そこは実はこの

全体の枠で言うと第 6章というか、そこの計画づくりという部分が実は BCPになります。 

 BCPを作るにはというのでこういう六つのステップがあるんですけども、それを少し簡

略化しながら、これに則してどうすればレジリエンスが上がるのかというようなことをご

紹介していきたいと思います。 

 六つステップがありますが、基本的にやることは三つだということなので、もう少し簡

略化してお話をしてみたいと思います。レジリエンスを高めるためのステップの第一は何

かというと、この三つの大きな玉の左側です。リスクを評価するということが大事なこと

だと思っています。そして二つ目が予防を考えるということですし、最後は被害からの回

復を考える。この三つのステップを踏んでくことだろうと思います。 

 最初のリスクの評価の部分ですが、なぜ大事かというと、ここの箱の外側に黒いのでい

ろんないわゆるハザードを称するものが書いてあります。私たちの周りの生活というのは、

実はいろいろな種類のハザードに取り巻かれています。今日は地震のハザードあるいは風

水害のハザードと中心にお話をしていますけども、それ以外に火災だとか交通安全だとか

変質者だとか、あるいはデング熱でも結構です。そういういろいろなものが私たちの生活

の安心、安全をおびやかすわけですけれども、それぞれのものが、これは大事だといいま

す。これから平田先生が、いかに地震が大事かと、一生懸命しゃべってくれると思います

が、これ他の人呼んでくると、いかに水災対策が大事ってまた言います。やる側からすれ

ば、そんなに無尽蔵に資源持ってるわけではありませんから、さあ選ばなきゃいけない。

そのための共通の物差しがいる。それが実はリスクであるというふうに考えていただきた

いと思います。 

 で、リスクというのは、どんなふうに定義してるかというと、一番基本は PCモデル、別

にコンピューターではありません。そういうことが起きる確率と起きた場合の影響の大き

さの積として、リクスを考える。リスクマネジメントのリスクは実はどちらかというと、

当期の経済の話を考えてますから、予想した結果になる確実性を持ってリスクと言ってい

ます。ところが私たち防災をやっていると大体悪い結果を見てますので、どちらかといえ

ば、そういう悪いことが起こる確率と影響の大きさで大体お話ができるかと思ってます。

そうするとさっきの地震だ、IPCCだ、新興感染症だ、あるいは自分自身の加齢だみたいな

ことを含めながら、何が一番リスクとして大きいのかというようなことを考えて、それに

基づいて大きいリスクからつぶしていくというのが、戦略になるんだと思います。 

 当然リスクとそれから相関に引き起こす結果の間には、反比例の関係があります。地震

を例に挙げれば、マグニチュードが大きくなればなるほど、それが起こる確率は減ります。
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先ほど南海トラフで見ていただいたように、もし南海トラフでマグニチュード 9でも起こ

れば 200兆円を超すような被害とか 30万人を超すような犠牲者というような、とてつもな

い負の影響があるわけですけれども、リスクとして見るとこれを掛け算するわけで、一体

どのぐらいなのかというのは、なかなか難しくなったので、内閣府は予測つかないといっ

てやめてしまうわけです。 

 さて、そういう状態の中で、私たちは次に何をするのかというと、大きなリスクだとい

うふうに分かったら、手を打とうじゃないかというわけです。何の手を打つのかといった

ら、被害の予防がしたいということで、予防対策を講じていくということを考えます。予

防対策のときに、右側に張り出しを作ってあるんですが、これの理由は何かというと、予

防っていうのは、残念ながら万能の予防ってのはありません。もし、万能に予防したかっ

たらメチャクチャたくさんお金を持ってるということだと思いますが、それじゃないとす

ると、予防策というのは、実はハザードごとに何をすべきかが規定されるというふうにな

ります。例えば新興感染症を考えていただいて、新型インフルエンザがはやってる。それ

を予防しようと思ったら、皆さん何をするのか。外に出ない。手洗いをしっかりする。う

がいをする。そんなことされるわけです。その対策は大変インフルエンザには有効かもし

れませんが、地震対策にはならないです。逆に地震対策で一生懸命建物を強く作っても、

それで新興感染症は防げないというふうに考えると、残念ながら自分たちが予防すると選

んだものしか、多くの場合、その対策は有効にならない。しかも非常に専門性の高い対策

群ですから、それを担うセクションというのも専門化してくるというような、非常に専門

化された縦割りの対策になりがちだというところがあります。 

 そうであっても、重大なリスクについては、選択的に予防すべきです。じゃあ、予防す

べきとは何でも予防できるかっていうと、もう一度さっきの事業中断の三角形を思い出し

ていただきたいわけですが、このへこみを減らすことが予防なわけですから、一番下には、

一番重要なものを置かなきゃいけない。その上に中くらいのものを置いて、一番上にはあ

る意味では中断もやむを得ないようなものというふうな、自分たちが扱っている仕事、自

分たちが扱っている組織、そういうものの重要度というものを、きちっと評価をしなきゃ

いけない。その評価に応じて、対策を考えていかなきゃいけない。予防というのは、ここ

にある最重要業務とか、重要業務についてやるべき対策である。東日本大震災の例で言え

ば、原子力発電所を壊してはいけない。それはなぜかといったら、最重要な施設だからで

す。かといって、私たちの家に引き込んでいる配電線まで壊れないようにしようと思った

ら、とてつもない費用が掛かるわけで、それは修復する方が多分効果的でしょうというよ

うなことで、何を壊さない。何はどこまで壊れてもしょうがない。何は壊れるだろうみた

いな読みが必要になる。先ほど申し上げたハザードごとに対策が違うというのを、もう一

つ例で見ていただくと、こんなふうになります。リスクへの対応の仕方というのは、基本

的に四つあるというのは、いろんな所でお聞きになられてると思います。リスクを回避す

る、リスクを緩和する、リスクを転嫁する、リスクを受容するというのがあります。回避
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と緩和っていうのは、どちらかといえばリスクそのものを小ちゃくしていく。どちらかと

いうと、さっきの脆弱性の低減に近いような対策です。土木建築的な対策といってもいい

かもしれません。それから転嫁っていうのは、別の言い方をするとリスクファイナンスと

いう言い方をするように、壊れるのは、もうしょうがないけれども、それを立て直す、元

に戻すだけの金があればいいじゃないかという考え方です。ですから、そこの中身を見て

もらうと、保険だとか、こうだとか、共済といったようなお金のプールイングシステムが

出てくるわけです。いろいろなハザードによって、具体的な対策が違っているというのも

見ていただけたらというふうに思います。そこの中の最後に、リスクの受容っていうのが

あります。これは一体何をするかというと、別に諦めるわけではありませんで、被害が出

てしまうんだという前提に立ってそれに対する対策をあらかじめ考えておくということに

なります。英語で言えば昔の言い方だとプリペイドネスという言い方の対策群が、四つ目

の対策になります。 

 今日、ずっと冒頭、理学、それからプランナーそれから工学者、それから人間を扱う社

会科学者、こういうものが力を合わせてくんだよというのがレジリエンスモデルだと言い

ましたが、これ、守備範囲が少しずつ違ってるわけです。工学者の人は一番即物的ですか

ら、ある意味では、今ここにある危機からずっと担当してくれてます。で、彼らの世界か

ら言うとあんまり強いハザードになると、壊れてしまうんだろうという限界があるわけで

す。で、壊れた所ぐらいから、あるいは社会科学の人が出てきて、人間でがんばるんだと、

今日僕が言ってることになったり、あるいは、もう少し後藤新平の例を思い出していただ

いてるように、この町をもう一回強くするチャンスだというようなことで、プランナーが

がんばったり、というような活躍の場。理学者は何してるのかというと、別に遊んでるわ

けではありませんで、もっとロングスパンのことを考えてるわけです。最近勉強したやつ

に 40億年たったら、私たちがいる天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突するんだそうです。

そのときは、どうなるか分かりませんけど、そこまで人類はないと思いますけれども。そ

ういうことを考えてるのが、ある意味では理学というふうに見ていただいたら、すごく長

いスパンでの問題を扱っている。そんなものに耐えるような建築物はあり得ないわけです

から、その守備範囲と対策というのが、うまく組み合って、全体を多重防御するというの

が必要だろうと思ってます。それで、残りの時間 10分ほど残しましたので、被害からの回

復というところを考えてみたいと思います。被害からの対策には実は二つのインプットが

あります。一つは縦の線です。一生懸命予防はしてたんですが、それよりも大きな力で襲

われる場面。やっぱり被害が出てしまいます。東日本大震災があります。ですからその後

知らないでは済まないので、そういう状況でも対応していかなきゃいけない。それからも

う一つはリスク評価の段階で、これは大してでかくないなと思って、捨てたものがありま

す。でもそれが運悪く当たっちゃう場合もあるわけです。例えば、何年か前にロシアに落

ちた隕石。あれが落っこちてくる確率なんて極めて低いですから、あれをどうやって予防

しましょうかって聞かれたときには、うーんと思って「まあ諦めるしかないですね」って
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言いましたが、結局あれは被害が出てからの対応しかないと考えていただくと、小ちゃな

リスクについては、もう捨ててるわけですし、大きなものでもその想定を超えれば被害が

出てしまうわけで、いずれにしても被害が出たら何とかしなきゃいけないんじゃないか。

そのときに救いは右のほうに、一元的全庁的と書いてあります。これは何かというと、ど

んなハザードで危機が起きても基本的にやることは共通してるというのが、一元的です。

それから、全庁的っていうのは、どの役所を見ていただいても危機管理課みたいなのがあ

りますが、せいぜい数名とか、国ですら 60人か 70人ぐらいしか居ません。その人たちだ

けで危機対応できるわけがなくて、いざ起こったら、みんなで協力してやらなきゃいけな

いというのが、全庁的であります。 

 ではその日頃の危機管理課は何するのかといったら事務局の役割をするんだというふう

に、理解をしていただいて、みんなで大体やることは同じなんだというのが、危機対応の

基本だと思います。で、災害というのは、めったに起きませんから、起きた人はほぼ初め

て体験しますので、全てが新鮮です。だけどケースとしてそれを眺めていくと、繰り返し

起こっていることと、その都度新しいものと、それが混ざり合ってることが分かります。

だとすれば、科学というのは、どういうことをするのかというと、繰り返し起こるものに

ついては、事前にその様子を明らかにして、事前から計画を立てといたらいいんじゃない。

それから新しいものについてはさすがに分かりませんが、計画を立てる能力が高ければ、

その場で立てればいいじゃないのというようなことで、そういう意味で言えば、今私たち

に回復力を高めるためにできることというのは、今でも繰り返し起こると分かっているよ

うな災害発生後の問題について、それをつぶしていくような計画づくりを今からやってお

いて、そのノウハウを高め、能力を高めることだというふうに思ってます。 

 じゃあ、一体どんなことが繰り返し起こるのかというと、三つの種類のことが起こりま

す。一つは、災害が起きて、まず最初に私たちがやるのは、命を守ることです。これはほ

ぼ 100時間までの勝負です。それから二つ目にやるのが、社会のさまざまなフローです。

人、物、金、情報の流れ、これが止まるのが災害ですから、その流れを戻してあげる仕事

があります。これは 1000時間単位の仕事です。そして最後はストック。人やものが都市を

構成してますから、それが破壊される。機能を失う。それの復活をする。再建をする。こ

れは 1万時間以上の時間がかかるような仕事ですが、この 3種類の仕事を上手にマネジメ

ントしていくことが必要かと思われます。 

 今お話ししたように、100時間だの 1000時間だの 1万時間、対数でお話をしました。実

は人間の感覚というのは、ここでお示ししてるように対数でできてます。横軸は物理的な

時間の流れです。10年間取ってあります。縦軸は同じ 10年間を量を単位にして対数で取

ってあります。そうするとどういうふうに流れていくかっていうと、こういうビューンと

真っすぐ上がって、右に寝ちゃうようなグラフになります。その意味は、どういうことか、

1秒目、1分目、1時間目、1日目、1週間目、私たちは全部違うイベントとして認識して

ます。ああ、生きてて良かった。家族は大丈夫か。家大丈夫か。これいつになったら仕事
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元に戻るんだ。この家どうしようなんて、次々と問題が降って湧いて、それが解決してい

く、とっても忙しい。半年ぐらいたつと、復興計画もできてしまって、あとは復興完成し

かなくて、全てが急に止まり始める。10年たっても気持ちの上の目盛りで言うと、一目盛

りいったかいかないかというような、そういう変化というのが被災者が経験してることで、

これに則して対応を作っていかないと遅いと言われたりします。 

 それからもう一つ大事なことは、被害は重層的に起こります。一番厳しい人は命を失い

ますが、多分地震なんかで言えば、それは家が壊れてってことになるわけで、財産被害が

あった。自分の家は大丈夫でもライフラインが止まったと言う人はたくさん居ましたし、

ライフラインが止まらなくてもあんな怖い揺れは生まれて初めてというような気持ちの被

害もあります。そういう重層性を考えて、さっきの時間の流れを考えてみると、復興とい

うのは、四つのステップであるいは四つのフレーズで進んでることが分かります。 

 あと 2分でこれを全部やらなきゃいけないってのは、ちょっと大変ですけれども、一番

最初は何が起きたか分からないという、マッチ論なところです。ここから抜け出すという

のは、最初の仕事。それから次は 100時間ですが、これはさっきお話しした、命を救うで

す。これは神戸のときの救助の記録ですが、もう 4日目になったら、生存率が極めて低く

なる。ですから、これまでの間にどれだけの救助資源が被災地に入れるかっていうのが、

ポイントになるわけです。100時間たってしまうと生き死にがはっきりしますから、生き

残った人たちだけが今度は生活のいろいろな支障を抱えて暮らしていく。実はそのときは、

災害ユートピア期といわれていますが、ボランティアがあふれるような時期です。みんな

がありがとうという言葉が通貨になるような時期です。これを生んでいるのはライフライ

ンの停止が原因ですが、避難所に行き、人が毎日の生活を送るだけで精いっぱいという時

期があります。それをしのいだ後に、最後に来るのが復興ということで、今東日本大震災

ではその真っただ中ですけれども、社会の基盤を戻し、住まいを戻し、産業を戻し、その

上で、被災者の生活を戻すといったようなプロセスが 10年の単位で続いていくんだという

ふうにご理解をいただけたらと思います。これもまだ日本でちゃんとできてはいませんけ

れども、復興を効率的に進めようとすれば、何が大事か。これも政策課題だと思いますけ

れども、その地域の経済の活性化というのを全体のゴールに置いて、復興を考えられるか

っていうのがあります。そのための手段として公金投入できる社会基盤の再建や、公共施

設の再建があるんだ。ややもすると、ここの部分が自立化して、自己目的化して、ここだ

けはできるけれども、経済が破たんしたまま被災者の生活支援ができないというのがあり

ます。地元の経済が活性化し、経済が潤うことで、初めて被災者の生活再建ができるとい

うふうなことも見ていただけたらと思います。 

 もう時間がありませんから、最後にこの辺だけご説明をしてやめたいと思います。生活

再建というのが、一番最後にあると申し上げましたけれども、それを実現するためには七

つのチェックポイントがあるというのが、阪神の教訓でした。一番基本にあるのは、自分

たちが住む町、自分たちが関わりを持つ地方の行政との間にどんな関係が樹立されている



【資料３－３－２①】 

13 

 

かというのが、非常に大事でした。これはもう言ってみれば社会基盤そのものです。社会

サービスと言っていいかもしれません。その上に、自分たちの人生の基盤があります。そ

れは仕事であり住まいであるわけです。仕事を決めることによって、住まいを決めてる方

多いですから、この二つが自分の人生の基盤です。そして、そういうものの上に個々の方

の資産にあるいはアセットに当たるものとして、心身の健康や皆さんがお持ちの人間関係、

あるいは社会関係資本と言ってもいいのかもしれません。そういうものがあって、皆さん

の災害を乗り切る底力というのが決まっています。それにプラス、災害のことをしっかり

捉えて同じ過ちは 2度と繰り返さないようにという、防災対策を加味することで、災害を

乗り切る力っていうのは、より高くなるだろうというふうに思っておりまして、ぜひそう

いう施策がこれからも進展することを望んでいるというところで、結論にしたいと思いま

す。 

 どうも、長時間ご清聴いただいて、ありがとうございました。 

 

司会 林先生、ありがとうございました。 

 続きまして、基調講演 2に移ります。「巨大地震災害の発生メカニズム」につきまして、

東京大学地震研究所地震予知研究センター長・教授、平田直先生、どうぞよろしくお願い

致します。 

 

