
12/2 開催	 日本学術会議主催シンポジウム	 記録	 

ディスカッション「南海トラフ地震に学界はいかに向き合うか」	 

幅広い分野の学者・専門家による分野の壁を越えた議論	 

	 

＜司会＞目黒公郎（日本学術会議連携会員、東京大学教授）	 

・中央防災会議から発表された南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえて、様々な学術分野が学

際的な連携を進めていくべきか、防災に関連する学会・専門家が集まり、分野の壁を越えて

議論をする。	 

	 

＜挨拶＞大西隆（日本学術会議会長、東京大学名誉教授）	 

・このシンポジウムは、日本学術会議土木工学・建築学委員会のメンバーが幹事となり、東日本

大震災の総合対応に関する学協会連絡会が主催するものです。連続シンポジウムは過去 2か

年において開催されてきました。このシンポジウムにおいては、2つの意義があると考えてい

る。	 

1）南海トラフ地震の被害をいかにして少なくするか。そのために科学者はどのように取り組

むか。政府から打ち出されている減災の考え方。	 

2）日本学術会議と学協会連合の共同開催に意義があると思われる。そのため各会員の自立性

において学術会議は意識的に結びつきを保持したい。	 

・日本学術会議と関係学協会が総力を集結して、実り多いものになることを祈念している。	 

	 

＜趣旨説明＞和田章（日本学術会議会員、東京工業大学名誉教授）	 

・本シンポジウムでは、理学・工学の関連分野に加え、社会経済などの人文・社会科学や医学を

はじめとする生命科学を含めた幅広い分野の研究者・専門家が集まり、分野の壁を越えて以

下のテーマにて議論する。テーマ 1「事前防災への取組み」、テーマ 2「発災時の対応と備え」、

テーマ 3「発災後の回復力の強化」。自由に議論をいただきたい。	 

	 

＜東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会の紹介＞：依田照彦（日本学術会議会員、早稲

田大学教授）	 

・東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会は、2011年 3月 11日の東日本大震災を経験し、

学会の壁を越えて連携しなければならないという使命感をもって学協会が集まり、活動を開

始したことに端を発している。今後想定される巨大災害に備え、多様な関連学会がある特定

の計画概念を決め、連携して取り組み、学会の枠を超えて展開していくことを目的とし、2011

年 12 月よりシンポジウムを連続して開催してきた。特筆すべきは、2012 年 5月 10 日に「三

十学会・共同声明	 国土・防災・減災政策の見直しに向けて」を発表した点である。これは、

1回から 3回までのシンポジウムの成果を声明という形でまとめたものであり、この日、学会

長が集まり、3つの省の大臣・副大臣に「三十学会・共同声明」を手交できた。	 

・フィリップ・ウォレン・アンダーソン博士が『Science』に掲載した著名な語句、「More	 is	 

different」は、物質の持つ特質を言い尽くしているが、まさしくこのシンポジウムにおける

学協会連絡会はその基本的性質となりうるだろう。	 

・わが国の学術団体は、将来予想される巨大地震へ備えるために、総力を挙げて取り組まなけれ



ばならない。関連省庁、公的研究機関、地方自治体、学会、大学等が協力して、今後の対策

の立案・政策提言につなげていきたい。	 

※シンポジウム概要等については、日本学術会議ウェブページにて公開している。	 

	 

＜講演＞南海トラフ巨大地震の被害想定と対策について：日原洋文（内閣府政策統括官（防災担

当））	 

・中央防災会議で検討対象としている大規模地震は、海溝型の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震」「東南海・南海地震」と直下型の「首都直下地震」「中部圏・近畿圏直下の地震」とし

ている。	 

・これまでの中央防災会議が防災対策の対象とした地震の考え方は、「1.繰り返し発生している」

「2.発生確率・切迫性が高い」こととしてきた。東北地方太平洋沖地震からの教訓は、「日本

周辺では想定していなかった M9.0 という規模」「過去資料では確認できない広域の震源域・

波源域」「想定を大きく超えた津波高」であり、想定外のことが起こるということ、想定外を

なくすということである。	 

・防災対策の転換として、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査

会→反省と教訓をもとに防災対策全体を再構築した。津波対策を構築するにあたってのこれ

からの想定津波の考え方として、今後、二つのレベルの津波を想定している。1.発生頻度は極

めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（住民等の生命を守ることを最優

先とし、住民の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を確立）2.発生頻度は

高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（人命保護に加え、住民財産の保護、

地域経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備）	 

・被害想定項目として、定量的・定性的をそれぞれ考慮している。また、ライフライン（電力・

通信）における施設等の被害様相や交通施設における被害の様相も検討している。	 

・経済的な被害として資産等および経済活動への影響についても検討している。被害額として震

源域によってケース分類をしているが、民間部門の資産被害は陸側ケースで約 170 兆円であり、

生産・サービス低下による影響が 1年間で約 45兆円と額面算定をしている。これをもとにど

のような対策をすれば、被害を小さくできるのかが大きな課題である。	 

・経済的な被害の様相としては、二次的な波及の拡大にともなう、「生産活動の低下や物流寸断

が長期化した場合、調達先が海外に切り替わり、生産機能が国外流出」「工場等の喪失、生産

活動の低下により、経営体力の弱り企業が倒産」「日本企業に対する信頼が低下した場合、株

価や金利・為替の変動等に波及」「資金調達コストが増大すること等により、企業の財務状況

の悪化や倒産等が増加」等の悪循環が考えられ、復旧・復興の影響としては、「行方不明者の

捜索活動や被災者の生活再建に時間がかかる場合、企業の早期の本格的な事業再開は見込め

ない」「損壊した公共施設等の復旧、住宅や企業の再建、地域の復興のための復興投融資が実

施され、インフラ、建設関連産業を中心に生産誘発効果が生じ、経済が活性化」等が考えら

れる。	 

・南海トラフ巨大地震被害想定（第一次報告）においては、東北地方太平洋沖地震と比較した場

合、比べ物にならないほどのものとなる（浸水面積、浸水域内人口、死者・行方不明者・建

物被害）。	 

・最大クラスの地震・津波への対応としては、戻せなくなるものを極力少なくするよう勘案した



い。	 

・対策の方向性として、（1）津波からの人命確保（2）甚大な被害への対応（3）超広域にわたる

被害への対応（4）国内外の経済に及ぼす甚大な影響の回避である。津波に限らず火災におい

てもすぐ逃げる人が少ないという現状がある。避難するということの普及啓発をより徹底す

ること、いかにして早く逃げるための使える道路の確保も必要となる。都道府県間の広域支

援の枠組みについては、知事会と連携して検討を進めている。	 

・最後にさらなる検討課題として、次の具体的な対策の検討が必要な事項が考えられる。「都市

内渋滞（交通制御：どのようにするとコントロールすることができるのか）」「地震火災から

の避難（どちらの方向に避難するべきかを指南する方策）」「遺体対応（仮埋葬を含む）」「ガ

レキ処理」等。また、手法の開発などさらなる検討が必要な分野として、「被害想定手法：リ

アリティ→対策」「経済的被害の想定：手法→定量的な分析を含めた事前の対応戦略や生産シ

ステム・サプライチェーンからの分析による世立奏の学際的な研究」「長期間を見据えた大規

模地震対策：まちづくり（有事の第 2都市計画など）」「リスク・コミュニケーション：低頻

度災害をどう伝えるか（高台移転後の居住のありかた）」「復旧、復興を想定した備え」等が

想定される。	 

	 

＜テーマ１：事前防災への取組み＞	 

	 

■各学会による発表（テーマ 1）	 

自然災害の統一的想定、過去の津波の浸水域等のデーベースや被害想定の活用、南海トラフ

地震の形態の正しい知見、震災研究成果の適切なアウトカム、新資格制度「地盤品質判定士」の

創設、地質的視点にもとづく国土基盤情報の整備、土砂災害対策の最前線との連携、斜面崩壊や

地滑りデータによる危険度評価、子どもの参画の取り組みが発表された。東北地方太平洋沖地震

と比較した場合、被害がより甚大になることが危惧されるなかで、学者・専門家が取り組むべき

課題は何か、学界が連携して取組むべき課題は何かについて報告がなされた。	 

	 