平田 ご紹介いただきました東京大学の地震研究所の平田でございます。私の題名は「巨

大地震災害の発生メカニズム」となっていますが、今、林先生のお話を聞いた後では、こ

れはいささか看板に偽りがあるということは、お話を最後まで聞くと分かりますが、取り

あえずこれで進めたいと思います。 

 今日の私の用意致しました内容は、まず最初に、一般的にいって全世界的地球規模の脅

威とは何かというのをちょっとだけお話しします。その中で、地震震災というのは、やは

り脅威でございます。話の中で、地震という言葉と震災という言葉が、少なくとも日本で

は特にメディアでは、極めて混同されて使っているというお話をさせていただきます。そ

れで、その後で 3年前に起きた東北の地震、これを地震の名前としては 2011年東北地方太

平洋沖地震というわけですけども、これは非常に大きな地震でした。非常に大きな地震だ

ったということが、大きな震災をもたらしたことで、どのぐらい大きかったということを

お話ししたいと思います。その後に、今後非常に大きな災害をもたらす首都圏の地震と南

海トラフの地震のお話をさせていただきます。現在の社会で大きな脅威は三つある。地球

規模の脅威は三つあるといわれています。これは私が言ったんではなくて、あるイギリス

の社会科学者が言ったのを私は受け売りをしているわけですが、一つは、パンデミックで

す。地球規模の感染症です。今ではエボラ出血熱というのが猛威をふるってまして、デン

グ熱がこれに対応するかどうか、私はよく理解しておりませんけれども、昔風に言えばス

ペイン風邪とかコレラとか。それから新型インフルエンザ。今の WHOの推計では、もし新
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型インフルエンザが発生すれば、地球上で、1億人とか 2億人の方が犠牲になる可能性が

ある。つまりこれは人々が簡単に地球上を行ったり来たりできるようになった、そういう

現在の脅威みたいな。もう一つは政治的暴力、テロです。先ほどの林先生のお話の中でも、

ニューヨークのテロの話がありましたけれども、これも世界的規模で起こる。このパンデ

ミックとテロについては、日常的に私たちは世界旅行するときに防御される。つまり飛行

場に行ったときには、必ずパスポートのコントロール、セキュリティーチェックを受けま

す。それからやはり感染症になったときに、国連はそれから日本の外務省はどこどこの地

域には行くと危ないですよ、退去しなさいと、そういうことを日常的に情報を発信してま

す。一方地震とか火山というのは、これはある地域の災害ではありますけれども、地震火

山だけはなくて、台風等も含めて。実はここはナチュラルと書こうと思ったら、ナショナ

ルディザスターになったんですが。悪くないかなと思ってそのままにしました。本当はも

ちろんナチュラルディザスターのつもりだったんですが。自然災害が一つの地域に起きる

と、実は経済はグローバル化してますから、全世界的な脅威になるわけです。この中で、

自然災害による犠牲者がどのぐらいあるかっていうのを日本の防災白書から取ってきた絵

がこれですけれども、戦後昭和 20年から現在までの中で、横軸は時間で、縦軸がそのうち

何人の方が犠牲になったかという絵ですけれども、戦後だんだん犠牲者の数が減ってきた。

私たちは自然災害を克服したかのような印象を持ってきました。特に、伊勢湾台風を境に

して、気象災害によって亡くなる方の数は非常に減りました。これは気象学が大変進歩し

て、台風の進路の推定が非常に良くなったということがあります。ところが、平成 7年、

1995年に阪神・淡路大震災が起き、その後、3年前に東日本大震災が起きて、非常に多く

の方が犠牲になりました。つまり、私たちは戦後の復興期の中で、約 50年間自然災害によ

る脅威を免れてきましたが、これは決して都市が強靱になったからではなくて、この間、

たまたま大きな地震が起きなかっただけです。これは地震学的に、この時期に地震が起き

ない特定な理由があったと私には思えませんので、これは全く偶然です。しかし、大体 100

年ぐらいを考えてみると、明治の濃尾地震から約 100年、120年ですけども、約 100年に

10回、120年間に 12回、1000人以上が犠牲になった地震災害が起きています。120年間に

12回というのは、平均で言うと 10年に 1度ぐらいずつ 1000人の方が亡くなっている。1000

人の方が亡くなる震災というのは、これは大震災ですけれども、あったということが重要

な事実です。しかもこの 120年間に 12回というのは、10年置きに起きたわけではなくて、

不幸なことに戦前直前、関東大震災から戦後直後まで毎年のように関東大震災の 4、5年後、

これは 1年後、つまり 2、3年に 1度ずつ 1000人以上の方が亡くなりました。この戦争の

頃は被害者の数が公表されてる数が本当の数よりも少ない可能性がありますから、もっと

被害が大きかったかもしれませんが、それでも 1000人以上の方が 1、2年置きに起きてた

というわけです。で、ちょうど、福井地震の後から兵庫県南部地震まで、阪神・淡路大震

災まで約 50年間、日本の経済復興期にたまたま大きな地震がなかったために、あたかも非

常に大きな地震による災害はたまにしか起きないものであるというふうに、皆さん考えが
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ちですけれども、それは決してそんなことはありません。つまり 1000人以上の大震災とい

うのは、120年間で 12回というのが、これが直近の 100年の事実だったということを忘れ

ないでいただきたいと思います。 

 さて、もう一つ、私はここで皆さんにご説明したいのは、地震と震災というものは、違

うということです。これはもう既に林先生がおっしゃっていたことをもう一回言ってるだ

けでありますが、もう一つちょっとややこしいのが、地震と地震動というのも違うという

ことを申し上げたいと思います。地震と地震動、これは自然現象です。地下で岩石がずれ

るように破壊されることが地震が起きるという自然現象で、その地震が起きることによっ

て地面が強く揺れる、あるいは津波が発生することで、震災が発生するわけです。3年前

に起きた地震については、東日本大震災という名前と東北地方太平洋沖地震という二つの

名前があります。実は東日本大震災というのも、最初は東北関東大震災、いろいろな名前

がありましたが、最終的には東日本大震災という名前になりました。一方気象庁はこの地

震が起きた 30分後には東北地方太平洋沖地震という名前を付けました。自然現象、例えば

新しい種類のチョウを見つけた、新しい星を見つけたらば、第一発見者がそのものに名前

を付ける権利を持ってます。地震は気象庁が 24時間 365日、仕事として日本中の地震を見

てますから、彼らが便宜的には最初に地震を発見する人ですので、気象庁は名前を付ける

ことができます。で、その場で考えて名前を付けるわけではなくて、どこで起きたら何と

いうのは、全部決まっていますので、東北地方太平洋沖地震になりました。つまりこれは

宮城県沖に起きたわけでもないし、福島県沖で起きたわけでもないし、青森県沖でもない。

つまり東北地方全体の沖合で起きた地震だったので、こういう名前を付けました。ただし

この名前は大変な、10文字あって、題字は 14文字以下にするというガイドラインがある

んだそうですけれども、ほとんどこれだけで使っちゃうんです。ですから新聞は決してこ

の名前は使いません。新聞もテレビも週刊誌も。しかし東北地方太平洋沖地震というのは、

地震の名前であって、決して震災の名前ではないんです。しばしば、地震がどこに起きた

かという地図があって、地震の発生した場所、バツ印で付けることがあります。時々宮城

県沖にバツ印があって、東日本大震災と書いてあることがあるんです。書いた人たちは東

日本大震災というのは、自然現象としての地震の名前だと思って、地図の上に印を付ける

わけですけれども、東日本大震災は決して宮城県沖のある 1点で起きたわけではなくて、

東日本全体で起きた震災ですから、そもそも間違いだと思いますが、日本では地震と震災

ということを、非常に区別せずに使います。日本だけかと思ったら、決して日本だけでは

なくて、わざわざ東日本大震災をイーストジャパンラージアースクエイクというふうに訳

して、これを震災のこととして使ってることがあります。多分正確には、イーストジャパ

ンラージアースクエイクディザースターと言ってほしいんですけど、なかなかそうは言っ

てくれません。つまり、人の感覚で言うと、地震というのは決して自然現象ではなくて、

人々に災いをもたらす社会経済現象あるいは心理学的な現象であって、これを地震という

ということです。しかし林先生のお話にもあったように自然現象としての地震、あるいは
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それによる地震動を少なくする、小さくすることはできません。少なくともわれわれの今

の科学力ではできません。しかし、さまざまな方法で、震災を少なくすることはできると

思ってるわけです。ですから概念としては、やはり地震と震災は分けていただきたいわけ

ですが、事実としては日本では、世界でもそうですが、地震と震災というものは非常に混

同されているということを、理解した上でやはりこれは概念として分けていただきたいと

思います。 

 この絵は、林先生の絵とちょっと違うんですけど、趣旨は同じと思ってください。どこ

が違うかというと、林先生の用語では、ここはバルナビリティとなっていて、レジリエン

シィというのは、もうちょっと広い概念ですが、これはやや古い考えですので、被害がど

ういうふうに起きるかというのは、自然現象としての害力、災害誘因としてのハザードに

エクスポージャーとそれから脆弱性とそれから社会の回復力の全体の関数になってるとい

うことです。実は私は理学の出身でございますので、今日のお話では基本的にはこのハザ

ードの話にしかなりません。しかしこういう概念の中で、大きな地震、つまりこの地震自

体が非常に大きかったのが、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の最も重要な特徴です。

同じ地震によって、どういう災害が起きるかというのも、つまり自然現象とか災害の原因

のうち、いろんな災害の種類があるというけれども、地震でもいくつかの特徴があります。

3年前の東北地方太平洋沖地震によってもたらされた東日本大震災は 9割が津波による溺

死です。それから、大正の関東大震災の犠牲者は 9割が火災。それから阪神・淡路大震災

のときは 8割 5分の方が圧死。建物あるいは家具が倒壊してつぶれて犠牲になるという災

害でした。つまりどういう種類の地震が来れば、どういう災害が起きるかということは、

ある程度予測することができます。 

 さて、東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震というのは、どんな地震だったか

ということをちょっとだけお話しします。そもそも地震はなぜ起きるかといったときに、

この絵は東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の前に作られた、高橋正樹さんという地質

学者が作られた絵なんですけれども、この絵で非常によく分かります。日本は地球上で一

番大きい太平洋プレートというプレートがアジアのほうに1年間に10センチメートルぐら

いの速さで髪の毛の伸びるぐらいの速さで、西のほうに押し寄せてきました。押し寄せて

きて、日本海溝という水深が 7キロメートルぐらいの深い溝から日本列島の下に沈み込ん

でいるんですけども、そのときに、普段は日本列島がつられて西のほうに動いてるんです

が、これが 15になったところで、これがだんだん左に行って、9、10、11、12、13、14、

次、ピュッ、ピュッと東に跳ねる。つまりこれが地震が起きる基本的なメカニズムです。

もちろん地震というのは、プレートの境界だけで起きてなくて、いろんな所で起きてます

から、これだけが地震ではないんですけれども、基本的にはこのように大きな力が長い間

ギュウギュウ押されてきて、地殻という岩石にひずみがたまっていくと、それが最後に解

放されるのが、地震というわけです。 

 これは地質学者が作った概念図ですけれども、実際に日本では国土地理院という役所が
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これは 24時間 365日、毎秒、日本列島の形を観測しています。この絵は国土地理院のデー

タをそのまま国土地理院のホームページで公開してるものですが、この絵は二つアークフ

ァクトがある。実際に本当じゃないことがある。一つは、この割合が 200万倍になります。

何が 200万倍かというと、日本列島の長さに対して、この縮んだ量が 200万倍です。です

から、人工衛星や飛行機で日本列島をじっと見ていても、決してこういうふうには見えま

せん。しかし、この中は全部スケールされてますから、東西に日本列島がじわじわ縮んで

るというのは、これは観測事実です。1年間におよそ 1から 2センチメートル東北地方は

細くなっています。もう一つは、これは 1998年から 1年間の変形を表示したもので、動画

にするために、サイクリックに描くためにこれがだんだん縮んでいくのが本当ですけれど

も、最後に時間がたつと右のほうにこれがギュっと戻る。これは絵を描くための単なる方

便であります。しかし、これは実は先ほどの地質学者が描いた地震が発生するメカニズム

の絵とよく似ています。しかしこれは、あくまで絵を描くために便宜的にサイクリックに

してるだけで、もしこんなことが起きれば、北海道から九州、沖縄まで一斉に地震が起き

てしまいますから、これは東北の地震どころが、マグニチュード 10にはなりませんけれど、

9.5ぐらいにはなるかもしれない超巨大地震が起きてしまいます。実際にはないわけです。

これも国土地理院と海上保安庁が海底で、海底の動きを測ったデータに基づいて国土地理

院が公開しているデータです。先ほどのは 1年間でしたけど、この絵は地震の起きた 3分

間の日本列島の動きを示しています。これも誇張されてますが、今度は 1万倍です。さっ

きのは 200万倍でしたけども、これは 1万倍に変形を誇張してあって、それから、これは

日本列島が右に動くのが本物で、左に戻るのは、これは絵を描くためにただ繰り返してる

だけです。つまり日本列島は 2011年 3月 11日 14時 46分から 3分間の間に、男鹿半島は

東に 5メートル動きました。日本海側は 1メートルぐらいしか動きませんでしたから、正

味 3メートルから 4メートル、東北地方は伸びました。これは 3分間の出来事です。さら

に海上保安庁の海洋情報部というのが、海底に海底の動きを正確に測る機械が置いてあっ

て、この辺では 30メートル、それから日本海溝のすぐそばでは 50メートル、東に動いた

ということが実測されました。50メートルってのは、プールの端から端までですから、も

のすごい距離です。もう一つ重要なのは、この変形は青森県から東京ぐらいまで、東日本

全体が動いたということです。このような非常に大きな動きというのを経験したのは、東

北のこの地震が初めてでした。この辺では 30メートル、この辺では 50メートルだという

絵ですけど、これはいいです。重要なことはこの動きは今でも続いてるということです。

一昨年の 3月 11日以前では、東北地方というのは 1年間に 1から 2センチメートル、東西

に縮んでたんですが、3月 11日、3分間の間に約 3、4メートル伸びました。その後、この

データは地震後 1年間に 20センチメートル伸びたということを示しています。これは 1

年後ですけれども、今 3年半たちましたが、まだ男鹿半島は東に動いてるし、関東も東に

動いてます。つまり自然現象としての東北地方太平洋沖地震というのは、決してまだ終わ

っていません。これは重要なことです。もちろん災害からの復興という観点からは、まだ
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まだ終わってませんけれども、自然現象としても終わっていないということを私としては

協調しておきます。 

 もう一つ、はっきりしてるのは、余震というものが起きる。大きな地震が起きれば、ほ

とんど間違いなく余震というものがあります。余震というのは、最初の大きな地震よりも

小さな地震が最初の地震よりも後に起きたものを余震といいます。7月には有感の余震が 2

回ありました。今月に入ってからも 1回、実はあったわけです。3年もたった後に、余震

がまだ起きてるのかと、皆さんは不思議に思うかもしれませんが、この絵はマグニチュー

ドが 7以上の余震は既に 9回起きているということを示しています。地震というのは、先

ほどの林先生の話でもあったんですが、エネルギーの対数でマグニチュードを表してます

から、マグニチュード 9の地震とマグニチュード 8の地震の地震は放出されたエネルギー

で比べると 32倍違います。マグニチュード 9とマグニチュード 7は 1000倍違います。つ

まり自然現象としてはマグニチュード 7の地震というのは、9の地震のたった 1000分の 1

の小さな地震ですが、しかしその地震が起きると、もし都市の下で起きれば非常に大きな

災害が起きる。そういうものがたくさん起きてるということを表してます。 

 この図は東北地方太平洋沖地震の前にはこのぐらいのひと月に 20～30回起きてたんで

すが、東北地方太平洋沖地震の後、数が非常に増えて、今でもたくさん起きてるというこ

とを示しています。このような大きな地震の後に、大きな余震が起きる例としては、2004

年のスマトラ地震のときの余震というのは、7年半後に海溝のちょっと外側でマグニチュ

ード 8.6の地震が起きました。この地震を余震というか、誘発地震というかというのは、

研究者によって違いますけれども、事実として非常に大きな地震がまた起きるということ

があります。つまり東北地方太平洋沖地震の余震というのは、今でもたくさん起きていて、

今後も大きい地震が起きる可能性があるということを申し上げておきます。 

 ちょっと話が長くなり過ぎて、時間がなくなりましたが、こういうことも含めて、首都

圏では地震の発生の確率というのを、国の地震調査研究推進本部が評価をし直しました。

1923年の関東大震災を起こしたような、非常に大きな地震、それから、安政の地震のよう

なマグニチュード 7クラスの地震がどのぐらいの発生確率かということを国として評価し

ました。それで、この絵でご説明したいと思います。ではすみません。関東で一番重要な

のは、1923年の関東大震災、10万 5000人の方が亡くなった地震で、これはマグニチュー

ドが 7.9、マグニチュード 8クラスの巨大地震であります。この巨大地震と似たような地

震は、江戸時代の元禄、1703年に起きている。こういうマグニチュード 8クラスの地震と

いうのは、この二つの地震の間隔は約 200年ですけども、200年とか 300年とか、時々し

か起きない地震です。それに対して、マグニチュード 7ぐらいの地震というのは、江戸時

代から大体今までに 8回から 9回起きてると言っています。大体 10回ぐらい起きていると

思ってください。200年に 10回、100年に 5回ぐらいの地震が起きています。しかもこの

地震というのは、決して等間隔に起きてるわけではなくて、時間的に不規則です。固まっ

て起きたり、しばらく起きなかったりする。今、首都直下で地震が起きる可能性が高いと
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いわれているのは、実はマグニチュード 7程度の地震が時間的に不規則に起きているとい