■各学会による発表（テーマ１）	 

（１－１）「国土強靭化」計画における日本学術会議の役割  

土木学会	 元会長	 濱田政則  

・国土強靭化を進めるために対象とすべき自然災害の想定に混乱がある。例えば，内閣府南海ト

ラフモデルと，文科省調査プロジェクトのモデルには差違があり，その情報は共有されてい

ない．	 

・津波防災地域づくりに関する法律で，津波高さの地域に決定を委ねることになっているが，こ

れは，地域差を生じさせるため，地域間の整合がとれない場合などが生じる．	 

・学術会議として，自然災害の統一的想定を行うことが必要である．	 

	 

（１－２）南海トラフ沿いの巨大地震・津波の実像解明と誘発される内陸直下型大地震	 

日本活断層学会	 会長	 中田高	 

・将来の津波を想定する上では、過去の津波の浸水域等のデータベース作成が必要である．	 



・海底活断層については，海底の活断層が生じさせたという認識があるが，それが被害想定に十

分に活用されていない．	 

・沿岸部の地殻変動については，津波堆積物等の詳細な調査の蓄積を進めることが必要である．	 

・内陸地震についても，過去の履歴の詳細な調査を実施していきたいと考えている．	 

	 

（１－３）南海トラフ地震の事前防災へ向けて	 ‒日本地震学会－ 

日本地震学会	 副会長	 西澤あずさ 

・学会としては南海トラフに関する正しい知見を蓄えたいと考えている．	 

・南海トラフの発生に関しては，必ずしも多地震連動型で発生するとは断定できず，多様な発生

形態があることを説明し，理解を得ることが必要．	 

・海底地殻変動に関する調査の推進により，大きい津波の発生可能性などの予測ができるかもし

れない．	 

・このような専門的知見に基づく成果を，わかりやすく社会に伝えていきたい．	 

	 

（１－４）大震災の教訓を南海トラフ地震対策に活かす	 

日本地震工学会	 副会長	 当麻純一	 

・日本地震工学会は，震災以後の様々な成果を発表してきたが，これを，実際のアウトカムにつ

なげたいと考えている．例えば，設計指針や，被災地の復興など，国内外の災害対策へ具体的

に資することができる．	 

・南海トラフは，東日本大震災とは異なる．例えば，強い地震動，産業基盤の集積地帯である，

というような非類似点があるので，これをふまえた議論が必要である．	 

・現在，電力の供給予備力が少ないという実状についても事実として考慮したい．	 

・これらの成果にもとづき，アウトリーチ活動につなげ，社会への情報還元を重視していきたい．	 

	 

（１－５）地盤工学及び今後の防災と国土保全の視点から	 

地盤工学会	 会長	 末岡徹	 

・地盤工学会の活動を紹介する．	 

・新資格制度「地盤品質判定士」の創設し，2013 年 9月に第 1回検定試験実施，11月合格者発

表．	 

・災害廃棄物に対する地盤環境工学の取組みは，物性評価などを含め実施し，広く使われるなど，

成果を出してきている．	 

・今後の防災と国土保全に関する様々な活動について，国内外のシンポジウムを通して，情報を

広く共有してきた．	 

・今後も，総合的・俯瞰的な防災，減災の活動を進めていくべきだと考えている．	 

	 

（１－６）震災後の国民のための応用地質学の３つの方針	 

日本応用地質学会	 会長	 千木良雅弘	 

・我が国は地盤データの未整備など，様々な課題を有している．これに対して，３つの方針を提

案したい．	 



・地質的視点にもとづく国土基盤情報を整備する．	 

・地学教育の強化・技術者の確保をはかる	 

・日本の地質の多様性を考慮し，予測精度等の技術的向上をはかる．	 

	 

（１－７）地震による土砂災害対策の取組み  

砂防学会	 会長	 岡本正男	 

・当学会は，公務員の会員が多い学会である．	 

・土砂災害の危険個所や地域の把握、過去の災害事例の把握などの取り組みを進めたい．	 

・行政の最前線で活躍する方々との連携を高めていくべきだと考える．例えば，四国では大規模

な土砂災害や天然ダムの発生の危険度等の研究が進んできている．このような成果を行政と共

有して行く事が重要だと考えている．	 

・大規模崩壊検知システムの研究等を進めている．	 

	 

（１－８）地震による斜面変動発生危険地域把握手法の開発	 

日本地すべり学会	 会長	 檜垣大助	 

・斜面崩壊や地滑りなど，危険な場所を把握することを重視し，データを蓄積してきた．危険度

評価手法の開発などを行ってきている．	 

・津波の到来時には，斜面は避難経路になる．斜面との共生の重要性を考えて生きたい．	 

・開発した手法の静岡県安倍川上流地区や高知県室戸市北部での適用事例を紹介した．	 

	 

（１－９）過去に学び・今を知り・未来から学ぶ   －子どもの力をいかす社会への変革  

こども環境学会	 会長	 小澤紀美子	 

・南海トラフ地震の発生時の当事者としての子どもに参画してもらうことが重要である．	 

・「稲村の火」のような取り組みは，スマトラ地震に展開した事例などもある．このような事例

から，子どもが参加することの成果を実感している．	 

・国連での高校生の発表や，町づくりにおける子どもの参加を促すという成果をだしてきた．今

後は，条例作りなどにも取り組んでいきたい．	 

	 

■	 ディスカッション（テーマ１）	 

コーディネータ	 米田雅子（日本学術会議連携会員、慶應義塾大学特任教授）	 

	 

吉野博（日本建築学会)：（こども環境学会に対して）こどもを参画させるために，具体的にど

のような方法を考えているのか？	 

小澤紀美子（こども環境学会）：東北の地震の事例で，子どもたちは，ジュニアリーダとして

育っている．成果品（紙芝居など）を HPから普及させていくことを考えていく．	 

千木良雅弘（日本応用地質学会）：小学校など小さいときから教育するための教材づくりが始

まっている．高校生などになると，なかなか機会がない．	 

小澤（前出）：高校教育にふくませるためには，指導要領に入れる必要がある．文科省への働

きかけが重要である．	 



濱田政則（土木学会）：文科省の災害前の取り組みの成果は，大船渡などで認められている．

私も主張している．ただし，部局が異なるという縦割りの弊害があるので，これをこえ

ていく必要がある．	 

矢部彰（日本機械学会）：想定する地震に関する学問的な研究の主張が多いが，物作りとし

ては，津波高さ等の外力だけでは無く，その「根拠」も同時に明示してほしい．	 

濱田（前出）：「想定を超える」という概念を正確にする必要がある．これが混乱を招いている．

リスクというのは，確率と被害を考えるものであり，そもそも「起こりうる最大の」と

いうのはおかしい．	 	 

矢部（前出）：想定を考える際の断層等の地震学的な根拠を示し，また，それを超える場合に

は，何が起こるのか，ということを正確に示してほしい，ということをお願いしたい．	 

中田高（日本活断層学会）：東日本大震災前から貞観地震の危険性等も指摘してきたが，なか

なか受け入れられない．社会や工学分野の方が無関心だったのが問題であろう．	 

濱田（前出）：理学系の方はばらばらに情報をだすのではなく，統一的な見解をだしてほしい

と思う．	 

宮野廣（日本原子力学会）：「想定」は非常に幅が大きい．それをどう統一するかが重要であ

る．	 	 

西澤あずさ（日本地震学会）：地震学として，南海トラフ地震の想定を統一することはできな

いと考えている．起こりうる多様性の幅を狭めていきたい．	 	 

大西隆（日本計画行政学会）：想定については，DARPA型の研究体制をとろうという動きがあ

る．さまざまな変わった考え方をしている人の知見を集め，それを考えたい．学会とし

て，統一見解を求めるのでは無く，多様性をふまえたうえで，対応を考えたい． 
当麻純一（日本地震工学会）：工学にも責任があるのではないか．神戸の後，最大級の地震動

を考えると言ったのは工学．実際にはどこかで線を引くことは重要だが，それを超えた

場合にどう対応するかを含めて考える必要がある．	 

末岡徹（地盤工学会）：今回のシンポでは，南海トラフが主題．この事象の様々な多様性も含

め，全体を俯瞰して，科学的に判断するのが学術会議の責務だと思う	 

大西（前出）：今回のシンポジウムでは「減災」も主題．防災設備，土地利用，避難など，そ

れぞれについて想定は必要であり，しかし，それぞれにおいて考えるべき想定は，一律で

はない．厳しいものについて，避難するということになるので，想定は変化する．柔軟に

考えるべき．	 

和田章（東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会）：1000 年レベルの地震としても
地球物理的には一瞬である．人間社会での関心とは整合していない．もっと長い時間をさ

かのぼって検討すべき．	 

下村彰男（日本造園学会）：学会から行政に伝わって行きにくい．どう行政に伝えていくべき

かが重要な課題．地震工学会が課題に挙げているが，学術会議としても考えるべき．	 

当麻（前出）：地震工学会では，そういう活動を，個々の学会がやっていく必要があるという

議論をしているところである．	 

下村（前出）：行政が参加している学会とそうで無い学会がある．その違いのなかでどうすべ

きかを考えたい．学術会議としてどうすべきかを考えていく必要もある．	 	 



濱田（前出）：国土交通省から，気候変動に対する備えについて検討の依頼を受けて，土木学

会で検討したことがある．このように，国から相談を受け，学術会議から，経済なども含

めた広い視野から提言を出す，というかたちを考えていくべき．	 

大西（前出）：国土交通大臣から，昨年，依頼は受けた．土木学会，建築学会，都市計画学会

に声をかけて，レポートをまとめた．夏にできあがったあと，大臣に説明したのだが，そ

のあとの動きにつながらなかった．審議依頼というようなかたちでフォーマルに，依頼を

受けて，それをうけてコンセンサスを形成して回答できるような仕組みを，ねばりづよく

つくる必要がある．	 

吉岡敏明（廃棄物資源循環学会）：想定すること自体のナンセンスはあるが，実際には，各学

会はきちんと想定するべき．それを超えた場合に，どういう対応が必要か，どういう連携

がくめるのかを考えると，人材を養成する必要性がある．	 

田中哮義（日本火災学会）：関東大震災で 10万人無くなったが，東京大空襲のときは，地下

鉄が動いて，人を郊外に運べたことが分かっている．そのような地下鉄の貢献をどう思う

か？	 

末岡（前出）：地下というのはたしかに，地震動も小さく，火災からも影響を受けにくい．た

だ，当時と現在では建築材料の違いなどの状況が違うので，どの程度の規模の地震が生じ

たときにどういう問題が生じるのか，分からない事もあり検討が必要である。	 

濱田（前出）：木造家屋の集積地などは危険だと思うが，それが間に合うのか疑問がある．対

策は，避難訓練だと思う．火災の情報を伝えて，効果的に避難するなど，実践的な避難訓

練を行うことはできないのか？	 

田中（前出）：大震災の火災の延焼には，強風の影響が大きい（ので想定が難しい）．また，避

難のネックは川を渡るところである．	 

岡田知弘（日本地域経済学会）：（活断層学会に対して）自然史上の地震記録や，社会史上の

地震記録の収集は重要だと思うが，これはだれがやるのか？国や自治体などだと思うが，

どう思うか？	 

中田（前出）：学会員には，個人的にやっている研究者もいるが，基本的に，数は少ない．高

い研究者ばかりではないが，そういった方の情報もふくめて，情報を蓄積していくことが

重要だと思う．	 



＜テーマ２：発災時の対応と備え＞	 

	 

■各学会による発表（テーマ２）	 

救助・救命、避難路の確保、消火活動、緊急輸送活動、物資調達、避難者・帰宅困難者対応、

ライフライン・インフラの復旧、防災情報対策、広域連携・支援体制等、発災時の対応と備えが

急がれている。地震発生から津波到達までの時間が短く、被害が広域にわたることが危惧される

なかで、学者・専門家が取り組むべき課題は何か、学界が連携して取組むべき課題は何かについ

て報告がなされた。	 

	 

（２－１）建設業の災害予防・応急対策への活用の提案	 

日本自然災害学会	 副会長	 高橋和雄	 

・本会は自然災害の学理を探求し、減災対応の最前線に	 たっている会員を擁する横断的学会で、

既設の東日本大震災特別委員会に南海トラフ巨大地震部会を新設し活動中である。	 

・学会の活動ではないが、これまでの議論に出ていない「建設業の災害予防・応急対策への活用」

を提案する。	 

・建設業は市町村に拠点を持ち、消防部門が持たない建設機械等の資機材に加えて、地域に精	 通

し、土砂災害・建物に関する専門的知識がある。	 

・災害予防対策や応急対策の段階から活用できるポテンシャルを持ち、さらに、建設業のＢＣＰ

策定、災害協定の締結、ボランティア活動の実績により災害対応能力や防災・意識も高い。	 

・一方、住民に避難勧告を発令し、啓発活動を担う市町村には課題がある。合併によって災害対

応をする	 面積は広くなったのに、危機管理担当の職員数は減少していること、加えて、自然

災害に対する危機管理能力を持った職員が少ない。	 

・南海トラフの巨大地震対策には地域に密着した、対応能力があるリソースである建設業を活用

することが重要で、総務省と国土交通省が協議をして実現の方策を検討していただきたい。	 

	 

（２－２）地域の防災・安全・安心に関わる学際研究	 

地域安全学会	 会長	 宮野道雄	 

・東日本大震災発生後、特別研究委員会を設置、毎年被災地にて連続シンポジウムを開催。	 

・南海トラフ地震に対して、学会として纏まった活動はしていないが、東日本大震災での研究成

果を還元していきたい。	 

・会員の南海トラフ地震に関わる研究動向について、本会の論文集から発災直後の対応から災害

対応、復旧対策の基礎的研究の検討など様々な視点からの研究成果が見られる。	 

・今後の取り組みは、春季、秋季研究発表会の開催、国際会議開催、東日本大震災連続ワークシ

ョップ開催などの研究成果から、南海トラフ地震への対策、対応に資することを目的とした

い。	 

	 

（２－３）超広域巨大災害における行動・情報プログラムの確立を	 

日本災害情報学会	 理事	 布村明彦	 

・南海トラフ地震は、広域大規模な被害が予想され、これまでの巨大災害への対応では対処しき

れない課題が多く存在する。既成の常識・ベクトルに囚われない、あらゆる被害軽減策を検



討し具体化を着実に図る必要がある。	 

・災害に係わる情報と行動を扱ってきた本会は，研究・報道・ライフライン・防災行政等に携わ

る会員により複合的に構成されており、その特性を活かした検討を進めている。	 

・南海トラフ地震について本会では、災害情報としての巨大想定、実戦的な避難計画、災害状況

の共有を論点に、委員会等で検討し、学会誌・勉強会・公開シンポジウムなどによる情報発

信を行ってきた。	 

・これまでの検討により、日本社会は、1.人々に伝えられるべきリスク情報の明確化、2.あらゆ

る手段を駆使した被害軽減策の導入、3.超広域災害への対応プログラムの確立、4.情報収集・

共有の新たな仕組みの整備、5.時間ずれ地震発生への対応プログラムの確立、6.	 発生実況情

報活用体制の確立と観測体制の充実、７．災害対策の一貫としての原発被災や産業政策面の

対策、などを早急に検討・確立すべきであると考えられ、学会としても具体処方箋を地域の

実情も十本踏まえながら検討していきたい。	 

	 

（２－４）「位置はいのち」―南海トラフ巨大地震に備えるための	 GIS	 イニシアチブ	 

地理情報システム学会	 理事	 厳	 網林	 

・南海トラフ巨大地震に備えるために、GIS（地理情報システム）利活用の観点からイニシアチ

ブを提言する。	 

・会員はこの技術を用いて、平時は	 地方自治体における各種業務の支援とリスク対応、市民参

加による防災まちづくり支援を行い、災害時	 には倒壊家屋の調査、津波浸水地域の判定、罹

災証	 明の発行、被害評価、復興支援などを行ってきた。	 

・南海トラフ巨大地震に備えるために、1.「位置はいのち」の意識を国民に広く啓蒙する。2.	 