う地震。不規則に起きている地震という意味は、1度起きるとしばらく起きないというこ

とは決してなくて、1度起きたら次の年、起きるかもしれない。そういう地震。この地震

が、今から 30年以内に、首都圏、首都圏というのは 1都 3県、あるいは 1都 6県といって

いいですけれども、東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨などの南北 150キロメートルと東西

150キロメートルのどこかで起きる確率が 70パーセントだということです。 

 一方、その中でもし東京の下で起きたらばどうなるかということを内閣府が評価致しま

す。これが去年の暮れに、内閣府が出した首都直下地震の想定です。しばしば混同される

のは、地震調査研究推進本部が 30年以内に 70パーセントで起きる地震というのと、内閣

府の中央防災会議が発表したいわゆる首都直下地震、被害の甚大な首都直下地震というの

は、大体は同じなんですけれども、決して同じものではありません。確率が評価されてい

るのは、南関東全体のどこかでマグニチュード 7程度の地震が起きるというものです。そ

の地震がもし都心南部直下で起きたらば、被害がどうなるかというのを内閣府が想定した

わけです。想定というのは、つまり仮定したわけです。なぜ仮定したかというと、被害が

一番大きくなる場所が都心南部直下、大田区の下辺りということですけれども、そうする

と、例えば木造の家屋を中心に非常に大きな被害が出て、2日間ぐらいは火災が継続する。

延焼を継続する。それから約 5割の家庭、職場で停電になる。それから 1週間ぐらいはそ

ういった状態が続く可能性があって、道路はマヒする。それから公共交通機関は、ひと月

ぐらいは、使えなくなるというような、大きな被害があることを想定したわけです。決し

て都心南部直下の地震が30年以内に70パーセントで来るわけではございません。しかし、

南関東のどこかでそういった地震が来る可能性はあるので、その危機管理的にはやはり一

番被害が大きい場所の地震についての評価をすることが重要だったわけです。 

 ここで、言われてることは、首都圏で大きな地震が起きれば、やはり火災による犠牲者

が一番大きくなるということがあります。火災というのは、現在の火災というのは、決し

てガスコンロの火が燃え移るというのではなくて、電気関係の出火が多いということが指

摘されてますので、例えば感振ブレーカーを付けるというようなことを、内閣府が進めて

ます。内閣府だけではなくて、消防庁も言ってることであります。 

 時間がなくなりましたので、南海トラフの話はしませんが、ここでも一つ強調しておき

たいことは、国の地震調査研究推進本部は、30年以内にマグにチュード 8クラスの巨大地

震が起きる確率は 60パーセントから 70パーセントであるということを、今言ってるわけ

ですけれども、次に起きる地震がマグニチュード 9の地震であるとは、分からないという

のが、今の地震学の見解です。つまりこの地震が来ると、四国に 30メートルの大津波が来

るというのが、内閣府の被害想定ですけれども、決して 30メートルの大津波の来る確率が

60パーセントから 70パーセントであるわけではないわけです。この辺は時々混同される

ことがありますので、これは正しく認識する必要があります。非常に、マグニチュード 8

クラスの地震というのも、もちろん非常に大きな地震ですから、これに備えるということ
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は必要ですけど、マグニチュード 8の地震で 30メートルの津波が来るわけでは、決してあ

りません。 

 だいぶはしょって申し訳ございませんでしたが、最初に私は一般的に言ったときに脅威

というのは、三つあると言って、そのうちの一つが地震だということを言いました。それ

から、地震と震災は概念として区別していただく必要があるということを申し上げました。

さらに 3年前の東北の地震は、自然現象としても、今でも継続しています。ですから、東

北の太平洋岸に大きな津波が来るリスクというのは、依然として高いということを忘れて

はなりません。つまり大きな地震が来たから、もうしばらく安全であるということは決し

てありません。もちろん首都圏、それから南海トラフでは、東北の地震が来る前から既言

われてることですけれども、南海トラフではマグニチュード 8クラスの地震の来る可能性

が高く、首都圏ではマグニチュード 7程度の地震の来る可能性っていうのが高いです。マ

グニチュード 7クラスの地震というのは、日本列島全体で見れば、およそ 1年に 1回ぐら

いは起きてる地震。海域も含めて。こういう地震がたまたま東京の下で起きれば、大震災

になる可能性があるということでありますから、それに対して、十分な備えをする必要が

あると思います。 

 少々時間を超過致しましたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

司会 平田先生、ありがとうございました。 

 それでは、これより 10分間の休憩とさせていただきます。 

 

司会 「巨大災害に関する政策のあり方」と題してパネルディスカッションに入りたいと

思います。なお、各パネリストにご質問がある方は、パネルディスカッションの中で、質

問票を出していただく機会を設けたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 それでは、コーディネーターの武田文男、本学教授防災・復興・危機管理プログラムデ

ィレクター、よろしくお願い致します。 

 

武田 本日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めます、本学教授、防災・

復興・危機管理プログラムディレクターの武田でございます。どうぞ、よろしくお願い致

します。 

 わが国は災害の非常に多い国でございます。以前は災害は忘れた頃にやってくるなどと

言われましたが、最近では忘れる間もなく発生してきているという状況が続いております。

特に近い将来の発生が懸念されております、巨大災害に対しましては、これまでの政策の

延長では的確な対応が取れず、新たな知恵、これまでにない取組みが求められております。

思い切った政策の立案、推進が喫緊の重要課題となっているわけであります。そこで、こ

こからは、「巨大災害に備える政策のあり方」と題しまして、パネルディスカッションを行

いたいと思います。はじめにパネリストをご紹介申し上げたいと思います。私の隣から、
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東京大学客員教授、元内閣危機管理官、伊藤哲朗先生。静岡県危機管理官兼危機管理部長、

岩田孝仁先生。板橋区議会事務局長、法政大学講師、鍵屋一先生。 

 

 

そして、先ほど基調講演を行っていただきました京都大学、林春男先生。 

 

同じく、東京大学、平田直先生にもご参加いただきます。 

 それでは、まず第 1巡目のご発言と致しまして、それぞれのパネリストにとりまして、

巨大災害とはどのようなものか、また巨大災害の発生により、わが国および地域社会はど

のような状況になると考えられるかという点について、それぞれご発言をいただきたいと

思います。なお、会場の皆さま方からのパネリストに対するご質問につきましては、後ほ

ど、2巡目の発言が終わりました段階で質問票の回収をさせていただく予定でございます

ので、ご準備をいただければ幸いでございます。 

 それでは、まず第 1巡目の発言を始めたいと思います。最初に伊藤先生からお願い致し

ます。 

 

伊藤 伊藤でございます。今ご質問がございましたのは、巨大災害とはどのようなものか

ということでございます。既に先ほどの林先生、平田先生のお話の中で大きな地震という

ものが、先般起きました東北地方太平洋沖地震の結果において、もしくは影響もありまし

て、これから日本列島が全体的に大規模地震の活動期に入ったということでございますし、

そうした意味で大きな地震があるだろう。とりわけ首都直下の地震においては、まさに政

治経済の中枢の中での大規模地震、また人口集密の中での地震ということでございますの

で、それが非常に懸念されるということが言えると思います。こうした大きな地震の際に

は、地震に限らず火山噴火であるとか、そういったことも過去には起きてますし、どの程

度の確率で起こるかどうかは別としてそうしたことも考えておく必要があるでしょうし、

全く地殻変動とは別に、地球温暖化やその他の事情によりまして、いろんな意味での異常

気象というものが、日常化してきつつあるということだと思います。巨大な台風というの

も考えられますし、集中豪雨というものも考えられますので、大規模な水害とか土砂崩れ

みたいなものも、今後はこれまで以上に発生するんだろうと思います。そうしたことは、

多分今後皆さんが予想されてるところだろうと思いますけれども、こうした災害でどうい

ったふうにわが国というものが、あるいは社会が影響を受けていくのかということが大事

なところだろうと思います。災害というのは、今の先生がたのお話にありましたけれども、

その時代の社会において、最も弱い所に被害が発生する。脆弱な所から被害が発生すると

いうことでございます。首都直下地震を例に取ってみますと、例えば関東大震災のときと、

現代の社会においては何が脆弱性として加わってきたのか、あるいは何が当時と比べて強

くなったのかということを考えていく必要があるんだろうと思います。関東大震災の当時
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においては、木造家屋が多かったということもございまして、地震後の火災で多くの方々

が犠牲になりましたことは、先ほどのお話にもあったとおりです。現代においては、家屋

やビルの耐震化あるいは不燃化というものが進んできたので、当時とはまた状況が違って

くるわけです。同じような地震があっても、当時と同じように火災による犠牲者が大半を

占めるということにはならないわけございますが、しかし現代社会においては、当時とは

違って、生活自体が非常に変わってきている。例えば電気、水道、ガス、あるいは通信お

よび近代交通、あるいは道路といったものの、現代のインフラの上に現代社会は成り立っ

ておりますんで、こうしたインフラというものが機能しなくなったときに果たしてどのよ

うな事態が生じるのか、どういったインフラが弱いのかということを、やはり考えていく

必要があると思います。最初の一撃で、仮に命を永らえた、あるいは火災による被害も免

れたとしても、そうしたインフラが途絶えた中で、われわれは首都圏の真ん中で果たして

どれだけの生活できてるのか。あるいは避難所といったようなものを、どれだけ運営でき

るのかということも考えていかなければならないと思います。同じように水害では戦後の

キャサリーン台風のような、利根川決壊というのもありましたし、荒川の決壊というもの

も心配されておりますけれども、そうした場合の現代における地下街あるいは地下鉄そう

いったものの構造というものが、当時とは全然違ってくるわけでございます。いわゆる海

抜 0メートル地帯における被害においても、現代の都市の脆弱性というのは当時とは全然

違ってくるということでございますんで、いわば現代社会というのは、精密なガラス細工

の上に成り立っている社会だと言うことができると思います。最も効率的に作られてるの

かもしれませんけれども、そうした、最も弱い部分が壊れて機能しなくなかったときに、

他の壊れなかった部分も同時に機能しなくなるということが十分考えられるわけでありま

す。例えば、先ほどの東北大震災のときに、ある生産活動のサプライチェーンの一つが全

く機能しなくなった。そのことによって、ある産業全体の活動に大影響が出たということ

もあるわけでございまして、そうしたこともまた首都圏の中にはいろんな産業構造の施設

があります。そうした一つが壊れるだけで全体が動かなくなるということもありますので、

そうした最も弱い脆弱な部分を見つけていく作業。そして、それをいかに強くするか、あ

るいは被害から回避していくかということを考える作業というものが、今後は必要になっ

てくるんではないかというふうに思います。 

 

武田 どうも、ありがとうございました。では、続きまして岩田先生、お願い致します。 

 

岩田 岩田でございます。せっかく私は地方行政をやっておりますので、巨大災害という

のを、どういうふうに地方行政、地域から捉えればいいか、そっちのほうの視点でお話を

したほうがいいかなと思います。今、例えば静岡県なども南海トラフ巨大地震であるとか、

従来も東海地震という話題がありまして、もともと大災害、巨大災害というのは、例えば

静岡でいうと東海地震というのは、実は県下全域が震度 6強から 7になるという、ある意
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味では広域災害というふうに捉えていたわけです。それが、今、南海トラフ全体、従来型

で言うと、東海、東南海、南海の三連動であるとか、南海トラフ巨大地震というふうにな

ると、西日本全体が同時被災をするという、そういったイメージ。逆に見ますと、災害の

一つ一つの規模が大きくなるのではなくて、広域化、広域性を持つというのが、私は巨大

地震、巨大災害とある意味でのイメージではないかなと考えています。そういった中で、

例えば首都圏と各地域、地方が、やっぱり若干異なるのは、例えば静岡なんかもそうです。

西日本全体もそうなんですけれども、少子高齢化というのは、本当に強烈なんです。私ど

も東海地震対策を 35年前にスタートしたときに、高齢化率が 7.9パーセントの時代にスタ

ートしました。自主防災組織をそのときに作って、地域の連携だとか、手を携えてやると

いうことをやったんですけども、今、静岡、大体全国のほぼ平均です。高齢化率が 25パー

セント。そういった時代に入ってくると、一体巨大災害の何をわれわれイメージしなきゃ

なんないかというと、その災害の起きた後に、地域のコミュニティーそのものが、ひょっ

としたら破たんしてしまうかも分かんないという、そういった地域がいろんな所に、各所

に出てくるということを考えなきゃ。これがまず一つです。 

 それから、広域災害というのは、超広域災害になると、地域全体が孤立をする。これは、

本当の集落単位での孤立ではなくて、例えば都市レベルでも孤立する。それから、静岡県

という行政単位でも外から孤立をするというようなレベルまで災害のときに考えていかな

きゃいけない。簡単に言うと、外からの支援が来ないということなんです。局地災害では

いろんな形で外からの支援が入るんですけども、巨大災害になれば、広域化すれば、外か

ら全く支援が入ってこないということを、真剣に考えておかなきゃなんない。ということ

は、地域、地域が自立をするといいますか、非常に言葉は全く逆ですけども、地方が全く

対応できないようなレベルになりながら、逆に言うと、地域、地域が自助共助というある

意味では、自分でちゃんと回復力を持つ、要するに復旧力を持つとか、そういった力を持

たなければできないという、そういった災害が、ある意味では私は巨大災害ということの

イメージじゃないかなと考えています。そういう中で、どんなことができるのかというの

が、非常に各地域で大きな課題になってきてるというのが、今の現状だというふうに考え

ております。 

 

武田 どうも、ありがとうございます。それでは続きまして、鍵屋先生、お願い致します。 

 

鍵屋 鍵屋でございます。よろしくお願い致します。 

 今、岩田さんがかなり鳥の目というんですか、大きな視点から、伊藤先生もお話をいた

だいたんですけれども、私は自治体の中でも基礎自治体の職員ですので、虫の目というん

ですか、そっちのほうからちょっとお話をしてみたいと思うんですが、例えば大災害とい

ったときに、被災者が見る大災害と、それから被災していない者が見る大災害は違うんだ

ろうと思います。被災していない人から見れば大災害というのは、例えば死者の数であり、
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失われた家の数であり、産業の壊れ方であり、町の壊れ方であり、そういうものが大きな

物事を大災害。被災された当事者から言えば、それらの要素はあるにせよ、やはり自分自

身に、例えばご家族を亡くされてしまった、あるいは大けがをしてしまった、自分の家が

流された、これは数の問題ではないんです。そういう当事者にしてみれば、1人でもその

人にとっては大災害。誰にとっての大災害かといったときに、当事者から見たら、全てそ

れは大災害なんです。巨大災害といったときに、そうなってしまった当事者が巨大にいい

る。あってはならないような被害を受けてしまった人が巨大にいて、その人たちをどうや

って支えていくのかというのが、非常に難しい問題になっています。そういう種類の災害

だろうなと思います。失ってはならないものが失われるというんでしょう。そういうとき

の、地域社会のイメージっていうんですけれども、幸いにも林先生と平田先生からいい資

料が出ているので、ご紹介しますと、林先生からは後ろから 2枚目に神戸市民が考える復

興の構成要素というのがあって、住まい、つながり、これが大きくて、次に町、備え、心、

体、暮らし向きというのがちゃんと挙がっておりまして、こういうものが大量に失われて

いる。平田先生からは、後ろから 4枚目に、主な被害の要素、中央防災会議、多くの建物

が倒壊し、延焼が 2日程度継続し、こういう状態に多数の人が追い込まれるということな

んですけれども、核心としては当事者が多数いるということなんだろうと思います。 

 

武田 ありがとうございます。それでは田村先生、お願い致します。 

 