巨大災害に対応できる空中、地上から災害情	 報を準リアルタイムに収集できる手段を開発す

る。3.高齢化社会を想定した、地域特性に適した防災・救済・復旧・復興体制を構築する。

4.平常時と災害時が連続的に利用できるようにする。部門間、地域間、公共民間の枠を超え

た統合型 GIS	 を整備し、業務対応型とも連携して投資対効果をいっそう高める。	 

	 

（２－５）地震火災による被害低減に向けての日本火災学会の取り組み	 

日本火災学会	 会長	 田中哮義	 

・本会では、東日本大震災（2011.3）では地震発生の１週間後くらいから内陸部、沿岸部の大規

模火災現場の調査を行った。調査結果は「東日本大震災火災	 等調査報告書（速報版）」(1029	 

頁	 )	 として	 2011	 年	 11	 月に取りまとめた。	 

・南海トラフ地震に対する取り組みは、内陸型の都市直下地震に対しての対応と、地震火災に関

しての取り組みは、1.津波の影響の有無による内陸部と沿岸部の火災原因・性状が大きく異

なることを考慮した対策の検討。2.地震発生時における短期可能な応急対策と長期間対策の

検討。3.都市直下型地震の大規模市街地火災リスク軽減の検討。4.津波地震に対する短期的

期間の対策の検討などが今後の課題と考えられる。	 

	 

（２－６）米国ハリケーン対策に学ぶ下水処理場津波対策	 

環境システム計測制御学会	 会長	 清水芳久	 

・本会の会員は民間会員が８割強である。本会では、東日本大震災下水処理場の津波被害につい



ては既に報告書にまとめた。これに加えて、2012 年 10 月 29 日に米国東部を襲ったハリケー

ン・サンデｲにつき、東日本大震災下水処理場津波被害報告書にまとめた。下水処理場の被害

と復旧について調査団を編成、2013	 年 9月に米国ニュージャージー州被災下水処理場の現地

調査と関係者からのヒアリングを実施した。	 

・FEMA や陸軍工兵隊による組織的復旧支援、及びコンサルタントやプラント企業による全米規

模の支援は、下水処理場の早期復旧に大きく貢献していることが判明した。これらの経験は、

日本の下水処理場津波対策について多くの知見を掘り起こすことができるものと確信を得た。

また、東日本大震災の経験も、米国ハリケーン対策に多くの知見を提供できるものと考えて

いる。災害の知見を相互に共有することにより、強靭な下水処理場を構築していきたい。	 

・南海トラフ地震に対する本会（EICA）の取組は、2013	 年 9月「ハリケーン・サンデｲ下水処理

場被害復旧調査」の報告書を今年度中に（EICA 提言（暫定））纏めたい。	 

	 

（２－７）日本水環境学会の発災時への対応と備え	 

日本水環境学会	 会長	 迫田章義	 

・本会は、雨水が河川、地下水等として海洋に至るすべての過程を対象としているが、本シンポ

ジウムでは発災時に最も身近で重要な水道と下水道の分野について問題提起をする。	 

・この問題は水に関する多くの学会だけでなく、より実務的な部分を担っている事業団や協会等

と一体になった準備が必要である。	 

・発災時への対応と備えが重要なのは、飲み水とトイレの確保に集約できる。	 

・よって、水道と下水道を分けて考えるのではなく、地域全体の水管理を考えることが抜本的な

対応策であろう。	 

・さらに、従来型の大規模集中型ではなく、小規模分散型の浄水処理や下水処理を見直すべきで

あるという議論もある。	 

	 

（２－８）巨大地震発生時における災害廃棄物対策	 

廃棄物資源循環学会	 理事	 吉岡敏明	 

・東日本大震災を遥かに上回る規模の巨大地震（南海トラフ地震や首都直下型地震）においては、

東日本大震災で発生した災害廃棄物の 5～13 倍が発生すると予測されるだけでなく、南海ト
ラフ地震では広範囲に渡って津波被害がもたらされ、首都直下型地震では首都機能が麻痺す

ると考えられている。	 

・このような想定の基、瓦礫の処理問題は最大の課題である。平成 10年に策定された「災害廃

棄物対策指針」に基づく取組みや既存の廃棄物処理システムの延長（余力）だけでは、災害

廃棄物等を迅速にかつ適正に処理することが困難と予想される。	 

・巨大地震に備えて、地震発生時時の災害廃棄物の発生量の推計、既存の廃棄物処理施設の処理

能力の推計を踏まえ、廃棄物処理システムの強靭化に関する総合的な対策の検討と指針の構

築が迫られている。国・自治体・事業者等が共有できる行動指針・	 行動計画の策定に既に取

り組んでいる。	 

	 

（２－９）発災時の初期医療対応と備え	 

日本集団災害医学会	 理事長	 山本保博	 



・本会会員は、災害時の医療に携わる医師、看護師、救急隊員ほか、各職種の個人や研究者、災

害医療や防災業務に携わる組織から構成する。	 

・大災害時の初動期の医療対応については、DMAT（大地震及び航空機。列車事故等の災害	 時に

被災者の生命を守るため、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行うための専門的な訓練を

受けた	 医療チーム）の活動をサポートする。	 

・本会の取組としては、災害急性期における発災後の緊急医療期を中心に機動性をもつ専門的な

チームを派遣することである。	 

	 

■ディスカッション（テーマ 2）	 

コーディネータ	 米田雅子（日本学術会議連携会員、慶應義塾大学特任教授）	 

	 

米田：自由討議に入ります。	 

吉野博（日本建築学会）：日本自然災害学会の活動について興味を持っている。建築、土木に

も深い関わりがあるかと思うが、建設業関係にはどのような働きかけをなされているか。	 

高橋和雄（日本自然災害学会）：建設業の活用について全国の建設業協会とか市町村にアンケ

ート調査を行いこの提案に賛同を得ており、地域レベルでも活用して行っているがシス

テムにならないことが課題。内閣府の地方都市等における地震防災のあり方に関する専

門調査会などにも提案を行ってきたが、垣根を越えた議論ができないところが課題では

ないか	 

米田：内閣府、国交省からご出席いただいておりますがいかがですか。	 

塚原浩一（国交省防災課）：建設業を活用しなければならいとは思っている。地方レベルでは、

業者の方々と協定を結んで仕組みを作りつつあるが、全体としては、大きな枠組み指揮

系統の中で動くということにはなってきていない。検討課題である。	 

藤山秀章（内閣府防災担当）：実態的には国の出先機関、市町村では各々協定を結んでいる。

とんでもない被災が起こると取り合いになるだろうということが想定される。	 

各地域で枠組みを作ってくださいというお願いをしているところである。	 

高橋（前出）：協定を結ぶことは緊急避難的に行うことだが、活用するということであれば、

業務として活用できるシステムを考えていただきたい。	 

岡田知弘（日本地域経済学会）：関連して、事業協同組合だけでなく、官公需適格組合があり

認証を経た形で公共事業や物品・サービスの発注を優先する制度があり、全都道府県に

存在する。それを拡張すると、食糧、水、ガソリン、灯油を備蓄しているのは、地域の

小売店である。こういう組合や事業所と防災協定を結んでおくことが必要ではないか。	 

塚原浩一（国交省防災課）：災害対応の際、契約のあり方を含めて大きな仕組みを作らないと

いけない。	 

苦瀬博仁（日本都市計画学会）：物資の供給で、農林省は原材料、経産省は加工商品、物流は

国交省、と統一が取れていないよう見える。いざという時に機能する仕組みを作ってい

ただきたい。	 

山本保博（日本集団災害医学会）：日本災害情報学会へ「時間ずれ地震発生への対応」が困難

になるというのはどうしてか。	 

布村明彦（日本災害情報学会）：一概には言えないと思うが被害全体が大きいので、問題は起



きない場所にどう備えるか、起きたところだけ物資がいけばで良いのかと悩む。	 

米田：関連して、以前にディーマットで続けて起きると大変難しいという話を聞いたことがあ

る。	 

山本（前出）：現在の日本 DMAT(ディーマット;Disaster	 Medical	 Assistance	 Team)そのものが

大きくなってきており、同じようなことが起こっても 2000 名以上の登録医師と 1800 名の

看護師がいるので、対応できるのではないか。DMAT 事務局が参加しているので実際のと

ころはいかがか。	 

日本集団災害医学会事務局長：東日本大震災では 380 点 1800 人を被災地に投入できた。連動

で起きた場合どれだけのチームを投入できるか検討中である。	 

千木良雅弘（日本応用地質学会）：地理情報システム学会の GIS に関して、実際に発生した時

の使い勝手はどうか。地理情報システムはハザードマップに使われていると思うが、統

合型 GIS についてはいかがでしょうか。	 

厳網林（地理情報システム学会）：GIS の使われ方へのアプローチはいくつかあると思うが、

最も大事なのは共通の情報を持つこと、基礎情報があれば統合型、業務型で動かすことが

できる。携帯でも緊急時、避難掲示などで活躍している。	 

千木良（前出）：多くのソフトウェアがあるかと思うがそこは問題ないか。	 

厳（前出）：平常時に導入し対応できるような体制が必要である。	 

末岡徹（地盤工学会）：環境工学システム学会へ、USA の下水処理場調査で、ＦＥＭＡと陸軍

工兵隊との連携から学べるようなことがあるか。	 

清水芳久（環境システム計測制御学会）：ＦＥＭＡと陸軍工兵隊は繋がっている。下水処理

などは優先順位をつけシステマティックに行われているようだ。日本の場合は要請のあっ

たところから対応するようで、排水対策に限らず全体で優先順位がつけられるようなシス

テムが必要ではないか。	 

春日文子（日本学術会議副会長）：先ほど各省対応の話があったが、一方で学会によっては、

行政対応、実務者対応などのようだが、厚労省研究所では、常日頃から行政と密着して行

政の求める科学的情報を提供する、研究所からの知見を行政の施策に進めていただくとい

うことを日常的に行っている。自然災害、テロを含めた対応は、各省連携の横断的な役割

が必要で、定期的な情報交換の機会を持つことが重要である。	 

山本（前出）：相互関係は大事である。日頃の情報交換、共有が大切である。	 

米田：砂防学会では自治体との連携を強めているということですが。	 

岡本正男（砂防学会）：土砂災害は毎年千件起きており深刻な問題。命を守るための法律を作

ったが、最終的には自治体や住民の協力を得ないとだめ。そのためには、学会の科学的な

裏付けなど必要で、その使命があると考える。今回の南海トラフ地震でも、人命を救うと

いう大きな課題には学会の学術研究と、それを自治体や住民に伝え情報を共有するのが学

術会議の責務ではないかと考える。	 

檜垣大助（日本地すべり学会）：地すべりではないが、火山災害の場合、大きな問題が起こる

が、火山防災では行政、住民、地域、研究者、マスコミを含めた「防災の視覚」という仕

組みの顔の見える関係を作っている。災害時のこのような連携は必要である。	 

米田：日頃から相互の役目を持っていることは力だと思います。土木学会橋本会長様いかがで

すか。	 



橋本（土木学会）：救急救命医は、自衛隊、消防、警察と実務でやっているが、救急救命医に

対し対応するときに何がネックになってどこを解決すると人命が救えることになるか学

ばなければならない。大災害時にはさらに救急救命医の役割が大きくなるので、それを支

援するのが学会の役割ではないか。	 

矢部彰（日本機械学会）：テーマ２は危機管理ではないか。ハード面よりソフトで社会の方に

いかに納得していただくかということかと思うが、社会の合意形成に対して対話とか学会

として組織だった合意形成で社会に貢献できればよいのではないか。	 

宮野道雄（地域安全学会）：地域安全学会では被災地で、地元の方との交流の中でそのような

議論を重ね、次の災害に備える活動を行ってきた。いかに地域住民の方に理解を得るかが

重要である。	 

山本（前出）：共通言語を作ることを提案させていただきたい。警察、消防、特に自衛隊や警

察は特有の言葉を持っているので、一般の方にはわからないことがある。共通でディスカ

ッションできるような共通言語がほしい。今後の課題にしてほしい。	 

田中哮義（日本火災学会）：人命が助かれば良いということだけではないように思う。安心感

も必要な要素ではないか。	 

布村（前出）：基本的に助かろうとするベースが大事、高知県の例として、新しい津波の想定

で 30M のところで最初からあきらめているところがあり、災害の行動からするとこれは問

題である。とにかく助かろうとするところにベースがあることが大事である。	 

米田：ありがとうございました。	 

	 

	 

＜テーマ３：発災後の回復力の強化＞	 

	 

■各学会による発表（テーマ 3）	 

民間活動中心（被災者自身も巻き込んだ）の復興活動、サバイバルのための避難・復興・防

災の計画、緊急時の法的緩和処置、原子力関連の深層防護の報告書と経営者側判断、ロボット活

動・流通交通システム・エネルギーインフラの危機管理、地域の行政運営に平時から活かせる仕

組みの用意（回復力）、建築設備の耐震設計・施工法・エネルギーの問題等の取りまとめと社会

への発信、地域コミュニティの再生とランドスケープの活用、食の安定供給のための人・もの・

情報のネットワークの強化、危険施設の予防措置のためのハードとソフトの強化が発表された。	 

東北地方太平洋沖地震と比較した場合、発災後の回復力の強化がより重要となる。学者・専門家

が取り組むべき課題は何か、学界が連携して取組むべき課題は何かについて報告がなされた。	 

	 

（３－１）「発災後の回復力の強化－計画行政の視点から	 東日本大震災の教訓」	 
日本計画行政学会	 会長	 大西	 隆	 

・	 東日本大震災復興構想会議の復興への提言がその後の政府の様々な方針に活かされている。	 

・	 復興への公民の役割として、行政機構中心から民間活動中心に移っていくことが必要で、ア

クティブに活動できる被災者自身を巻き込んでいくことが必要である。	 

・	 復興のプロセスが、次の災害への準備につながることが必要である。その過程で被災者の地

域参加型の復興計画・実施が重要である。	 



	 

（３－２）「サバイバルのための「避難・復興・防災」の都市計画」	 

日本都市計画学会	 部会長	 苦瀬	 博仁	 

・	 災害発生後の「逃げる」「助ける」「届ける」、復興後の「壊れない」「燃えない」「途切れな

い」といった検討項目から、「途切れない」「届ける」ということに重点を置いて検討してい

る。	 

・	 退避計画、救援計画に関して、シグナル（合図）の作成や、救援のトリアージ、例えば緊急

時の輸送ルートや進入・通行許可等、救援の優先順位を事前に決定しておくことを検討して

いる。	 

・	 補給計画に関しても、シグナル（合図）の作成や、物資供給拠点、必要な物資をセットにし

て送る等といった物資補給作業を検討している。	 

・	 補給ができない場合に備えて、避難場所の籠城拠点化や、災害対応を含めた都市マスタープ

ランの策定、防災アセスメント制度の新設を検討している。	 

	 

（３－３）「復旧・復興の建設用資材不足を補うための方策」	 

日本コンクリート工学会	 元副会長	 三橋	 博三	 

・	 平常時の法律・法令が復旧・復興の障害とならないように、緊急時対応の法的な緩和措置な

どをあらかじめ定めておくことが望まれる。	 

・	 復旧・復興の建設用資材不足を補うための戦略として、規格外の建設資材も利用可能とする

ために、区分化・技術化、新たな活用技術の開発、活用方法の修正・整備が求められている。	 

	 

（３－４）「福島第一の原子力事故を無駄にしてはならない－教訓を世界に活かそう」	 
日本原子力学会	 標準委員会委員長	 宮野	 廣	 

・	 原子力関連の深層防護に関して報告書をとりまとめ、さらに事故調査委員会では来年 3月に

これから取るべき施策をまとめた報告書を発刊する予定である。	 

・	 想定をどうするかという問題は、技術者・科学者だけでなく、経営者側がどう判断するかと

いった問題にもつながっている。	 

・	 どう復興するかというウクライナの例として、チェルノブイリ事故の被害を受けた場所に夢

の街と呼ばれているスラブチッチでは、きれいな町を作り、全員で子供を大切にするといっ

た復興の例がある。	 

	 