田村 田村でございます。私のほうは、まずハザードは地震のお話もお聞きして、それか

ら皆さんご存じのとおり、今は気象災害が非常に頻発しておりまして、うかうかしてられ

ないというのは、日本国民共通の思いかなと思うところ。今度振り返ってみると社会の脆

弱性、バルナラビリティというものは、いかなる状態なのかというようなことを考えます

と、何人かの先生がたが触れられましたけれども、どんどん社会が高齢化していくこと、

それから社会のつながりが低下していくこと、という中で、巨大災害と呼ばれるような広

域で甚大で、問題を解くのがとても複雑な複合災害というようなものが発生しますと、う

かうかしてると本当に地域が壊滅的な被害にあってしまって、そして、何も備えないまま、

そのような状況になると、そこから立ち上がるにも、非常に力がかかるんじゃないかとい

うふうに思われるところです。 

 ですが、産めよ増やせよと言っても、ここから急に少子高齢化を解消するということは

非常に難しいとなると、やはり人々の意識改革というのが非常に重要になってくるのかな

というふうに思います。今までは何となく防災、何となく防災教育、何となくみんなで地

域で取り組もうということだったかと思うんですけども、もう少し本腰を入れて教育だと

か、そういうことに目を向けていかないと人々の意識が変わらない。意識を変えることで、

何とか人口が減少している中での脆弱性を克服するということを一つ考えなければならな

いのではないかなと思うところでございます。 
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 もう一つの災害が起こったときのバルナラビリティの低下ということにつきましては、

先ほどの高齢者等をお支えする支援者の方たちが、今回、東日本大震災においてはたくさ

ん犠牲になりました。例えば、防災では、消防の方、消防団の方が活動中にたくさんお亡

くなりになったこと。それから、例えば福祉施設で、高齢者の誘導をされていた方がたく

さんお亡くなりになったこと。そして、皆さんの生活全体を支える行政の職員の方もたく

さんお亡くなりになりました。こういった防災、それから災害対応、そして、復興を支え

るような支援者の人たちという人たちが、少しでも命を永らえていただいて、その後の社

会というものを支えていただかなければならない。ですので、一般の皆さん方も当然なん

ですけども、支援者の皆さんたちの力が弱まらないようにということについても、組織に

入られてからの防災教育、それから身を守るというようなことについても、真剣に取り組

んでいかなければならないのではないかというふうに考えるところです。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、次に林先生、お願い致します。 

 

林 さっき言ったことと矛盾してることを言うわけにいかないので、さっきのことのおさ

らいみたいなことを申し上げたいと思いますけども、巨大災害になるには、やはり予想外

のハザードに襲われる。それは種類としての予想外というのもあれば、要は広域性、規模、

としての予想外、どっちにしても自分たちが今まで見たこともないような種類、あるいは

広さのハザードが見舞う。しかもそれが、たくさんの人が暮らす都市部を襲う。その結果、

巨大災害が生まれるというふうに思います。ですから、当然被災する方は非常に多くて、

お医者さまたちが言う非代償性というのが巨大災害の特徴なんだろうと思います。全然、

非代償性ってどういう意味だか分かんなかったんですけど、注釈をすると、医療資源に比

べて患者の数が多過ぎる、その二つを比べたときに、圧倒的に医療資源が足りない状態を

非代償性というんだそうです。通常の医療というのは、1人の患者にたくさんの人が関わ

って治すというのを、一生懸命やっている。そういうのを高度医療と言ってるわけですけ

ど、そういうことはできなくなっちゃう。何万人という患者が一度に出て、それを今ある

医療資源より少ない量で対応しなきゃいけない。どういうことが起きるかといったら、手

が回らないということになるわけです。お医者さんが非代償性ということをさかんに強調

しますが、消防も同じ、警察も同じ、社会の全ての災害対応に従事する人たちの資源が圧

倒的に足りないというのが、巨大災害の特徴だろうというふうに思うのです。それで、ど

うするべきかというのは、多分二つ目の質問で、答えることになるんじゃないかなという

ふうに思っています。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、平田先生、お願い致します。 

 

平田 巨大災害を起こす自然現象としての地震で、何が大きいか、重要かというと、やは
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り大きさだと思います。大きさで一番分かりやすいのが空間的な広がりです。東北の地震

は、さしわたし 500キロメートルぐらいの所が影響を及ぼしました。阪神・淡路大震災を

起こした地震はせいぜい 50キロメートルぐらいです。50キロメートルは決して小さな大

きさじゃありませんけれども、500キロと 50キロだと 1桁違うわけです。南海トラフの地

震はその中間ぐらいなので、200キロメートルぐらいだろうと思います。人口密度がほぼ

同じであれば、広がりが大きさを表しますけれども、首都圏は人口密度が極めて高いため

に、たとえ、さしわたし 50キロメートルの自然現象でも社会の影響は非常に大きいという

ことがあります。最初の質問なので、これを申し上げました。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、続きまして 2巡目の発言のほうに入りたいと

思います。それぞれ巨大災害についてのこういう対応がこれから求められるということで、

次の質問に備えていただいたかと思います。具体的に、今後、政府あるいは自治体あるい

は住民、企業などが、それぞれ直ちに行うべきことは何だろうか。また取り組んでいくべ

きことは何だろうかということで、具体的な取り組みに向けてのそれぞれのお考えをお聞

きできればと思います。 

 それでは、発言の順番を変えまして、今度は鍵屋先生から参りたいと思います。どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

鍵屋 今、ちょっと私だと思っていなくて、伊藤先生の顔を見ながら。失礼致しました。 

 私は板橋区という所で、平成 13年度に防災基本条例というのを作ったんですが、そのと

きに関東大震災と阪神・淡路大震災の勉強を結構させていただきました。その勉強をして、

ここは根幹だなと思ったのを、3本の柱にしました。一つは住宅、建物の耐震化です。そ

れからもう一つは災害時要援護者の支援。3番目が防災教育。この三つを板橋区では中心

にやっていこうと考えました。住宅の耐震化では、特に木造密集市街地という所が非常に

大きな被害を受けるってことは、もう明らかなんです。火を見るよりも明らかというか、

本当に火を見ちゃったら困るというような明らかさで、われわれに課題を、ほらこれが問

題だよ、解いてごらん、とこういうふうに政策担当者は言われてるわけです。これに対し

て、過去 50年間、戦後、アプローチを続けてきて、全く解決ができてないです。ほとんど

解決ができてないです。ちょこっとずつです。むしろ政策の解決というよりは、住民の方

がもう古くなったから建て替えようか。4メートルの規制があるから、それを踏まえて建

て替えるしかないね。ということを、徐々に修復しながら、少しずつ良くなってる。少し

ずつ良くなってるって程度で、実はほとんど住宅の耐震化、木密の問題について解消して

いない。まずこれが非常に取り組まなければいけない重要な方策です。 

 これ具体的にどうやればいいか、については、3回目に話したいと思うんですけれども。

耐震化の効果によって死者が激減しますし、生きてる人が初期消火しますんで、延焼の火

災防止ということですから、これはもう都市がそのまま生き残るわけです。これ将来の中
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長期的にはまちづくりにつながっていくというふうに思います。時間かかってるかもしれ

ませんが、言い切っちゃいます。 

 災害時要援護者の支援なんですが、これまでやっぱり総務省、消防庁、その系統できま

すから、自治会、自主防災会という名前に変えて、自治会とか町内会中心にやってきたん

ですが、そのコミュニティーの力がかなり弱くなってきている。高齢化の問題もあって。

ここにはやはり福祉事業者を巻き込んで、福祉事務所も含めていろいろな社会資源と連携

しながらやっていく方法がいいんだろうと思います。そういった社会資源を巻き込んで、

コミュニティーを活性化する。中長期的には、コミュニティーを活性化し、隣近所で助け

合える、病気になった子どもが 1人いれば、残った子どもを預けられる。そういう隣近所

の関係がある、というふうに作っていくというのが 2番目の方策。やらなければいけない

ことだと思います。 

 3番目は防災教育です。防災教育、一言で言えば、人の心の中に堤防を作ることだとい

うふうに思っているんです。小さいうちから堤防の礎を築き、徐々にそれを強くし、修復

しながら育てていく。人の心の中の堤防ですから、簡単に壊れたりはしません。いざとい

うときには、それが自分の身を守っていく。子どもの命を守る。命を守るといったときに、

誰の命を守るか。厳しいですけれども、やっぱり子どもの命だろうというところにいくん

だろう。そうすると、子どもを中長期的ではありますけれども、子どもの命を守ることを、

子どもが当事者として学び取っていくことによって、これは日本の未来を作ることにつな

がるだろうと思いますから、防災教育は基礎自治体がその教育ではかなり大きな役割を担

っている。ここでがんばらなければいけないというふうに考えています。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは次に岩田先生、こちらのほうに動きたいと思い

ます。 

 

岩田  

 さっきも言いましたが、例えば巨大災害で自助共助という言葉をよく言うんです。で、

言うんですけども、それ限界がすごくあって、例えば先だって総合防災訓練のときに、実

は今回伊豆半島の南部全体での６つの市や町で、会場 47カ所、同時に総合防災訓練、一気

にやりました。いろんな救援が入ったり、船から入ったり、地域でやったりしたんですけ

ども、やっぱりいろんなことを考えたときに、根本は、鍵屋さんがさっき言われたとおり、

家が壊れてしまうと、もうそっから何もスタートしないんです。物が壊れるって。例えば

これは住宅だけじゃなくて、道路もそうです、港もそうです、いろんなものがきしんで壊

れてしまうと、実はいくらがんばっても救援の手が入らない。ましてや、外から入ったか

らって、助かる命は助からないというところに帰着するんです。やっぱりだから、基本は

地震災害の場合は、物が壊れないというのが、一番、私は大きなまずやるべきことだろう

と思うんですけども、なかなか難しくて、静岡は実は 35年地震対策ずっとやって、ようや
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く県の公共施設、県有施設、2900棟ぐらいあるんですけども、震度 7対応でようやく耐震

化がほぼ進みました。99.4パーセント。残り十数棟。これはもう廃止措置をする建物であ

ります。ようやくここへたどり着いた。住宅のレベルで言うと、せいぜい 80パーセントの

レベルなんです。だから、直ちにやることって、書いてあるんですけども、直ちにやるこ

とはもうみんなやってきたんですけども、なかなかその先へ行かない。今、実は、この前、

南海トラフ巨大地震の想定を見直して、新しいアクションプログラムをもう一回作り直し

ました。で、死者の数がわれわれの被害想定、静岡県内で 10万 5000人です。ちょっと桁

違いです。政府の被害想定が 32万人ですから、そのうちの 3分の 1が静岡県なんです。そ

の大半は津波です。これを何とか 10年間で死者の数を 8割減らそうっていうことで、本当

は 0にしたいんですけども、とても 10年間で 0にはできないということで、事業費は約

4200億円掛かりました。10年間で。それをがんばってやってようやく 2割程度の死者に。

その中でもやっぱり一番強烈なのは、物を強くするということです。要するに地震で物が

壊れてしまったり、それから津波で物が倒れてしまったり、流されてしまうという、スタ

ートのところを極力押さえていかないと、やっぱりいろんなことを考えていくと、そこが

スタートしていかないというのが、今回いろいろ議論した中で行き着いたところなんです。

だからやっぱりやるべきことは、今直ちに、今後も基本的に地震などで物が壊れないよう

にしてくという、ここをみんなで押さえていかないと。これは、別に行政だけじゃなくて、

住民もそうです。例えばうちを一生懸命耐震補強しても、家具が倒れてケガをしたり、亡

くなったりした人が、過去何人もおられるわけです。だからやるんであれば、徹底的に物

が壊れたり落ちたりしないようにするという、これはインフララインなんかもみんなそう

です。だからそういったところをベースにきちんと考えていくっていうのが、私は一番重

要じゃないかなと考えてるところです。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、伊藤先生、お願い致します。 

 

伊藤 はい。直ちに取り組むべきことということでございますけども、いろんな巨大災害

が発生したときに、一体何が起こるんだということを、それぞれがきちっとイメージでき

るようなことをしっかりやっていく必要があるんだろうと思います。津波の被害が 3年前

にあったわけですけど、そのときも実は、5メートル、6メートルの津波があったときに、

何が起こるんだということを、必ずしもみんなは知っていなかったと思いますし、まして

や 10メートル以上、15メートルの津波が来たらどうなるんだということについての明確

なイメージというのが、多分持たれなかった方々が多いんではないかと思うんです。やっ

ぱりそういった極めて大きなものが来たときに、一体私たちの生活はどうなるのかという

ことを、しっかりイメージする。国として、こんなことが起こるんだよ。あるいはこの地

域でこれが起こるんだよ、ということを、それぞれの国や自治体というものが、しっかり

やっていく必要があるんだろうと思います。 
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 実は 3年前の地震の後に、私、ちょうど内閣におりましたもんですから、内閣の防災の

ほうに首都直下地震を次考えようと。今まではマグニチュード 7.3の想定で首都直下考え

ていたけども、やはりあの地域で想定を超える大きな地震があったから、来ないといわれ

るかもしれないけれども、関東大震災級のものが万が一やって来たときに、現代社会で何

が起こるんだということを想定しましょうということで、お願いをしたんです。そして、

実は昨年に、中央防災会議がその結果を出したんですけども、基本的には 7.3のいわゆる

安政江戸地震の想定でやったということで、本当に関東大震災級のものが来たときに、東

京がどうなるか、首都がどうなるかということについても、想定は、最初の一撃の部分は

ありますけれども、インフラの部分なんかがどうなっていくかということは、全く書かれ

ていないです。しかし、それをイメージしておかないと、仮に来ないとしても、そういう

ことも起こり得るんだということで、例えばインフラといえば、電気がどこまで壊れるん

ですかと。復旧にどのぐらいかかるんですかと。そうすると、その地域では一体どういう

ことが可能なんですかと。停電した地域では。あるいは道路はどの程度壊れて、あるいは

鉄道網やそうしたものはどうなっていくんだということが分からないと、実際そんなとこ

ろで、現実に避難所を作りましょうとか、あるいはいろんな補給物資を持ってきましょう

といっても、全く不可能なのかもしれない。そういうことをあらかじめ考えておかないと、

現実性のない対策になってくる可能性があるんです。 

 同じように、津波のことなんかも、いろいろ想定が出されていますけれども、そういっ

た津波が実際に来たときに、その地域は一体何があるんだということを、本当に確率と併

せて考えていく必要があるんだろうと思います。そうしたイメージがあって、初めて、国

としてはどこまでできるんだ。公助は何が可能なんだ。その場面において。公助が不可能

だとすれば、共助自助でやらなくちゃいけないことは何なんだということを、一人一人が

イメージできていくんだろうと思います。そのためにはやはり、一つ一つの巨大災害が起

こったときに、何があるんですよ。ここからこういうことがあるんですよ、ということを、

イメージしていくための努力というものが、政策的には必要だろうと思います。先ほど申

しました荒川の水害でも、大変なことが起こる、あるいは火山はめったにないかもしれま

せんけれども、これがあったときには、こんなことになるんだということを、やはりイメ

ージして、その際に全くなされていない対策はこうなんだなということ、そしたらわれわ

れは、これをしなくちゃいけないんだなっていうことを、イメージだけでも作っていくこ

とが非常に大事なことかなと思います。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。では、続きまして平田先生、よろしくお願い致します。 

 

平田 地震が起きたときの対策として、まず最初にやるべきことは耐震化をするというの

で、私もそのとおりだと思います。日本の建築基準法では、今の基準で建ててある建物に

ついては、すぐに倒れることはありません。阪神・淡路大震災のときに、多くの犠牲にな
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った倒壊した家屋というのは、基本的には、いわゆる新耐震の前の木造家屋でありまして、

今のハウスメーカーの作った木造家屋では、住めなくなる家もあるかもしれませんが、そ

のときにパタっと倒れて亡くなってしまった人は少ないというふうに理解しております。 

 問題は、建てたときには合法的だけれども、今の状態では震度 6強が来れば倒れてしま

うような家が、まだまだたくさんあるということです。東京都でもおよそ 600万棟の建物

のうち、100万棟は古い基準で建てられたものだそうです。ですから、これは、ほとんど

それは個人の建物ですから、公のお金でそれをすぐに建て替えることは、なかなか難しい

と思います。もちろん公共の建物、学校や役所は一刻も早く税金を使って耐震化をすると

いうことが重要ですけれども、個人の持っている家を耐震化するというのは、そういう家

は大概は住宅が密集してる所にあると。今お話があったとおりですので、一つの家が倒壊

して壊れると出火しますから、その地域全体が延焼してしまう可能性があるので、そうい

ったことをいかに税金を使ってやることができるかっていう、そういうコンセンサスが必

要だと思います。これは、個人の建物だから私はやりたくないということではなくて、全

体の公共の福祉という観点からは必要だと思います。それには、全部税金で建て直すわけ

じゃなくて、やっぱり個人が自分のお金で直さなきゃいけないということがあるので、そ

れぞれの人が自分のこととして、ちゃんと、大きな揺れがあったときに備えて、自分の家

を早く直さなければいけないということが必要です。5年ぐらいでだいぶ東京都は 30万棟

新しい家に、木造住宅は変わったそうですから、放っといても古い家が子どもの世代にな

ったときには、建て替えるわけですけれども、それを少しでも早めるということを進めら

れるような政策をぜひ取っていただきたいと思います。 

 それで、ただ、東京がどんな地震になるかといったときに、やたらに大きな地震が来る

かどうかということと、それから来そうな地震がどういうものかっていうことについては、

一定の科学的な知見があると思います。マグニチュード 7程度で、地震の断層の長さが 50

キロメートルぐらいというのは、それほど巨大な地震ではないけれども、それが東京の下

で起きると大災害になるということは、中央防災会議も評価してることですので、それと

もっとまれにしか起きない関東大震災クラスのマグニチュード 8の地震が 400年とか 500

年に来るというのは、林先生のスライドにありましたけれども、リスクというのは、発生

する確率と負の影響の掛け算ですから、それをやっぱりちゃんと考えることが、一定のお

金しかないところで、国として投資する、自治体として投資する、個人として投資するっ

てときには、コストと便宜と考えてやるっていうのは、合理的な判断かなと思います。以

上です。 

 