（３－５）「日本機械学会の取り組み」	 

日本機械学会	 会長	 矢部	 彰	 

・	 本年 7月に東日本大震災合同調査報告を発刊し、復興時のロボットの活動、物流・交通の問

題、エネルギーインフラの問題や危機管理等がいかに重要であるかをまとめている。	 

・	 大震災に学ぶ工学のあり方に対して、4項目に絞って社会への提言として発信準備を進めて

いる。これからは社会に受容される社会的価値や、技術を受け入れてもらう活動が大事であ

ると考えている。	 

・	 耐震・津波対策として機械設備の安全基準や津波に対する構造物の耐久性基準の作成、電

力・燃料供給の回復への貢献として再生可能エネルギーを装備した防災拠点の整備や地震に



備えた貯蔵の見直し、補給経路の確保への貢献等を進める。	 

	 

（３－６）「日本建築学会第二次提言に示された「発災後の回復力の強化」の課題」	 

日本建築学会	 会長	 吉野	 博	 

・	 2011 年 10 月に第一次提言を、2013 年 10 月には今後なすべき調査研究課題を特定した第二

次提言を出している。	 

・	 回復力に関する課題にまとを絞ると、「復興まちづくり」、「専門的貢献」地域の行政運営に

平時から活かせる仕組みの用意、「日常生活回復」トータルな仮設住居運営支援策の構築、「災

害廃棄物処理」、「建築・都市機能維持」、「都市の環境エネルギー計画」といった提言の取り

組みが重要と考えている。	 

	 

（３－７）「南海トラフ地震に向けての空気調和・衛生工学会の取り組み」	 

空気調和・衛生工学会	 副会長	 原田	 仁	 

・	 宮城沖地震以降、建築設備の耐震設計、施工法やエネルギーの問題等を取り纏めて社会に提

示している。	 

・	 災害時の BCP 検討法の標準化を検討しており、想定をどうするかという問題と同様に、利用

する企業・組織によって同じ建物でも差が出るという部分を標準化し、誰でもわかる評価法

を作成中であり、理解して利用してもらう活動をしている。	 

	 

（３－８）「コミュニティの再生とランドスケープ」	 

日本造園学会	 会長	 下村	 彰男	 

・	 復興ステージ（初期・中期・後期の時間経過）にあわせて対応が必要で、被災者の心的なス

トレスのマネージメントとも関連している。	 

・	 地域コミュニティの再生にとって、ランドスケープの活用が有効である。	 

・	 何より事前準備において、自然合理的な土地利用のあり方や、地域における特徴的なランド

スケープを明確化し共有しておくことが重要である。	 

	 

（３－９）「発災後の農業関連回復力強化策」	 

農業農村工学会	 副会長	 内田	 一徳	 

・	 災害時も生活の糧である食料の安定供給が使命であり、人・もの・情報のネットワークづく

りの強化が、回復力強化につながっていると考えている。	 

・	 ため池などの農地・農業用施設では、二次災害防止として早期点検と通報体制の確立、ハザ

ードマップ作成、全国レベルの統一的な地震対策マニュアル作成、広域的な応援体制の整備

が重要である。	 

・	 治山・林業関係では、安全な場所・危険な場所を住民へ知らせることが重要である。	 

・	 水産業関係では、経験をふまえた減災の手法や、復旧と併せて機能向上できるようなインセ

ンティブが与えられるものの検討が重要である。	 

・	 消費流通関係では、輸送ルートの確保や、日ごろからのシミュレーションが重要である。	 

	 

（３－１０）「発災後の回復力の強化	 ～地域経済学の視点から～」	 



日本地域経済学会	 会長	 岡田	 知弘	 

・	 災害は地域の成り立ち（自然環境＋建造環境＋社会関係）を一気に破壊する。これらの回復

力は、自然・建造環境の再建と地域内再投資主体（中小企業や農家等）の再生である。	 

・	 東日本大震災の教訓として、「東京一極集中による地方産業の衰退」「原発をはじめとする危

険施設による被害拡大」「市町村合併の弊害」「復興財源の流用」等の問題が災害復興対応を

遅らせた。	 

・	 南海トラフ大地震・首都直下型地震が発生すると日本経済に大打撃を与える。危険施設の予

防措置をとり、ハード整備だけではなくソフト整備も必要である。	 

・	 平時から中小企業や地元の育成の重要性が指摘されており、「経済機能・人口集中の抑制と

分散」「恒常的に対応できる中央省庁の設置」「平時からの広域的な連携」「大規模、広域自

治体内の地域自治組織の設置」等が防災対応能力を高めていくことになると考えている。	 

	 

■ディスカッション（テーマ３）	 

末岡徹（地盤工学会）：日本地域経済学会の発表の経済的な分析の中で東京一極集中はリスク

が大きいということだと捉えた。東京・名古屋・大阪の三大工業地帯が南海トラフと関

係するので、分散が良いという考えはわかるが、具体的に法律・行政・政策・政治を動

かさない限り急には実現が難しいと思うがいかがか。	 

岡田知弘（日本地域経済学会）：何らかの法的対応をする必要があると思うが、人口分散のイ

ンセンティブもあわせて対応しないと、規制・法律だけではできない問題と思う。	 

末岡（前出）：望ましいのは強制ではなく、人々が喜んで自ら動いて分散するような施策も考

えないと難しい気がするがいかがか。	 

岡田（前出）：今も首都圏から農業が良いとの理由で移動する若い人達がいる。そうした新し

い価値観や、防災、災害予測、過去の体験等、学習を通して若い人が行動していくよう

なこともあわせて必要かと思う。	 

下村彰男（日本造園学会）：先ほど日本水環境学会の発表でも、集中型から分散型への対応を

考える必要があるとのことだったが、エネルギーや経済もそうだが地域の中で動かし成

立する仕組み、分散させる方向で学会等が議論していくと徐々に変わって行くのではと

思う。例えば観光まちづくり等の観光市場も考えると可能ではないかと思う。	 

内田一徳（農業農村工学会）：現在の人・物・資源の、都市とのアンバランスを是正すること

ができれば一番良いと思う。農村から出て行った人の中にリーダーとして戻れる人が何

人かいるはずなので、それぞれの地方都市でリーダーを育てる施策を考えてもらっても

良いと思う。それと食糧危機が来る可能性に備える必要もあるだろうと思う。	 

大西隆（日本計画行政学会）：人口分散を研究テーマとしているが、集中化は強まる勢いにあ

り、現実的には集中した中でどうやって安全を確保するかを考えて行かざるを得ない。

南海トラフは最大 32万人亡くなる可能性があるが、半分は倒壊によって亡くなると想定

されている。津波だけでなく、いかに堅牢な建物に住むかが大事で、大都市の方が相対

的に堅牢な建物が多いといえる。津波について東京は臨海部にマンションが集まってい

るので、危険が増している一面があるが、いかに対策を立てるかは開発の中に対策を組

み込んでいく必要がある。分散論と本日の議論はあまり直接結びつけないで、集中の中

でどう安全を確保するかという議論も学会の中でする必要がある。	 



岩本康志（日本学術会議会員）：東京集中は経済的利益があるので、分散させることは経済的

損失を覚悟しなければいけないだろうと思う。首都直下型、南海トラフに関しては時期

が迫っているので分散という手段は間に合わないと考えた方がよい。集中した中でいか

に守るかが第一にあり、分散は長期的に日本の構造を考えた上で取組む課題であると整

理した方がよいと思う。	 

吉野博（日本建築学会）：エネルギー供給の面でも集中と分散が非常に大事だと思っている。	 

吉岡敏明（廃棄物資源循環学会）：廃棄物処理の集中と分散という片付けの部分で相当振り回

された状況がある。放射能の問題もあり広域処理が難しくて地域の中でしか処理できな

くなってきた。処理するための計画の段階で、地元の中でどれだけ出来るのかを考えて

おく必要があり、出来ないときに外部でどういった協力体制を組んでもらえるのか、又

逆に協力出来るのかをお互いに被災した立場と支援する立場に立った時に作り方が違っ

てくる。自分がどういった立場に立っても対応できるような計画を、知恵を絞って作る

必要がある。バランスよく計画を立てないと、いざという時に対応できないだろうと実

感している。	 

家泰弘（日本学術会議会員）：先ほど日本都市計画学会の補給と籠城に関する発表があったが、
どういうバランスで備蓄するのがよいか、グランドデザインは検討されているか。	 

苦瀬博仁（日本都市計画学会）：日本都市計画学会ではまだ検討していない。研究者の中には

何人か検討している人がいる。ただ、東日本大震災の 900万人に対して 1億人が助けた図

式と異なり、個人的には首都直下型は補給がないと考えた方がよいと直感的に思っている。	 

田中哮義（日本火災学会）：地域復興の回復の資金をどうするのか。関東大震災で企業が多く

被災し、銀行も被災して企業に貸し付けている融資も不良債権化された際、日銀が引き

受けて資金が回るようにして復興した気がするが、今回の東北や阪神の震災でも実施さ

れたのか、その効果の是非をご存知なら教えていただきたい。	 

岡田（前出）：関東大震災の時は銀行の金融恐慌が起こっている。今回の場合も再生につなが

るように日銀は特別な金融措置を講じた。問題は二重ローンで借金が残ったまますべて

流され、そこに対する手当は残念ながらそれほど進捗していないことだ。販路の喪失と

いう問題と重なり、地元の中小企業の再建という点でいうと大変困難な局面に入ってい

る。ただし、阪神・淡路の時と比べると中小企業への補助金枠が大きくなったことがう

まく活用され融資と一緒になれば効果が発揮できると思う。	 

岩本（前出）：関東大震災の時は助けすぎたことが後の金融恐慌につながったと思う。私有財

産の再建は直接支援しないのが経済の原則で、復旧復興がはかどらない原因にもなって

いるが、どの自然災害でも起こっている。支援を緩めてしまうと、震災恐慌に波及する

可能性もある悩ましい問題である。	 

岡本正男（砂防学会）：二次災害防止の話は重要である。復旧復興を進める為には地域の二次

災害から安全性を的確に判断するのが重要であるが、広域にわたるため人材が不足して

いる。学会や OBを活用した人材を育てての復旧復興が必要だと思う。	 

内田（前出）：農村地域でも判断できる人が少なくなってきているので、若い人や退職者を巻

き込むよう農水省でも制度を作っている。大事なことだと思う。	 

岡本（前出）：各省庁で把握している危険箇所を一枚の防災マップに入れることは大事だと思

う。	 



内田（前出）：各地域で、ため池も含めてハザードマップの作成を進めている。	 

千木良雅弘（日本応用地質学会）：津波の被害を受けた地域の景観が変わってしまって、高地

移転するところもあると思うが、ランドスケープに関してどのように復興が進められて

いるのか教えて欲しい。	 

下村（前出）：復興の視点でランドスケープを入れるということは今回も十分に出来ていない

と思う。海辺から高台居住されているところがあるが、海の見えるところ、海との関わ

りを残したランドスケープの保全が大事で、地域のランドスケープを事前から共有して

おくことが大事だと思う。	 

千木良（前出）：ランドスケープは大事なことと思う。中越地震の復興後、景観ががらりと変

わってしまってやりすぎな面もあるのではと感じた。景観を重視していくことは大事だ

と思う。	 

宮野廣（日本原子力学会）：高台移転したが不便だから降りてくる、最終的には再度海の近く

に住むという話を聞いた。50年間津波が来なければ戻ってしまうのが人間のさがだと思

う。10年間津波のことを覚えておくのも難しいと思う。	 

吉岡（前出）：チリ地震、三陸津波の直後は高台移転されているが、いつの間にか下に降りて

きている。民俗学者が言うには町並みも含めて町であり、周りがどのように口出しする

か、地域との地元住民とのコミュニティ、意見交換を通じて作っていくことにつながっ

ていくと思う。しかし時間スケールが必要で、早急に施策をたてないと時間を追うごと

に弊害が出てくると思う。うまく調整・合意を取りながら進めないと、早急で健全な復

旧は出てこないと思う。	 

大西（前出）：組織的に高台移転したのは昭和の三陸津波後で 100 箇所が高台移転し、今回の地

震で完全に無事だったのは 2箇所であった。高台にずっと居ても被害に遭っている。十

分な高さを確保しないと意味がない。目ぼしい所は既に使われていて、無理な造成をす

ると日常住み難いので、例えば高台には住宅を、下の方に産業機能を設けて二重に場所

を使う等工夫や計画が進行している。大変だけどがんばって欲しいという思いで見守っ

ている。	 

山本保博（日本集団災害医学会）：高齢者や災害弱者を考えないと難しい問題があると思う。

地域によっては 90%以上が 65歳以上で高齢者の犠牲者であり、どのように考えるか。地

域包括医療、地域全体で災害弱者・高齢者を見守ろうという流れもあり、この視点も重

要である。	 

厳網林（地理情報システム学会）：南海トラフという差し迫った状況とは別に、30年後は今

と社会状況が違うと思うので、シナリオは 10年後，20年後，30年後それぞれ違った対

策を考えなければいけないと思う。人口、財力、回復力も全部違ってくると思うので、

それも含めた検討が必要と思う。	 

	 

＜全体討論＞	 

コーディネータ：米田雅子（日本学術会議連携会員、慶應義塾大学特任教授）	 

・討論趣旨：理学・工学、社会経済・医学等の幅広い分野の学者・専門家が、学界として南海ト

ラフ地震にどう向き合うかを、大所高所から自由に議論する。	 



	 

■日本学術会議による発表（全体討論）	 

「南海トラフ地震への備えと対応に関する考察」	 

パネリスト：春日文子副会長、第二部会員、国立医療品食品衛生研究所	 

	 南海トラフ地震への備えと対応に関する考察として、私の所属先からの視点と日本学術会議か

らの視点の二つについてお話ししたい。	 

○国立医薬品食品衛生研究所での業務から認識される、巨大災害への備えと対応における重要事

項と課題として、以下のことが考えられる。	 

・平時から、海外情報も含んだ情報収集、翻訳、提供や共有体制の構築ならびにそれにあたる専

門家の配置、教育、評価が必要である。	 

・緊急対応に当たる研究機関だけでなく実務者部署においても、平時からの非公式連携、定期的

会合および国、地方自治体などの行政と研究者との日常的交流が必要である。	 

・限られた資材・スペースに心身にストレスを受けた多様な市民が密度の高い状況で過ごす場面

での衛生の確保も求められる。	 

・情報交換や報告システムにおける国際連携体制の構築およびメディアとの信頼関係構築が望ま

しい。	 

○日本学術会議での経験から認識される、巨大災害への備えと対応における重要事項と課題とし

て、以下のことが考えられる。	 

・関連する情報の、多様な分野の研究者、研究機関、行政機関の間での戦略的な一元管理、相互

に共有する体制の整備が必要である。	 

・政策決定過程への科学的知見の反映および計画立案から実行までの研究者組織外の関係者との

協働が必要である。	 

・最終的に市民の選択を尊重、支援する過程での科学的情報の提供とそのあり方を検討すること

が望まれる。	 

・災害後に市民から研究者にも向けられる不信、被災者間でも生まれる不信を克服することが望

ましい。	 

・なお、World	 Science	 Forum	 2013	 のパラレルセッション	 "Science	 and	 Technology	 in	 the	 Service	 

of	 Disaster	 Risk	 Reduction"	 報告を近日中に行う予定である。	 

	 