武田 ありがとうございました。続きまして、林先生、お願い致します。 

 

林 これもさっきお話ししたことと矛盾したことは言えないので、非常に大きな被害が巨

大災害というのは出るというからこそ、巨大災害と言ってるわけで、その被害に対してど
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ういうふうに考えていくかっていうことになることが、今からすぐやるべきことなんだと

思ってます。とすれば、先ほどご紹介した、私たちが持ってる災害対応資源というのが、

予想される被害に対してとても不足してるという現実からスタートしないといけないんだ

と思う。そういう災害対応に資する資源をいざというときに急に増やすことができるのか

といったら、それは無理だと思うわけです。そうなったら、結論はおのずとはっきりとし

ていて、結局自分たちでやってもらわなければ、しょうがないではないか。それ、さっき

岩田さんが「自助力共助力というと、弱いんですよね」と言われた。確かに自助力共助力

っていうのを自主防災組織とか自治会のというふうにやると、非常に弱いと思うんですけ

れども。もっと大事なのは、今、期せずして、平田さんのほうからも言葉が出たんですが、

災害ってことについて一人一人の人が、それをわがこととして受け止めてもらえるような

仕掛けを作っていくということがとても大事なんじゃないかな。もっと言えば、防災に対

してちゃんと投資をしてもらえるようにしたいなと思うんです。その投資対象に、自分の

家というのを、ぜひ考えてもらうことは結構ですし、あるいはもっと安全な場所を選んで

別荘を建ててもらってもいいかもしれないし。他人事あるいは何か起きたら行政がやって

くれるんだというマインドを、まず打ち破ることをしておかないと、残された時間は 20

年ほどしかないんだというふうに思ってます。例えば、僕らぐらいの年になると、健康に

ついてはいろいろ留意されてると思うわけです。あるいは、リーマンショックの後とか、

今の円安とかになると、資産保全みたいなことについてもいろいろ留意されると思うわけ

です。そこには時間なりお金なり努力なりを投資してるわけです。それはなんでかといっ

たら、危機感が非常に高いから。それだからこそ、あるいはもっと露骨に言えば、そうい

う投資をすればそれなりの見返りがあるというふうに自分なりに思えるから、やっぱり投

資がなされてる。ところが、災害については、それは起きないこと、あるいは起きたとし

ても自分は大丈夫なことというふうに、全然根拠のない否認というか、否定というか、そ

ういうものを私たちしている。それが、行政の人は随分がんばってると思います。さっき

もちょっとお話に出た、去年の首都直下の被害想定のワーキンググループでも行政の立場

の方、みんな「もっと大きな被害になるって出たよ」って言ったら「もっとがんばります」

って言うんですけど。そんなもの、気持ちがそうなだけで。だけど、本当に実行力がある

のかと言ったら、何もないじゃないかという気がするわけです。やはり対象としている一

人一人の人の自覚を促すことなしに、やっぱり巨大災害の対策はあり得ないんじゃないか

と思ってます。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、田村先生、お願い致します。 

 

田村  

 今日、岩田先生のほうからリスクを知りましょうということを教えていただいて、伊藤

先生のほうからは、やはり被害ということをよく知っておきなさい。諸先生がたからは、
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自覚を持ってがんばらないと、気合だけじゃ駄目だよというふうに教えていただきました。 

 やはり巨大災害っていうことが一人歩きしてるのかなというふうに思います。もちろん

首都直下地震、南海トラフの地震というと、私、今、日本海側に住んでおりますので、若

干他人事と思っているきらいもありまして、やっぱり一つ大事なのは、その地域の巨大災

害って何なのかというところを、各自知らなきゃいけないなということ。それと、どうし

ても各地域、ぶつ切りでいろいろと被害想定とか出てきて、なかなか全体像がつかめませ

んので、それぞれの影響範囲みたいなものを大きく知るような機会をぜひ持ちたいなとい

うふうに思うというのが、先生がたのコメントの中から拾い上げた私のコメントというと

ころになるんですが。 

 一つ考えてみますと、私、今ここにおりまして、今、首都直下地震が起こったとしまし

ょう。これ最強のメンバーだと思うんです。これだけの専門家と行政の皆さんと、それか

ら関心をお持ちの企業の皆さん、それからここの大学で勉強されている学生の皆さんがい

らっしゃいます。ただ、多分ここから出てどこかに行くことは不可能ということになると、

やっぱりここで災害対策本部を立ち上げるしかないんじゃないかと。例えば、白石学長に

本部長になっていただき、武田先生には副本部長になっていただき、そうなればやっぱり

危機管理官は伊藤先生しかないかなと。そうなると、岩田さんと鍵屋さんはやっぱりどん

だけ遠くても歩いて帰らなきゃいけないんじゃないかなって言いながら、見てみると私も

新潟大学危機管理室って書いてあって、私は歩いて帰れるのかというと、とても無理だな

と思うと、ここで一体何をするのかということになります。多分避難者、普段はセキュリ

ティーございますけれども、きっと許していただけるでしょう。たくさんの人を引き入れ

なければならないかもしれません。本部室はどこがいいかな、お部屋をお借りすればいい

のか、このメンバーで一体何をできるのかということを考えなければならないんだという

ことに思い至ったような次第です。つまり広域巨大になると、先ほどもお話ししましたが、

行政区を超えて、組織を超えて、何かそこにいるメンバーで取りあえず応急活動が始めら

れるまで、各自の自覚であるとか、気持ちであるとか、約束事だとかっていうのを盛り上

げていかないと、実際は機能しないんだというふうに思うようなところです。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、ここでパネリストに対する質問を受け付けさ

せていただきたいと思います。会場の皆さま方でご質問いただける方は、お手元の質問票

にご記入をいただきたいと思います。そして、ご記入いただきましたら、挙手をお願いし

たいと思います。会場の係の者が回収をさせていただきまして、それをもとに後ほどの意

見交換ということにさせていただきたいと思います。それでは、ご質問のある方、書いて

いただいて、挙手をお願いしたいと思います。他にございませんでしょうか？ どうぞ、

一番後ろ。ご質問のある方、それぞれ回収をしていただきましたでしょうか？ それでは、

ただいま頂いたご質問、それから先ほどの休憩時間にも頂いておりますので、後ほどこれ

ら質問に対する各先生がたのコメントを頂くようにさせていただきたいと思います。 
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続きまして 3巡目のご発言のほうに入らせていただきます。 

 これまでいろいろと巨大災害への取組みを非常にそれぞれのポイントでおっしゃってい

ただきましたが、今後巨大災害に備える政策として、特に重要だと考えられるものは何か

という点につきまして、ご発言をいただければと思います。 

 それでは、発言順を今度は田村先生からお願い致します。 

 

田村 

 私、今日は福知山市という所からやってまいりました。ご存じかどうか、福知山市は水

害で、皆さんご存じですよね。大きな被害が出て、4500 棟ぐらいの住戸が被災にあって、

今、地元は何をしてるかというと、応急は落ち着いてるんですけど、実は生活再建支援と

いうことが始まってます。何をするかというと、各戸の被害状況を調べて、建物被害認定

調査をして、その調査結果をデータにして、今、罹災証明書を一生懸命発給して、昨日は、

被害戸数が 4500の、大体毎日 250世帯というか人というか、の皆さんが罹災証明書を取り

にいらっしゃってるということになります。なんで、福知山は今ヘトヘトというところに

なります。じゃあ、どうしてヘトヘトなのかって考えると、もちろん災害対応でお忙しい

ってことはもちろんなんですけれども、実は準備が十分にできていないということがあり

ます。福知山市、ご存じのとおり、2004年には大きな水害に遭いましたし、実は昨年度も

由良川というところで被害があった。今年もということで、ほとんど年中行事のように災

害が起こってるにもかかわらず、実は応急のほうは、かなり皆さん手慣れていらっしゃる

部分もあり、それから国も多分都道府県も市町村も皆、応急のところは随分おできになる

ようになっているんじゃないかなというふうに思ったりするところですが、こと復興期に

おける生活再建支援ということになると、なかなかまだ誰が何をするんだ、どういうやり

方でやるんだということが固まっておらず、現場は苦労するばかり。その支援を今一生懸

命させていただいてるところでございます。 

 で、施策、政策として特に重要だと考えることは何かというと、日常から生活再建なら

びに復興を考える部署を作ってほしいというのが、私の願いでございます。応急を考える

防災の部署が、今は復興を片手間にと言うと怒られますが、その中で考えているのが実態。

私の理解が正しければ、平時から復興のことを考えてるご担当がいらっしゃるのは、東京

都だけというふうに認識をしてます。普段考えていないと、結局それが政策から施策にな

っていきませんし、結局何も、ツール買おうと思っても、購入も難しいですし、訓練しと

こうと思っても、どうしても応急訓練ばかりになってしまうということがございます。で

すので、巨大災害に備えれば、応急活動期のみならず、阪神・淡路を見ても、それから 3.11

を見てもきっと 10年、15年と続いていくと思いますので、もっと長い期間に耐えられる

ような部署を平時から設けていただいて、一緒に考えていくように、是非していただきた

い、というふうに強く思うところです。 
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武田 ありがとうございました。それでは、林先生、よろしくお願い致します。 

 

林 福祉の専門家が福祉のことを言わなかったので、でその話をしてみたいと思うんです

が。昨日、朝日新聞見てたら、冨山和彦さんという方のインタビューが載ってました。最

近彼はなぜローカル経済から日本はよみがえるのかっていう本を書いてるんです。大変面

白いと思って感銘を受けたんですが。彼が指摘してくれてることの中に、今、日本は非常

に構造的な人手不足になっている。それはなぜかという話なんですが。それからもう一つ

は、円安になってるのに、全然日本の国内潤わないじゃないか、これはなぜか、みたいな

話で、彼の論理はグローバルにやってるプレーヤーとローカル経済、グローバル経済でや

ってるプレーヤーとローカル経済でやってるプレーヤーはもうはっきり今日本は二層化し

てるんだ。それで、その円安というのは、結局グローバルプレーヤーの部分で、昔は自動

車産業っていうものが、国内にいっぱい下請けを持ってましたから、富を還元できたと思

うんですが、今、ほとんど製造拠点は海外にあるというふうに、そういうことが起きない。

そこの幻想を捨てなきゃいけないみたいなことがその本の趣旨なんです。 

 それはさておいて、今、私たちは大部分ローカル経済の中で、生きてる人たちがいっぱ

いいる。その中で、どうして構造的な人材不足が起こるかというと、それは団塊がまだ死

なないから。団塊の世代というのが、極めて厄介なところでして、非常なボリュームを持

っていながら、あと 20年は生き残るぞという覚悟でおられる。で、そうは言うものの、だ

んだん弱っていくわけです。そうすると、いろんな意味のケアニーズというのが、これか

らどんどん増えていくんですが、そのケアをしてくれるような若者が少子化しているため

に居ないと。そういうのがこれからの 20年だというわけです。僕が気にしてるのが南海ト

ラフ地震って、ちょうどあと 20年後ぐらいまでに、20年ぐらいのところが一番の旬だと

思ってるんですけど、そうすると、ケアを必要とする世代がまだたくさんいる中で、それ

を乗り越えていかなきゃいけない。さあ、そのケアの必要な人たちにこれから 20年どうい

うふうなことをしていただくのか。それから人口ピークは 2005年に過ぎてしまいましたか

ら、これから 21世紀ぐらいにかけて、恐らく 8000万人とか 5000万人とか、人口はどんど

ん安定化に向かっていくはずだと思うんです。それまでのある種の過渡期の中で、今の日

本の社会がある。何を目指さなきゃいけないか。やはり縮体をしていかないといけない。

人がどんどん増えていく中で、いろんなものを開発して、いろんな所まで危ないものをた

くさん作りましたけれども、人が減っていくんだから、できればそういう危ないものは捨

てて、安全なものに集約をする、それはコンパクトシティ化という言い方をしてるんです

けども、それは非常にこれからの 100年、200年を考えていく上で大切で、それのスター

トを切るのか今からの 20年。次の南海トラフまでの。南海トラフを大きなチャンスとして、

グっと進めるということになるのだと思うんです。そういう意味で空間的にはコンパクト

シティ化、合理的な縮体が必要ですし、人的なことで言えば、団塊の世代をどうやってケ

アしていくのかという問題をクリアしていくっていうのが、これから特に重要なんじゃな
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いか。これは何も地震対策だけで申し上げてるわけじゃなくて、日本の社会が次のステー

ジに移行していくために、どうしても乗り越えなきゃいけない。もともと内在的な問題な

んですけども、そこに巨大災害っていう、さらに外的な要因が加わらざるを得ない、それ

をぜひ考慮した上で、対策を練ってくことが非常に重要じゃないかなと思うわけです。 

 そういう意味で言えば、まちづくりということから言えば、今のさまざまなステークホ

ルダーを入れた中で、新しい合理的な縮体のプランをゆっくりでいいですから、考えられ

ないか。それから、せっかく団塊は、今一番お金持ってる時期なんです。最初のジョブが

終わって、年金入って、退職金も出てみたいな。ぜひこの際にリフォームを。できれば堅

牢住宅への住み替えをしていただいて、そうじゃなくても、一人一人の脆弱性は上がりま

すから、やっぱり家で守ってもらうような。それで、東京にしがみつかない、大都市にし

がみつかない、もっと自然豊かな安全性の高い所に移ることも考えるというのがあるのか

な。それから若い人たちには、彼らがあと 20年ぐらいの間に、非常に厳しいことを体験す

るということを、ぜひ学んでもらうというのが、重要じゃないかというふうに思ってます。 

武田 ありがとうございました。それでは平田先生、お願い致します。 

 

平田 諸先生がたがみんな言ってしまったので、違うことを申し上げますが、私は 3年前

の 3.11のときには霞が関にいたんですけども、そこから地震研究所のある文京区まで行く

のに半日かかりました。あのときは、都内は基本的には、ほとんど被災していません。一

部何とか会館が天井落ちただけで。あとスーパーの駐車場が壊れたから 0ではありません

が、基本的には何の被災もしてないのに、朝まで大渋滞になりました。内閣府の新しい被

害想定では、主要道路が開くのに、1日か 2日かかる。主要道路、甲州街道だとか環八だ

とかが。で、普通の道路は数日かかる。激しい渋滞は数週間続くと言ってるわけです。そ

れで、地下鉄は 1週間運転停止。在来線および私鉄はひと月停止。地下鉄はがんばるらし

いですけど。それでもつまり 1週間、2週間は鉄道も道路も全く動かなくなった。つまり

それは救急車も消防車もパトカーも通れないということを意味するわけで、どうやってこ

れでやっていけるのかというのは。電気がなくても何とかなるかもしれないという気はし

ますけれども。つまりこれは国の公式な被害想定として、何とかすぐに対応するというこ

とを考えてるわけですけども。要するに人が多いわけです。これはタブーというか、言っ

てはならないことなので、普通は言わないんですけれども、やはり日本全体の人口は減っ

てるにもかかわらず、東京の人口は増えているようで。東京で生まれた人の数は、死ぬ人

よりも少ないです。つまり流入してくる人が依然として多いというのは、これは単純に考

えたときに、リスクをどんどん自分で増やしてるだけだと思います。もちろんそれには必

然性があって、リスクを上回るベネフィットがあると人々は信じているからやっているん

ですけども、ここは日本全体少子高齢化で、人少なくなって、リスクが集中するってとき

には、やはりもうそろそろ考える必要があるんじゃないかなと。これは、私は都市計画の

専門家じゃないですから、素人の一般市民の感覚としては、そういうことをちょっと今考
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えました。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、伊藤先生、お願い致します。 

 

伊藤 はい。巨大災害に備える政策ということでございますけれども、今もお話出てまし

たけれども、いわゆる危機管理といいましょうか、いろんな防災対策もそうですけども、

そうしたものを考えていく上で、危機発生の蓋然性、危機が発生した場合の当該危機から

被る被害の大きさを考える必要があるわけですが、対策はどうかというと、その危機に対

処するための、対処する困難性、コスト、これで何をやっていくかということを決めてい

く必要があるわけです。その対策は非常に簡単だ、あるいはコストが掛からないっていう

んであれば、すぐやればいいでしょうし、しかし本当に対策は大変なコストが掛かるし、

また困難であるというものに対しては、実際はなかなか手を付けることができない。とい

うことが、結局危機対策における基本になるわけですけども、難しいのは、危機の発生の

蓋然性は極めて低いんだけども、万が一起きたらとてつもない被害が起きるというときに、

どう危機を評価していくか、リスクを評価するかということだと思うんです。やっぱりそ

こをしっかり議論していくということが、政策を作っていく上では、とても大事で、本当

に大変なことが起こるかもしれないけど、極めて低いとなれば、あるいは無視してしまう

ということも実は必要な場合も出てくる。先ほども話が出ましたけど、巨大隕石が落ちて

くる。先般も隕石がかすめた。数日前まで分からなかったということがありましたけど、

ああいう分からない、対策のしようもないものは、もう無視するしかないわけです。その

ようなことがやはり自然災害の中でもある程度諦めるしかないものもあるだろうし、現実

的にやればがんばれるというところは、コストを掛けてやっていかなくちゃいけないとい

う場面もあると思います。 

 先般の地震で、福島第一原子力発電所は被災をしました。これは、被災をしたのはいい

んですが、問題は暴走したということなんです。なぜ、暴走したかというと、簡単なこと

で、水と電気が切れてしまった。要するに冷やせなくなったということです。そのための

対策は何だったのかということは、一つは電源が切れてしまった。これはこういう電源が

停電になりましかたら、届かなくなってしまったわけです。その代わり、対策は二つあり

ました。一つは、いわゆるディーゼルジェネレーター、発電機でこれを代わりに発電して

いく。もう一つは、それが駄目な場合は 8時間もつバッテリーがあって、これで取りあえ

ず次の電気が来るまで何とかもたせる。そして、もう一つが冷やす水はタンクに予備があ

って、これも使おうということで、対策は取ってあったわけです。しかし現実には、ジェ

ネレーターがある場所は津波被害にあった低い所にあったから、一緒に被害にあってジェ

ネレーターは全部流されてしまった。すぐそばに高台があるんですが、高台に置いておけ

ばこのジェネレーターは助かったでしょう。もう一つ、もしそれが駄目でも、建屋の中に

あったバッテリーが動けば良かったんだけど、バッテリーは残念ながら水密化されてない
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建屋だったから、水が流れ込んできて、水没して使えなかった。単純な話だったんです。

その後、対策どうしたのかというと、その発電機を全部高台に置いてきましたし、全ての

原発でそうしました。バッテリーはどうしたかというと、全部建屋を水密化してそれをや

られないようにした。それだけでかなりの部分は終わってしまったんです、対策としては。

あとはさらにいろんな問題があります。細かい問題はあるけど、基本的な問題はそれで解

決したわけです。 

 同じようなことを、実は女川の原発でも起こりそうになった。しかしあそこはわずかに

高さを大きな津波も来るかもしれないということで 5メートル上げていたんです、当初の

設計よりも。それで水没を免れた。東海原子炉、これも同じように危なかったんですけど

も、これも水密化必要だよねということで、水密化の工事をしてました。わずか 1週間前

に工事が終わってた。だからこれは助かったということなんですよ。ということは、福島

では一体何が起きてたんだというと、そうした巨大な被害というものを想定して、それに

対する対策というものを、コストどう考えるかということで、考えてさえおれば、大した

コストじゃなくてもできたわけですから、そうしたことっていうのは、結構世の中にはあ

るわけで、本当に大きな被害があるときには、何をすればいいんだ。全部はできないでし

ょう。しかし今やれることは何だっていうことも、やっぱりとても大事な政策としてある

わけです。そうしたことを考えながらやっていかなくちゃいけません。一方では、こうい

う対策を考える場合に、リスクを 0に近づけることは、実は非常に難しい。そのための努

力によって、多大なものが犠牲になることもあります。トータルとして、現実離れした対

策を取らないとリスクはなかなか 0に近づいていかないというわけですから、一つの危険

だけに着目して、政策を作っていくんではなくて、一つの危険を防止したとしても、やっ

ぱりいろんなリスクがあるわけです。そうしたものも考えながらやっていかないと、原発

を例に言えば、津波対策だけでは駄目で、一方では、今テロ対策はどうなってるんですか。

まだまだ手が付いていません。これ実際にテロが起こった場合には、あれだけお金掛けて

も、まだ全く無防備と言ってもいい状態があるわけですから、やれることを少しずつやっ

ていくということがとても大事なことであって、一つのことだけを考えて政策を作ってい

くというのは、非常に間違いだろうと思います。そういった意味で、やはり蓋然性と被害

の大きさ、そしてそれに対するコストおよび困難性、そうしたものをトータルとして考え

て、対策を作っていくことが必要になってくるだろうと思います。これは、国および地方

自治体およびそれぞれの企業や個人においても大事な考え方ではないかと思います。以上

です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは岩田先生、お願い致します。 

 

岩田 3.11の後に静岡でこんな出来事がありまして、やはり沿岸にいる人たちが津波に対

して非常に高い不安を一気に抱いたわけです。津波対策として、水門とか防潮堤っていう
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の、静岡の場合は35年間コツコツと作って、大体160年前の安政東海地震クラスであれば、

大体賄えるぐらいのところに、ほぼ 9割いってたんですけども、それが東日本大震災を見

ると、いきなり十何メートルとか二十何メートルとか、内閣府の想定聞くと 33メートルだ

とか、というような値がいきなり出てきて、沿岸にいる人たち、非常に不安に思って、津

波避難ビル、急きょ、もう 1回一生懸命指定したり、それから避難タワーを作ったり、中

にはやっぱり若い人たちで、住む場所を沿岸から内陸へ変えようという人たちがチラホラ

出てきたんです。それはそれで災害から身を守るための大きな一つの手段でいいんですけ

ども、ある放送でこんなニュースが流れてまして。 

 

 

 

 沿岸にいる若いご夫婦、小さい子ども 2人抱えるご夫婦が今まで沿岸近くに家を建てて

いて、津波がどうしても不安だからと言って、内陸の少し離れた所に家を作り直したんで

す。これで津波から逃れて、非常に安心だというインタビューに答えてます。実はその場

所というのは、造成工事をするときに、一夜にして、ユンボ、ブルドーザーが傾いて沈ん

でしまった場所なんです。要するに、軟弱地盤のど真ん中に一生懸命建てたんです。こん

なことが現実に、世の中いっぱい起きてますので。われわれの中に、自然ということに対

して、きちんとものを見る目が、だんだん失われてきてるというか、都市化が進めば世の

中がそういうふうになってくるのは、分かるんですけども、山沿いにいれば、普通なら土

砂崩れのことに目が行って、海岸にいれば津波のことを心配し、川のそばにいれば、やっ

ぱり洪水のことを心配する。雨が降れば、やっぱりそういったことを、いろいろイメージ

しながら、自分の身を守るという、そういうことをやっぱりもうちょっと素直に考えられ

る世の中にしていかないと、多分一生懸命、さっき私、耐震化がどうのこうのとか、重要

なことをいろいろとこの中で議論されましたけども、基本のところで、日本人が生活をす

るときに、やっぱり安全という一つの指標というのが、やっぱり判断する能力、知る能力

っていいますか、自然を見る目、能力というのを、もうちょっときちんと備え付けなきゃ

というところに、実は非常に私は強く思ってるところです。 

 静岡も防災教育とか人材育成って、もう本当に散々しきりにやってました。先ほど少子

高齢化ということで、地域社会の中で、高齢者が増えてくると、やっぱり何とかして若い

人たちを地域活動の中に取り込もうということで、8年ぐらい前から中学生、高校生、防

災訓練に強制参加をする仕組みを作ったんです。そうすると、大体、今、半分強、昨年で

いうと 53パーセントぐらいの中学生、高校生が、地域防災訓練に無理やり顔を出さされて、

嫌々、はんこを付いたやつを学校に提出するというやり方なんですけども。そうすると、

ちゃんと大人と一緒にやる子たちがいっぱい出てきました。それから、そんなことをやっ

てると、学校の先生がたからの話ですが、実は授業の中で地理とか地学、こういった自然

に接する教育のカリキュラムがどんどん今減ってきて、片一方で防災教育と言いながら教
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える人たちも少なくなっていく。学校の関係でもそういうことが少なくなっている。これ

を少しこれから巨大災害を迎える日本というんであれば、少しシフトしていかないと、こ

の流れっていうのは、そう簡単には、元に戻っていかないんですけど。やっぱりみんなで

声上げて、少しシフトしていかないと 20年、30年後に大変なことになるんじゃないかな

という思いが非常に、今、強いです。そういったことを、行政もそれから地域社会も、や

っぱりもうちょっと、自分の命、家族の命、人の命ということをもうちょっと真剣に考え

るということを教育のレベル、地域社会のレベルで組み立てていかないと、まだ手が打て

るんじゃないかなと、私は思ってるところです。ぜひそんなことを、みんなで片付けてい

くということを、心掛けていかないと、なかなかこの方向って、流れが止まっていかない

と、今考えています。 

 

武田 ありがとうございました。それでは最後に鍵屋先生、お願い致します。 

 

鍵屋 耐震化が非常に重要だという話をさせていただいたんですけども。地震防災に関し

て。今まで 50年間やってきて、あまりうまくいかない。どうすればいいか。新しい処方箋

が必要なんだろうなと思ってまして、二つの方法が、大きく言えば、方法があって、一つ

は家そのものを耐震補強なり建て替えをするなりして、その場で強くするというのがあり

ます。もう一つは、弱い所から逃げる。特に賃貸住宅にお住まいの方は、何も木造密集市

街地に住んでる必要はないわけで、もっといいアパートが今どんどん空き家率がものすご

く増えてますので、耐震性のある所に移ってもらえばいい。みなし仮設って、誰かすごい

知恵のある人がいいたんだと思いますが、みなし仮設住宅と認定されるためには、耐震性

がないとみなし仮設と認められないんです。耐震性があることが条件です。例えば、奨学

金を受ける大学生は、奨学金を受けるためには、耐震性のある住宅に入ることが条件です

とか。生活保護を受けてる方は、耐震性のある住宅に入らないと生活保護費出しませんと

か。そういう耐震性のある所へ逃げやすくする。こういう方法もあるのかなと思いまして。

逃げやすくする一般の人に対する最も強力なインセンティブは、引っ越し代と家賃補助で

す。引っ越し代出します。家賃補助出します。密集市街地から安全な強い建物に逃げたら、

引っ越し代、家賃補助しますと言えば、そこの古い建物に入居する人いませんから、大家

さんはだんだんそれ壊すか、空き地にして、自治体にただで貸すという、そういうような

オープンスペースを作るという方法もあるのかな。これ大阪学院大の先生が話してたやつ

なんですけど。 

 建物を強くするという方法であれば、例えば 100万円使ったとします。補強費。100万

円使って、東京都全体で 60万棟古い木造住宅があるんですが、それを耐震化する経費は大

体 6000億円です。そんな 6000億円なんて金どこにあるのか。あります。財務省の懐に、

地震保険の積立金が 8000億円あるんです。財務省、今日いないので言いますけども。財務

省はそのお金を地震の後に使うということになって集めてますが、それを地震前の予防対
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策にも使うということで制度を変えると、予防対策に使えるので、耐震化のためにその保

険金を使える。そのほうが被害を各段に減らせる。もう一つは総務省なんですけれども、

総務省は年間 2兆円ほど宝くじを売り上げています。都道府県とかも全部合わせて。2兆

円のうち 4000億円ぐらい収益が上がって、一生懸命考えて分配してる。ただ、この国難の

時期に、今はちょっと待ってくださいと。福祉だとか病院だとか教育だとか必要なのはよ

く分かりますが、今は取りあえず地震被害の軽減のためにそれを集中して使いましょう。

民間企業では、選択と集中とかいって、それが伸びるところに、危ないところに集中的に

投資することによって、リスクをカバーする、そういう経営者が素晴らしいというわけで

す。ですから、今までの公平にいろんな所に満遍なくというんじゃなくて、この巨大地震、

巨大災害というものに対応するために、緊急的にあと数年、4000億円のうち 2000億円ず

つだけでも耐震化のために使いましょうというだけで、地震被害は各段に減るわけです。

こういった具体的な対策がなければ、私たちは宿題を果たせない。次の世代に重い借金と

ものすごく負の遺産の積もり積もった町を残して、去っていかなければならないというこ

とになるんだろうなと思います。 

 もう一つはオープンスペースを作る。家を、古い木密の場所を壊して、ある程度古い家

を壊して、オープンスペースにすることの重要性は、東日本大震災のときに、本当によく

学びました。オープンスペースのある市町村は、何でも早いです。がれきを片付ける場所

もあります。それから仮設住宅を置く場所もあります。外から支援者、ボランティアだと

か自衛隊の人が駐住する場所もあります。だから復興が早いです。東京のオープンスペー

スは川のそばぐらいしかない。本当にないです。昔、関東大震災の後に、巨大公園がいく

つかだけできました。そこは貴重なオープンスペースです。オープンスペースをいかに作

るかということに、木密の解消と組み合わせて、やっていくことが大事かなというふうに、

一つだけ重要なものを挙げるとそうなのかなと思いました。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、ここで先ほど頂きましたご質問に対するコメ

ントを、それぞれお願いをしたいと思っております。私のほうで、ご指名させていただき

ながら、質問いただいたのを読み上げますので、コメントをお願いしたいと思います。 

 それでは、最初に林先生。ISO22320などは、ISO14001、ISO9001などのように認証ビジ

ネスに発展すると思われますか？という質問でございます。 

 

林 これ答えていいですか？ 

 

武田 はい。 

 

林 答えはノーだと思います。というのは、22320というのは第三者認証を必要としない

要求規格として作りました。この規格を作るに当たって言われたことは、9001や 14001の
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二の舞にしないでくれと。日本がどれだけ迷惑を被ったかということがあったので、最初

は反対をしましたが、27対 1で日本しか反対する国がなくて、結局この規格は通っていっ

たので、結局はどう骨抜きにするのかということを一生懸命やってきたところがあります。

その中の一番のポイントは、認証ビジネスを変にもうけさせたくないというのがあります。

ですから、22320を使っていただくときに、必要なことは自己認証ということになります。

類似の規格で言うと CSR、企業の社会貢献についての国際規格がありますが、それは基本

的には自己認証です。自己認証でこういうことを満足してればというような枠組みを、今、

整備をしておりますので、それを自分の所ではちゃんとやってるってことをホームページ

等を使って広く周知をしていただくことで、いけると思いますので、9001や 14001のとき

のような三百代言というか、重箱の隅をつつくような、ああいう認証ビジネスは成立しな

いだろうと思ってますし、そう期待をしています。 

 

武田 では、林先生、すみません。あと 2問続けて。次が、障害者の方、あるいは高齢者、

子ども、貧しい人、マイノリティーなど、いわゆる弱者に対する対策についてはどのよう

にお考えでしょうか？というのが、次の質問。 

 

林 基本的に考えてるのは、災害対応っていうのは、何でもかんでも自分でやらなきゃい

けないと思ってないです。いわゆる弱者といわれる方はそういうことになかなか手が回ら

ないから、いわゆる弱者といわれてるのであれば、やはりそういう方のそばに、そういう

方を助けてあげるような人を用意しておくことでいいのではないかなと。あるいは、そう

いうことを用意できる、さっき言ったサポーター、支援者、そういうものを何とか探す努

力をしていきたいなというふうに思ってます。 

 

武田 それでは第 3問ですが、将来の避けがたい被害に対し、誰が費用負担すべきとお考

えでしょうか？ 

 

林 基本は、自分っていうのが大事だと思うんです。僕は依然として、この国は、特に今

日は自然災害の話してますから、自然災害の被害を補てんするという発想には立ってない

というふうには認識しております。一部生活再建支援金のようなものはありますけれども、

やはり私たちが生きてる社会はリスク社会ですから、0リスクで生きてるわけではないの

で、当然その人生の中では被害を被ることがあり得るんで、全ての被害は何か固定資金で

補てんされるということは、あり得ないんだろうと思います。ですから、基本は、まずそ

ういう意味での自助というのは必要なんだろうと思います。ただ、さっきの話と同じで、

全部が全部自助できるわけではありませんから、共助なり、あるいはそれをより効率的に

進める仕組みとして公助というのがあり得るんだろうと思ってます。そうなったときには、

何をするのかっていえば、共助についていえば、ある種の寄付行為的なものがある。みん
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なでお金を集めて乗り切ろうという考え方。それから、公助については、最終的には税金