「南海トラフ地震の経済被害をいかに縮小し，速やかな回復をとげるか」	 

パネリスト：岩本康志第一部会員、東京大学教授	 

	 南海トラフ地震の経済被害をいかに縮小し、速やかな回復をとげるかと題して経済学の取組み

を紹介したい。	 

・南海トラフ地震は、その被害規模で東日本大震災をはるかにしのぐものと予想される。東日本

大震災における資本ストックの被害は日本全土の 1％程度であったが、南海トラフ地震では

11％程度にも及ぶ見込みである。	 

・東日本大震災は直後のサプライチェーンの寸断により日本経済は大きな落ち込みを見せたもの

の、被災地の生産活動を被災しなかった他地域が補完することで、速やかな回復を果たして

きた。	 



・わが国の生産活動の中核となる地域が広範囲にわたって被災すると、この補完機能が働くのか

という問題が問われることになる。補完機能が働かず、逆に被災しなかった地域の生産活動

が停滞していくという、被害の連鎖が生じる事態の考慮も必要となる。また、復旧・復興の

巨額の財政負担によって財政の破たんが引き起こされる恐れもある。	 

・被害の連鎖を防ぐためには、まず直接被害の規模を小さくする防災・減災が必要である。また、

強い回復力をもつ社会経済構造をもつことが重要である。	 

・大規模災害では、被災者の生活再建の遅れが問題にされてきた。政府が被災者の直接支援を進

めれば、生活再建は容易になることは自明である。しかし、私有財産制のものでは私有財産

の被害は所有者の責任に帰することから、直接支援は本来すべきでないものとして、限定的

に運用されていた。	 

・速やかな生活再建を支えるのは事前の保険による備えである。南海トラフ巨大規模の巨大災害

のリスク分散は民間保険では世界規模でも不十分なものとなり、公的な関与が必須である。

その役割を十分に果たすためには、政府の財務状況の健全化が必要とされる。	 

・経済学における取組みはまだ数少ないが、今後の取り組むべき 2つの課題とその研究の方向性

を述べる。	 

1	 未曾有の規模の大震災はどのような社会経済的影響をもつのか	 

2	 速やかな生産活動の回復と被災者の生活再建を実現していくために何が必要とされるのか	 

・経済被害規模の大きかった関東大震災の経験は南海トラフ地震の影響を予測するのに有益であ

る。震災が震災恐慌、昭和恐慌にどのように影響したのか、首都圏の経済活動はどのように

回復していったのか、についての教訓は将来への示唆を与える。	 

・サプライチェーンの寸断は東日本大震災よりもはるかに大きなものとなると予想される。生産

活動の停止による経済的損失は直接の被災規模と線形関係で考えてよいのか、それとも非線

形の関係にあるのか。東日本大震災によるサプライチェーンの寸断、補完、回復の実態を調

べることで、精緻な被害規模の推計および被害を抑制する対策への示唆が得られることが期

待される。	 

・自然災害、経済危機の経験から、どのような保険機能が回復を助けたのかを解明することは、

適切な事前の備えをとるのに有益である。自助（自己の貯蓄）は重要な役割を果たしている

が、共助（他者からの支援）は限定的であることから、自ら事前に備えること、および事前

の備えをとるような政策誘導が重要であると示唆される。	 

	 

「東日本大震災から得られた水産業および水産学に関する教訓」	 

パネリスト：渡部終五第二部会員、北里大学教授	 

	 東日本大震災から得られた水産業および水産学に関する教訓について紹介したい。	 

・多くの方々のご努力で大震災の被害からの復旧、復興が進みつつあるが、困難な状況は今でも

続いている。	 

・水産業と水産学が関係するいくつかの重要事項が浮かび上がってきた。第一に、水産業が総合

的な産業であることである。水産業は漁獲や養殖に関連する側面が目立つが、実際は陸上の加

工、流通、小売りが結びついたサプライチェーンを形成（漁場・漁船→漁獲物→水揚げ→冷蔵

冷凍施設・加工場→製品輸送→流通→消費者）している。今回の大震災で陸上の加工施設が大

打撃を受けたため、漁獲物の加工品が流通できず、地域社会は雇用を含めて大きな影響を受け



た。また、加工施設が復旧されても販売網が震災の影響を受けなかった地域の生産品に変わら

れ、以前の状況に復旧するのは困難な状況になった。	 

・第二に、地域の多様性が再認識されたことである。同じ水産業を基盤にするにせよ、津波の被

害が甚大なところ、地盤沈下の影響が大きいところ、放射能汚染が主なところ、などの違いが

ある。これらの違いを考慮しない画一的な復旧・復興の施策は功を奏していない。	 

・第三に、環境放射能汚染の問題である。これは上述した 2つの問題とは異なり、長期的かつ風

評被害を伴った社会経済的な要素が深く関わっている。食品中のどのレベルまで放射性物質を

われわれは許容できるのか、いまだ科学的に議論されている状況である。さらに、事故を起こ

した原子力発電所では、いまだ放射性物質の漏えいに完全に歯止めがかかっているとは言い難

い状況にあると報道されている。	 

・水産業は、沿岸地域の過疎化、漁業従事者の減少と高齢化など大震災以前から大きな問題を抱

えていた。これら水産業の本質的な問題と大震災の影響が複雑に絡み合った状況をいかに整理

あるいは統合して困難な状況を克服するのか、また、水産学がどのように困難な状況の克服に

貢献できるのかが問われている。これはとりもなおさず、想定される南海トラフ地震に日本水

産学会がいかに向き合うかに結びつくものと考えられる。	 

	 

■	 ディスカッション（全体討論）	 

当麻純一（日本地震工学会）：春日先生への質問。メディアとの信頼関係の構築においては、

共通の言語で意志の疎通を図り、伝えることが大切なのではないかと考えられるが、な

かなかギャップがある。メディアとの接し方について効果的なものを教示いただきたい。	 

春日文子（日本学術会議会員）：国立医薬品食品衛生研究所では、毎月定期的に勉強会等を開

催し、多数の方に参画いただき、トピックスや基礎知識の共有に時間を費やしている。

日ごろからの対応が成果を生むと考えられる。	 

布村明彦（日本災害情報学会）：きちんとした報道が必ずしも執り行われていない状況があり、

メディアとのつながりは関係学会においてもニーズがあると思われる。	 

吉岡敏明（廃棄物資源循環学会）：社会学との連携も重要である。必ず広域での援助が必要と

なるため、被災地以外での廃棄物受け入れについては、住民の理解が欠かせない。合意

形成を図るうえで、社会学は大事であると感じている。	 

春日（前出）：廃棄物処理については、日本学術会議内においても報告がなされている。被災

者の方々が肩身の狭い思いをしなくてもいいように方向付けをしたい。	 

田中哮義（日本火災学会）：渡部先生への質問。船舶が喪失したとの報道があるが、浮桟橋に

係留するなど方策があると思われるが、どのような考察になっているのか教示いただき

たい。	 

渡部終五（日本学術会議会員）：喪失した船舶はほとんど小型のものであり、震災前の高さの

桟橋では係留が困難であった。一方、震災前の船舶数は過剰な状況であったとも考えら

れ、沿岸漁業資源の枯渇が心配されていた。今後従事者の年齢階層が変化することもあ

り、水産業全体の見直し計画も必要であろう。	 

大西隆（日本学術会議会長）：本日のシンポジウムで事前防災への取組みについて多数のご紹

介をいただいたが、普通に生活している中に事前防災に係る事項をどのように組み入れ

ていくのかが大きな課題である。防災担当大臣に説明を行っているが、小中学校を安全



な場所に設置する必要性は高い。場所性を勘案しつつ、集落の核として建替え時に対応

することが、すべての人々のために有益であると考えられる。長期展望にこれらのこと

を加えることを望みたい。今後発生する可能性がある巨大災害に対して、今回参集した

30学会が連携を深め、協働することが適切であると考えられる。	 

	 

＜閉会挨拶＞家泰弘（日本学術会議副会長、東京大学教授）	 

・非常に密度の濃いシンポジウムであった。30学会が総力を結集してシンポジウムを開催する

ことにより、多大な人々に対し学ぶべきものは何かを示すことが可能となった。また、培った

知を社会実装に向けたプロトタイプとして示すことより、東日本大震災の経験から南海トラフ

地震への取組みに反映されることを望みたい。	 

・また、被害想定や減災対策といった内容に対して、事前・発災直後・リカバリーに関するディ

スカッションがあり、意欲的であり効率的な編成であった。	 

・シンポジウムの内容が多岐であったため、個人的な感想であるが次の 3つに大きな印象を受け

た。1.想定と想定外。2.集中と分散。3.コミュニティの力・被災者は救援者になりうるという

こと。	 

・これだけたくさんのものごとを多角的にとらえ、実装することは困難であることにもどかしさ

を感じるが、事前からコミュニケーションを各所にとることにより、南海トラフ地震に学界が

向き合い議論を進める一助になると考えられる。日本学術会議はそのコミュニティの橋渡しと

なる存在でありたい。	 

・最後に幹事メンバー・関連学協会および本日お集まりいただいた皆様に感謝を申し上げたい。	 

	 

議事録作成ご協力：公益社団法人日本都市計画学会	 吉田	 充	 

	 公益社団法人土木学会	 	 	 	 	 本田利器	 

	 公益社団法人日本地震工学会	 	 鴫原	 毅	 

	 一般社団法人日本機械学会	 	 	 井上	 理	 

	 