で賄おうということになると思います。それの配分比率みたいなものが、ある種の応分負

担みたいなことが考えられていくことになるのかなと思います。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、次に平田先生、取りあえず 3問行きたいと思

います。まず、第 1問ですが、富士山の噴火についてどのようにお考えでしょうか？  

平田 富士山は活火山です。活火山というのは、将来噴火する火山ということです。富士

山が一番最近噴火したのは、宝永のときの、江戸時代の噴火です。江戸時代ですから 300

年ぐらい前ですので、人生から比べれば長いですけれども、日本列島ができて、1500万年

ぐらい前にできましたから、それから比べれば、ほんの最近ですので、自然現象として見

れば富士山は噴火します。ただし、富士山、来週噴火するかとか、来年噴火するかってい

う話だと思いますけれども、来週噴火するぐらいになれば、これは噴火というのは、突然

噴火するわけではないので、必ず噴火する前のいろいろな現象が観測されます。今の観測

学あるいは気象庁の能力では、いったん噴火した火山がどういう経過をたどってどのぐら

い続くかということは難しいですけれども、噴火し始めることについては、ある程度は兆

候がつかめますので、今のところ富士山が噴火する兆候はありません。ですから、メディ

ア、週刊誌などで、Xデーに富士山が噴火するという話は、全てガセネタだと思っていた

だきたい。 

 ただし、というのがあって、この話が重要なのは、マグニチュード 9という極めて大き

な地震が起きると、その後にその周辺で大きな噴火があったことは、過去 5回のマグニチ

ュード 9の地震のときは、みなそうだったと、高名な火山学者が、私も尊敬している火山

学者が言ってますので、富士山が噴火する可能性は普段に比べたら高くなっていると思わ

れます。けれども、それは後というのも結構、東北の地震みたいなのは、500年とか 600

年に 1遍ですから、あと 50年後に富士山が噴火してもその当時の火山学者は東北の地震の

後に富士山は噴火したと、そういう時間感覚ですから、普通の意味で言えば、富士山とい

うのは活火山で、噴火する可能性のある火山です。ですけど、世界遺産になって、みんな

が行くような所で、もし、噴火することがあれば、事前に情報が流れる。で、噴火したと

きに、どういうふうに溶岩が流れるか、火砕流が流れるかというのは、ちゃんとハザード

マップがもうできていますから、それに従って、正しい行動を取るべきだと思います。 

 

武田 せっかくですから、岩田先生、一言お伺いできますでしょうか。 

 

岩田 理学のほう、今、平田先生がお話しいただいたので、今後は当事者として、防災対

策のほうというのは、実はちょうど今まさに 3年目に入るんですけども、静岡と山梨と神

奈川の 3県で、合同の富士山火山防災対策協議会を開きまして、明後日、実は、静岡で、

私会長なもんで、会議をやるんですけども、ようやく避難計画、要するに広域の避難計画
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の、ある程度骨子が固まってきました。来月 10月 19日に 3県合同で、避難の合同会議と、

住民の実際の避難の訓練もやるんですけど、ようやくそこのレベルに、今、来たところな

んです。個別には、溶岩流が出てくれば、ここにこういうふうに避難するというのは、昨

年もう既に作ったんですけど、どういうタイミングで避難する、それが広域になったとき

に、どう連携できるかっていうところで、今、3県頭を悩まして、やり始めて、何とかこ

ういう体制ができる。ただ、一つだけ過酷なのは、私ども昨年被害想定の見直しをしたと

きに、当然南海トラフで巨大地震が起きたときに、1707年の宝永の噴火のように以後連続

して火山噴火が発生するということも念頭に入れなきゃならない。そのときの状況を考え

ると、例えば避難のための道路でありますとか、自動車、それから、いろんなツールが実

は震災そのもので、地震そのものでかなり被災をしている。そういう中で、例えば、富士

山周辺だけで、76万人ぐらい対象になるわけです。それが、例えば溶岩流という一つの小

さい事象を取っても最大で 10万人、20万人を避難させなきゃいけない。そのときに一体

どういう手だてが取れるかということは、今ちょうど頭を悩ましてるところです。まさに

それは本当に総力を挙げていかなきゃならないという状況に、今きているというのが現状

です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、平田先生の 2問目ですが、先ほどのご説明で

ナショナルハザード、ナショナルディザスターですか。正確に言うとナチュラルハザード

ではなく、ナチュラルディザスターですか、そういう言葉を使われたかと思いますが、そ

の理由を教えてくださいということです。 

 

平田 すみません。これはちょっと私が、本当のところは間違えたので、混乱して、ちょ

っとジョークのつもりで変なことを言いましたが。自然災害はもちろんナチュラルディザ

スターです。それは私が、というかワープロが、というか人のせいにして、間違えて、ナ

ショナルと書いたので、国家災害なんてのは、そんな言葉ないですけれども、言ってみた

後に、国の規模の災害というので、いいかなといって。これは単なる言い訳ですので、あ

くまで自然災害はナチュラルディザスターが正しいです。 

 

武田 それから、3問目でございますが、平田先生、2004年の首都直下の場合は、東京湾

北部地震を想定をしておりました。2013年の想定では、都心南部直下地震に変わっている

ように思います。その理由は何でしょうか？ またこれにより、震災対応として変わった

所がどこかあるのかお教えくださいということです。 

 

平田 これは、スライドを用意して説明をしようと思ったんですけど、ちょっと時間配分

を間違えたので、はしょりました。それで、おっしゃるとおりで、2004年の内閣府の被害

想定、それから東京都の最近の被害想定でも、いわゆる東京湾北部地震というものを想定
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して、東京湾の北部の下 30キロから 40キロメートルの深さの所の、沈み込むフィリピン

海プレートの上面で、マグニチュード 7.3程度の地震が起きたときに、首都圏に最も大き

な被害を及ぼす地震というのを想定致しました。それに対して、新しい内閣府の想定では、

都心南部直下の地震で、マグニチュードは 7.3で同じですけれども、それは、フィリピン

海プレートの上面ではなくて、フィリピン海プレートの中で起きる地震になっていました。

その説明のスライドは、どこかにあるんですが。すみません。上から 4枚目のなぜ東京湾

北部地震がなくなったかというスライドで説明されてるんで。理由は地震学的にあって、

フィリピン海プレートの上面ではなくて、フィリピン海プレートの中で起きるという想定

をしたんですけども、もう一つ重要なことは、それによって地表の揺れはそれほど変わっ

ていません。そう言うと林先生にいつも怒られて、実は詳しく見ると変わっていて、震度

6強の領域は前の想定よりも増えています。それから震度 7も前の想定に比べると増えて

います。ただし、震度 6弱の領域を見るとそれほど変わっていないです。これは、これち

ょっとややこしい話なんですけれども、最近の地震学の研究の成果によって、フィリピン

海プレートは従来考えられていたよりも、東京湾北部で 10キロメートルぐらい浅くなった

ということが、一つあります。そのために、昔、大正のときに関東大震災起こした関東地

震が、どこまでそのときにすべったかというのを、再解析したら、新しくプレートが浅く

なったというのを考慮して、研究をしたら、1923年の関東大震災のときに、フィリピン海

北部と被害想定で言ってた領域まで大正のときに破壊されてしまったらしいということが

分かりました。それで、もう東京湾の北部で地震が起きるのは、次に関東大震災のような

マグニチュード 8クラスの地震が起きたときには、そういうことが起きるけれども、単独

でマグニチュード 7クラスの地震が東京湾北部地震で近々起きる可能性は低いだろうと判

断された。これは自然科学的な観点。しかしプレートの境界では起きないけれども、プレ

ートの中では起きる可能性は依然としてあるんで、やはり同じように首都圏に被害が及ぶ

マグニチュード 7クラスの地震をプレートの中に想定したらば、やっぱり地表は結構揺れ

るということが、分かりました。それで、地震の種類としてプレートの境界で起きる地震

とプレートの中で起きる地震は、同じマグニチュードでも揺れの強さが少し違います。簡

単に言うと、プレートの中で起きたほうが、たくさんエネルギーを放出しやすくなるとい

うのもあるので、結果的にはプレートの境界よりもちょっと下で地震が起きても、一つは

プレート自体が少し昔よりも浅くなったという影響と、その他の影響も含めると地表では

それほど違いがなかったということです。ただ、自然現象としては、大して揺れは違わな

いんだけれども、最悪ケースの死者は約倍になりました。1万 1000人といわれていたのが、

2万 3000人になりましたから、倍以上になったんですが、これは主に火災による犠牲者の

数が、前の想定に比べると、安全側というか、厳しく見積もったことによるわけです。で

すので、これはある意味、都市の構造が変わったということ。本当は木密は少しずつ減っ

てますから、堅牢にはなってるんだけれども、それでも依然として火災による被害が大き

いということを重視した被害想定になったので、被害は前回の想定よりも大きくはなって
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ます。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、次に平田先生と岩田先生、お二人ご指名の質

問がございます。まず読んでみます。被害の対象となる人、人間は悪いことを想定したく

ない、いわゆる正常性バイアスといわれるものがございます。一方で想定されている災害

について、オーバーではなく普通に恐れるということが必要ではないか、そのための知識

というものを持ち合わせる必要があるのではないかと思います。平田先生の説明でもあり

ましたマグニチュード 7から 8の変化は 32倍、7から 9は 1000倍という違いがあるとい

うことをはじめとして、知識を普及させるために効果的な方法は何かありませんでしょう

かというのが、平田先生への質問でありまして、さらに岩田先生には、静岡県の例として、

何か参考になるものがあれば教えていただきたいということでございます。最初に平田先

生、お願いします。 

 

平田 地震というのは、大きな地震と小さな地震があって、大きな地震はまれにしか起き

なくて、小さな地震はたくさん起きる。これは林先生のスライドにあったリスクの発生確

率と効果という、その絵だったんですけれども、林先生の絵は社会科学者が描いた絵なの

で、大体概念図ですが、あれにちゃんとスケールを入れると、地震はマグニチュードが 1

大きくなると発生確率は 10分の 1になります。1小さくなると発生確率が 10倍になりま

す。一方マグニチュードが 1増えるとエネルギーは 32倍になります。つまり 10分の 1と

30倍です。掛けると 3倍勝つわけです。勝つというのはつまり、マグニチュードが大きく

なるとどんどん。これは、今、例として申し上げたんですけれども、やっぱりどういうこ

とが起きるかっていう大きさと、それが起きる確率、頻度みたいなものは、そんなに正確

ではなくても大ざっぱには評価できるので、それが起きたときのリスクがどのぐらいある

かということをやっぱりいろいろなレベルで考える必要がある。つまり自分はどれだけ家

を耐震化したりするために、お金を掛けられるかということと、そこに何年住むかという

ことと、それからそれによって守るべきものは自分だけなのか、家族なのか、そういうこ

とも含めて、最適なチョイスというものがあると思います。で、30メートルの津波が来る

というのは、最悪のシナリオとして国が出しましたけれども、30メートルの津波が来る確

率は、10メートルの津波が来る、あるいは 1メートルの津波が来る確率に比べて極めて低

いわけです。1メートルの津波は結構来るわけです。人は 30センチの津波が来ても足をさ

らわれて、浜辺で 30センチの津波が来たら、もうさらわれてしまうわけです。命を落とす

わけです。ですからしょっちゅう来る、頻度の高いものに対しては、適切な投資をする必

要があるし、それから、投資することができれば、頻度が少なくても投資することができ

ると思うから、それは人々の価値観によって違うから、起きることについて、既に議論は

されてますけれども、よくそれぞれが考えて、イメージを持って、自分のこととして考え

たときに、一体どこまで投資できるかということを考える。そのための知識は、今、情報



【資料３－３－２①】 

46 

 

としては非常にたくさんあってむしろ多いぐらいです。ですから全体のバランスを取る。

先ほどの例ですけども、津波を恐れて液状化とか土砂災害の危険な所にわざわざ避難して

しまうって、そういうことは、やはり本来の姿ではありませんから、一体自分の人生をか

ける、退職金をはたいて、家建てるっていったときに、そこはどういう所かということは、

やっぱり真剣に多分考えると思いますから、そのときに交通が便利な所とか病院が近い所

かというのと同じように、ここは津波なのか液状化なのか土砂災害なのか川が氾濫するの

か、総合的に考えるってことは、それはやっぱり人間の生きていく知恵として、日本に住

んでいる限りは自然災害について総合的に考えられると。そういうことを促すような防災

教育っていうのができる必要があると思います。 

 

武田 ありがとうございます。岩田先生、静岡の例として。 

 

岩田 防災教育、もう永遠の課題なんです。人材育成だとか重要だと誰しも言いまして、

静岡なんかでも例えばいろんな防災のリーダー育成のカリキュラムとか、そういったこと

を本当にさまざまな所でやってきたんですけども、ある人に言われたのが、いつも来る人

一緒じゃないですかと。輪が広がっていかないと、よく言われました。阪神の震災の後ぐ

らいからターゲットをもっと絞り込もうということで、1996年からスタートしたのが当時、

静岡県防災士養成講座、林先生にもあの当時来ていただいて、いろいろお世話になったり

したんですけども。防災士っていう、初めて静岡県で作って、そのターゲットは実は社会

人なんです。現役の社会人の人たちで、市町村、県、企業なんかで防災を担当してる人た

ちという、ターゲットを絞り込むというやり方がまず一つ。それがずーっと流れとしてや

ってきてます。いわゆる、言っては悪いですけども、リタイアして人たちの文化講座には

なるべくしないようしたいということで、職業を持ってる人たちに対して、防災講座をす

るということで、かなり絞り込んでやってたのが一つ流れです。その流れで、もう一つは

例えば子育て世代のお母さんがただとか、もっと大学生であるとか、高校生であるとか、

中学生であるとかっていうところへターゲットを絞り込んでいって、防災講座をやるとい

うところを、今、狙っています。そこで、今、不足してきたのが、人なんです。講座をや

れる人たち。地域へ入り込んでいくと、講座をやれる人たちがなかなか手に入らないとい

うことで、過去養成した防災士の人たちを今地域へ派遣するための人材として活用させて

もらったり、それから新しく地元の大学と研究まではいかないですけども、ちょっと高い

ところを狙える防災フェローっていう講座を作って、その人たちが地域とか企業とかいろ

んな所へ入って指導員、指導者になれるレベルの人たちを、数は少ないですけれども、育

てていく。こんなことを今やってるのが、一つの流れです。もう一つはさっき言いました、

中学生、高校生に地域に入らせるということは、実はこれすごくいい人材育成で、地域へ

入るということは、逆にその中学生、高校生が地域を見回ったり、安全点検をしたり、そ

れから大人と一緒にいろいろと考える機会を作ったり、そういった流れがところどころ見



【資料３－３－２①】 

47 

 

えてきたんです。これはもう一つの防災教育、人材育成につながっていくんじゃないかな

というふうに感じます。こういう今二つの流れが、静岡で取り組んでる流れです。どこま

で成功させることができるかというのは、これから先の話なんですけど。 

 

武田 ありがとうございました。それでは岩田先生、もう一問、続きございますので。他

機関が連携する場合の課題はという、非常に簡潔な問いでございます。よろしくお願い致

します。 

 

岩田 実際に一緒に行動することが一番の連携です。典型的なのは、防災訓練なんですけ

ども、防災訓練も実は訓練の統一、一緒に連携したかって、ほとんど連携できないんで、

その前のいろんな打ち合わせであるとか、そういった中でお互いの役割を相互に確認する。

手間暇かかりますけども、それが多分一番、連携するための大きなツールになってるんじ

ゃないかと思います。夜のコミュニケーションもありますけれども、実際には、夜だけで

なくて、昼間のそういうものを完成させる。例えば、防災訓練、非常に分かりやすくて、

ある課題に対して、訓練をやるわけです。そのために自分ではできない他の機関を巻き込

まなきゃならない。役割がみんな違うんですけども、そこをお互いにちゃんと理解し合い

ながら議論をする。で、それをある日、訓練という形で完成、検証するというわけですけ

ども、そのプロセスを一緒にやるということが、多分一番、私は連携になると思います。

そういう手間暇が、やっぱり今の日本社会どうしても必要なんです。で、絵に描いて、計

画に書いてあるからそのとおりできますっていうには、地域に入るとできないというのが

あって、やっぱり文章に書くためには、その前のプロセスというのが、きちんとあります、

初めて計画に出すというふうに、逆のプロセスをやると、多分ほとんど失敗するというの

が、今の現状です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは続きまして、伊藤先生、2問ございます。最初

の問いですが、鳥の目（公）と書いてあります。鳥の目と虫の目（個人）。この両方の視点

を考えると、予防策を行う場合でも何をゴールに設定するのか。どのように進めるのか、

優先順位などですれ違いが生じてしまう場合があると思うけれども、それらをどう調整し

ていけばいいとお考えでしょうか？ 

 

伊藤 なかなか難しいご質問ですけれども、鳥の目と虫の目とおっしゃいましたけれども、

基本的にまず今までもお話が出てますように、まず虫の目として、まず自分がいかに生き

延びるか。第一撃を避けて死なないかということを、常に考えておくっていうのは、極め

て大事なことで。皆さん方もここにいらっしゃいますが、果たしてどれだけ首都直下地震

のための対策を取られているのか。どんな所に住んでますか？ どんな所に寝てますか? 

家具はちゃんと転倒防止してますか？ あるいは、とにかく備蓄を食料やいろんな燃料等
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はちゃんと備えてありますか？ということを、まず一人一人がやっていくことがものすご

く大きなことだと思います。普通、震災のときに、皆さんがお話しするのを聞いてると、

発生したら家族とどうやって連絡取り合おうかという話をまずされたり。どういうふうに

して、まず避難所どこだろうかという話が出ますけれども、まずは、それ生きてる前提の

話なんです。一撃で死んでたら連絡の取りようもないじゃないか。避難所にも逃げられな

いんじゃないか。ということとか、避難所は先ほども申したように、果たして機能してる

かどうか、分からない場面もいっぱいあるわけです。それですから、基本的にもし壊れな

い家に、電気も水もないけども、備蓄の食糧と水で生き伸びておれば、そのうち何とかな

るっていうのもまず最初の対策だと思います。それは同じように水害でも、いろんな自然

災害の場合でも、考えておかなくちゃいけないわけで。鳥の目というのは公として何がで

きますかっていう。例えば全体としていろいろなさまざまな防災機関なり、警察、消防、

自衛隊というものがやるとしても、あるいは医療機関がフル動員するとしても、基本的に

は今まで何度も話出てますけど、それが果たして同時多発的な災害に対してどれだけ機能

するかというと、基本的には、首都直下の場合は、ものすごい数の方が被災する中で、対

応できる場面というのは、本当に少ない。7.3でも 2日間燃え続けるでしょうということ

は、なぜかというと消防が来ないからです。警察も助けに来れないでしょう。自衛隊だっ

て現実に首都直下で都内に入ってこれる、仮に 10万人入ってくるとしても、何日後になる

のかと考えると、それが大きな鳥の目だと思います。そういったことを全体として考えま

すけども、虫の目としては、一人一人がそこで最善の生き延びる努力をあらかじめしてお

くということ、それが大事だと思います。 

 

武田 ありがとうございます。それでは、伊藤先生にもう一問です。災害対策として首都

機能移転もしくは分散などは検討されているのでしょうか？ 首都直下地震対策として、

東京の集中を分散することの効果はあるとお考えでしょうか？ 

 

伊藤 まず、首都機能の移転というのは、何度も議論されてきましたけども、何度も立ち

消えになってるというのが事実です。現在、むしろ真剣に考えられているのが、首都機能

を震災のときにどうやって維持していくかということが考えられてるんであって、事前に

移転をすることによって、何とか分散していこうということではないんです。ですから、

例えば内閣の官邸機能あるいは各省庁のいろんな行政機能といったものが、霞が関、永田

町に集中してます。こういったものが果たして生き延びれるのかどうかということ、ある

いは、その際にどこでその機能を大々的に集まってやっていくのかということが検討され

ていますが、あらかじめ各省庁は各地方都市に置いて、霞が関というものをなくしてしま

おうとか、官邸はどっかに持っていこうとか、そういう考えは今んとこありません。とに

かく生き延びる方法を、今、考えているといったほうが、正直なところです。あと、同じ

ようなことは、金融機関とかさまざまな集中している頭脳的なものがあります。証券取引
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所みたいなものもありますし、いろんなものがありますが、そうしたヘッドクォーター的

な役割を持ってる各企業の部分もいわゆる都市が駄目になっても、何とか耐え得るような、

いわゆるバックアップ体制というものを、むしろ考えてるという状況です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、次は鍵屋先生、お願い致します。読み上げま

す。災害からの回復を図る際、資源配分は誰によってコントロールされるのが望ましいと

お考えでしょうか？ 例えば行政組織も含めて、町全体が被災した際の対応はどうあるべ

きか、ご意見を頂けますと幸いです。 

 

鍵屋 質問ありがとうございます。かなり本格的な質問でございます。誰がやるべきかと

いうよりも、現実には誰がやってきたかということを考えながらやる必要があるのかなと

思ってます。特に被災地には、物資が大量に送り込まれて、数少ない職員がその物資の積

み下ろしに追われ続けるようなことがございましたので、例えば簡単に言えば、20トント

ラック、ボンと入ってきて「はい、これ下ろしてください」って言われるわけです。しょ

うがなくそれを。それだったら、20トントラックに何人かボランティア入れて一緒に乗っ

てきて、積み下ろしまでやってくれれば、だいぶ違うとか。そういった細かいことを積み

重ねる必要が。物について言えばそうです。それと、物について決定的に必要なのは場所

です。場所をどう確保するかを事前に決めておいて、ここに取りあえずドンと集める。そ

こは拠点にして、ハブ的にして、いろんな所に組み合わせる。配達のほうは、上手ないつ

も運送してるヤマトさんとか宅配便の事業者さんにお願いをしながら作り上げてくという

ようなのが、物に関してはいいんだろうと思います。人に関してはかなり難しいので、一

言では言いにくいですけど、人を配分するルールっていうの、資源計画、各自治体は二つ

の計画を、人に配分する計画を持たなきゃいけないと思ってまして。一つは支援するため

のもの。どこどこがやられたときにうちからはこういう人をすぐ支援に出せますよ。もう

一つは受援計画。自分の所が被害を受けたときに、ここのところは応援してもらいたいで

すよ。こういったものを用意しておく。そのためには、本当は災害対策は、林先生がいつ

も主張されてるように、一定程度標準化されていて、この部分についてはパッケージでお

任せできるような仕組みを上手に作っておかないと、なかなか現場レベルでうまく回るの

は難しいのかもしれませんけれども、少なくとも受援計画、うちはこういうところが欲し

いんです、必要なんです。避難所の運営はお任せしたいんです。こういうような計画を作

っておく必要があるのかなというふうに、自治体としては思います。以上です。 

 

武田 ありがとうございます。それでは、最後の質問になります。田村先生です。避難情

報が発表されても、避難しない住民が多いという問題があると思いますが、先生の考えて

おられる今後の対応策があれば、お聞かせいただきたいと思います。 
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田村 難しいです。一番難しい質問かもしれません。多分、3.11の東日本大震災のときに

は、二つの大きな避難しない方がいらっしゃったのかなと思います。一つは、実は先ほど

お話ししたように、支援をされてる方たちです。その方たちの頭には、実は一生懸命お勉

強されているので、これまでの被害想定というのが、頭に強く残っていました。ですので、

ここまでしか水は来ないだろう。このぐらいの高さだろうというというふうに思われて、

きっと津波からは背を向けて、一生懸命対応されていたんだというふうに思います。その

中で、お亡くなりになった方がたくさんいたということになる。その方たちには、応用力

というのを付けていただく必要があるのかなと。もちろん基本的な被害想定を学んでいた

だいて、日頃の訓練をしていただくというのは、非常に重要になるんですが、もしそれを

超えたら、ちょっと振り返って見てみたら、というようなことを覚えていただくという、

応用力を付けるということが必要になるんだというふうに思います。 

 もう一方、どのような被害が来てもなかなかうまく逃げていただけない方たちには、基

礎能力、基礎勉強をしていただくというのが、まず一つ重要だということ。それからやは

り脆弱性の高い人たちは、自分の居場所から移動したり、自分の大事なものから引き離さ

れるとすごく心配になります。一つ事例として、一緒に逃げたのに、そのおばちゃんが薬

が取りに行きたい、タオル取りに行きたい、かばん取りに行きたいと言って、何遍も戻る

ので、結局「放っていくよ」と言って、言いながら一緒に逃げたというお話がありました。

ですので、そういったものを、やはり一緒に持って逃げていただかないと逃げていだだけ

ないのであれば、持って逃げておかなければならない。となると、普段からそういった方

たちはそういったものを持っていただいて、じゃあ、どこであれば安心してその方たちに

移動していただけるのかというのを、考えざるを得ないというような、丁寧な対応が必要

になるのかなと思います。ですので、ただ一様に訓練すればいいということではなくて、

その人その人の属性に沿ったやり方というのを、丁寧にそこのところは考えていく必要が

あるのかなというふうに思うところです。 

 

武田 ありがとうございました。これで、会場から寄せられました全ての質問にコメント

を頂きました。本当にありがとうございました。 

 それでは、最後になりますけれども、巨大災害に備える政策のあり方についてのメッセ

ージとして、一言ずつご発言をいただきたいと思います。それでは、平田先生からお願い

致します。 

 

平田 日本に住んでる以上は、私たちが生きてるうちに大きな震災がまた発生してしまい

ます。地震は発生するし、やっぱり震災になりますから、そのときに、いかに震災から早

く立ち直ることができるように、今から準備をするべきだと思います。 

 

武田 ありがとうございます。それでは、林先生、お願い致します。 
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林 はい。今日は、災害の話なんですけれども、人生にもいろんな危機がありますから、

そういう危機を乗り越える力を高めることの延長で、災害も乗り越えるというのが基本じ

ゃないかと、僕は思ってるんですけど。そうすると個人のレジリエンスというのを、考え

るときに、久世博さんというのが大変いい本を書いてくれてて、レジリエンスの鍛え方っ

ていうんですが。七つ方法があって、そのうちの最初の二つが、グっと落ち込むのを止め

るためのノウハウなんです。次の四つは、今度はそれから反発して、グっと立ち直ってい

くための四つのノウハウ。最後はやっぱり、一応乗り切ったときに、振り返って意味をち

ゃんとつかんで、次に生かすという、七つあるんだというふうに書いてあって。グっとと

めて、ボンと戻して、次へ伸ばすというのは、実はからくりとしては、この巨大災害も同

じじゃないかと思いました。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、田村先生、お願いします。 

 

田村 今やネット社会で、非接触、人と接しなくてもいろんな物事が進んでいく世の中に

なりました。最後は福祉と防災だけは、やはり人と触れ合わなければ先に進まないんじゃ

ないか。なので、これをやはり先輩世代と若年層世代、若い世代との架け橋になるという

活動として、たゆまぬ歩みを続けていくことが大事ではないかと思います。 

 

武田 ありがとうございます。それでは、鍵屋先生。 

 

鍵屋 二つ言わせていただきたいと思うんですが、今日は議会の方もいらっしゃって、私、

本職が議会事務局なもんですから、議会やマスコミというのは、災害時には考え方を変え

なきゃいけないと思ってます。いつもの仕事は監視です。行政が悪いことしないか、公平

でやってるかという監視をするのがメインの仕事ですが、災害時には、やっぱり協力です。

揚げ足を取ってる場合じゃないんだと思うんです。やっぱり力を合わせてどうしたらこの

難局を乗り切れるかというふうに、マインドを変えていく必要があるんだ。それをどうも、

マスコミも議員さんもいつもの方法で、行政にやっていくんですが、それは行政を疲弊さ

せ、行政と住民を分断させる可能性が強いんです。それは、避けたほうがいい。そういう

マインドに切り変えていかなければいけないと、一つ思います。 

 もう一つは、さっき田村先生もおっしゃったんですけども、復興を考える人材です。後

藤新平とそのブレーンはなんと 9月 2日から、9月 1日の関東大震災が起こってるときに、

もう 9月 2日から復興計画を考え、4日には一定の方針を決めてるんです。それから、阪

神・淡路大震災でも 1月 18日には、もう復興を考え、2週間後には原案を出すという、そ

のスピード感というんですか、それが何らかの批判を受けながらも、やはり復興をグっと

大きく進める力になった、スピードは力だと思います。人づくり、政策づくりで未来は変
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えられるというふうに、私は信じていますので、これからそういう方向で進めていかなけ

ればいけないと思います。よろしくお願いします。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、岩田先生、お願いします。 

 

岩田 よく減災という言葉を、阪神の震災の後、みんな使うように。最近、先ほどのレジ

リエンスという言葉がまた使われるようになってきたんです。減災っていうのは、ある意

味では良さそうなんですけども、実は減災で良しとしてしまう風潮に、どんどん今なって

て、やっぱり基本は災害を防ぐという、もう一回原点に戻ってほしいと、私思ってるんで

す。減災って、全体としては減災でいいかも分かんないけれども、一つ一つ見ると、やっ

ぱり徹底的に防災であって、やっぱり原点のところの災害を防ぐっていうところに、やっ

ぱりもう一度世の中、ちゃんとシフトしていただきたいというのが、私の最近考えてると

ころです。だから、減災で良しとせずに、防災もっていうふうに、今、言ってるところで

す。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、伊藤先生、お願い致します。 

 

伊藤 はい。巨大災害に備えるっていうことで、二つあるんです。一つは、今までもずっ

と議論してきたように、実際にそうした災害からの被害をいかに小さくするかということ

で、さまざまな備えをしていくということなんですが、もう一つの同じ危機管理ではある

んですけれども、実際に発生したときにどう行動するかということが、行政としては大変

難しい問題です。実際にいろんなことを想定しながら、対応策を取っていたとしても、現

実に目の前で被害が発生し、大災害が起き、なおかつそれに対して、さまざまな、人命が

かかってますので、迅速な決断をしながら、対応策を取っていくということは、全く状況

とか心構えというものが平時とは違うものが必要になってくるんです。しかも短時間に決

断をしなければ、ただ自体の推移を見守ってると悪化するだけですから、良かれ悪かれ何

かの決断をしていく。責任を持って、対策を立てていくということが必要になるんですが、

そうしたときの心構え、あるいは行動といったものは、平時とは全く違うということをや

っぱり考えながら、対応策を考えておかなければならない。じゃあどうやってそういった

心構えが作れるのかというと、先ほどもちょっとお話ありましたけども、やはり平時に想

定していた対策は機能しないことが大変多いです。実際にやろうとしたことが、実際はや

れない。それは使えなかったという場面が多い。それは一つは、思わぬことが起こって、

それが使えないということもあるんですけども、もう一つはやっぱり心構えができてない

んで、慌ててしまって人間がそのように動いてくれなかったという場面もいっぱいあるん

です。それをなくすためには、何が一番大事かというと、先ほどもお話出ましたけど、や

っぱり訓練によって、いろんなことを想定しながら、訓練をしつつ、そして、訓練の結果、
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実際にこんなこと本当に本番で役に立つのかなということの反省をしながら、それはこう

いうほうがいいんじゃないかということを、それぞれの連携機関も含めて、みんなで協議

しながら、対策をしていくことによって、実際に本番でも動くことができる。いわば、訓

練は実践のごとく、実践は訓練のごとくって言葉がありますけども、まさに実践のごとく

訓練をして実践のときにあっては、訓練のごとく落ち着いて人が動くような心構えができ

るということだと思います。やはり応急対策というのは、平時で考えてるものとは全く違

う場面があるんだということも含めて、また政策を考える方はやっていく必要があるじゃ

ないかと思います。以上です。 

 

武田 ありがとうございました。それでは、予定しておりました時間を超過して、恐縮で

ございましたけれども、これをもちまして、本日のパネルディスカッションを終わらせて

いただきたいと思います。最後までご参加いただきました会場の皆さま、そしてパネリス

トの先生がた、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 これでパネルディスカッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 次に閉会の言葉を申し上げますので、しばらくお待ちください。 

 

司会 ありがとうございました。 

 それでは、横道清孝本学副学長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

横道 副学長の横道でございます。本日はお忙しい中、この巨大災害に関する政策研究シ

ンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。また、最後まで長時間に

わたり、熱心にお聞きいただき、また議論にもご参加いただきましたこと、厚く御礼を申

し上げたいと思います。 

 それから基調講演をいただきました林先生、平田先生をはじめパネリストの先生がた、

また運営に携わっていただきました関係者の方々にも厚く御礼申し上げたいと思います。 

 本日のシンポジウムが皆さまがたとの情報共有、国内外への情報発信にいささかでも寄

与することができ、今後の巨大災害に備える政策研究の進展政策を担う人材育成の契機と

なることができたとすれば、誠に幸いなことであります。 

 ご承知のように、本学におきましても、防災、復興、危機管理政策に関する教育、研究

に引き続き務めてまいる所存でありますので、今後とも本学へのご理解ご協力を賜ります

よう、お願い申し上げたいと思います。 

 最後になりますが、ご参加いただきました会場の皆さまがた、またシンポジウム開催に

ご協力いただきました皆さまがたに重ねてお礼申し上げまして、閉会のごあいさつとさせ

ていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

司会 以上を持ちまして、巨大災害に関する政策研究シンポジウムを終了とさせていただ



【資料３－３－２①】 

54 

 

きます。。本日は誠にありがとうございました。 

 

(了) 


