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大規模自然災害時の初動対応における
装備・システムのあり方（提言）
国土交通省河川局 防災課災害対策室

企画専門官

の なか

てん り

野仲

典理

行するため，平成２０年５月に緊急災害対策派遣隊
（TEC―FORCE：Technical Emergency Control

１． はじめに

Force）が発足された。平成２
０年６月の岩手・宮
城内陸地震や７月の岩手県沿岸北部地震における

迫り来る大地震，大水害などの大規模自然災害

TEC―FORCEの活動は高い評価を得たものの，

に備え，事前対策（予防）から事後対策（復旧・

派遣規模の見積もりや情報収集・伝達などの課題

復興）までを一連の災害対策として被害の最小化

が明らかとなった。

を図る「減災」の考え方だけでなく，早期に復

それらの課題を解決するため，平成２０年１１月に

旧・復興を成し遂げて災害を克服する「克災」の

防災や情報通信などの専門家からなる検討委員会

考え方を取り入れた政策を強力に講じて行くこと
が重要である。

（委員長：河田惠昭

関西大学環境都市工学部教

授）（表―１）を設立し，５回にわたる議論を経

大規模自然災害時の国土交通省の初動の役割は
!災害拡大の防止，"二次災害の防止，#緊急輸

て，課題解決に関する提言が平成２１年５月２１日に
まとめられたので，以下に紹介する。

送道路等の確保であり，こうした活動を的確に遂
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国土交通省は，施設被害の早期把握および復旧
等を通して，自然災害の拡大を防止し，二次被害

２． 政府の対応と国土交通省の役割

の発生を未然に防ぐことが重要な使命である。ま
た，大規模自然災害時においては，想像を絶する

大規模自然災害時においては，政府が一体とな

震災瓦礫・浸水や土砂堆積により，被災地への進

って迅速かつ確実な災害対応を行うため，官邸が

入が困難な状態になるため，発災直後の自衛隊，

主体となって対応を行い，各省庁は官邸の指示に

消防，警察，災害派遣医療チーム等（表―２）に

基づき，それぞれの所管事項について対応に取り

よる迅速な救命救援活動を可能ならしめる緊急輸

組む（図―１）。

送道路等の確保も非常に重要な役割である。

図―１
表―２
組織

主な役割

政府の対応と国土交通省の役割

自然災害発生時に活動する機関・部隊等

部隊名称

発足

活動内容

規模

国土交通省

被災状況の把握，施設被害
緊急輸送道路等の 緊急災害対策派遣隊
H２
０．
５ の早期復旧等に関する地方
確保，施設復旧等 （TEC―FORCE）
公共団体等への技術的支援

海上保安庁

救出救助等

管区海上保安本部等 S２
３．
５

警察庁

救出救助等

広域緊急援助隊

救出救助，緊急交通路の確
約４，
７
０
０人
H７．
６ 保，被災者等への安否情報
（平成１
９年版警察白書による）
の提供，検視等

総務省消防庁 救出救助等

緊急消防援助隊

H７．
６ 消火，救助，救急等

自衛隊

S２
９．
６

防衛省

厚生労働省

２
６

人命・財産保護
（災害派遣）
救急医療
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２，
６
１
２人
（H２
１．
４．
１現在）

５，
６
０
７人
救出救助，船舶への情報提
（船舶，航空機等に搭乗する
供等
者，H１
８年度末現在）

４
６，
０
０
０人規模
（H２
０．
４．
１現在，平成２
０年版
消防白書による）

１
５
０，
０
０
０人規模
救出救助，緊急輸送，炊飯，
（陸上自衛隊常備自衛官，防
救出
衛大綱による）

３
３
４病院，５
４
６チーム
日本DMAT（災害派
広域医療搬送，病院支援，
H１
７．
３
（隊員養成研修修了施 設，H
遣医療チーム）
域内搬送，現場活動等
２
０．
１
１．
１
９現在）
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把握するいわゆる「鳥の目」に相当する情報収集

３． 初動対応の具体的対策

手段を確保しておくべきである。そのためには，
ヘリコプター，航空機，人工衛星などの組み合わ
せ登用と合成開口レーダ（SAR）や光学センサ

国土交通省業務継続計画（BCP）では，首都直

ーなどの採用が有効である。ただし，センサーの

下地震発生後１時間以内に災害情報の第一報を公

解像度や夜間・悪天候時の撮影可否，搭載手段の

表することとしており，１日以内に広域支援部隊

即時性・継続性や気象制約などの特性を十分に踏

（警察，消防，自衛隊など）の進出のための最低

まえ，適切に組み合わせることが重要である。

限度の緊急輸送基盤を確保し，３日以内に緊急輸

また，人員・物資の輸送経路の確保，二次災害

送道路の一部供用など，主な緊急復旧を完了させ

の防止，迅速な復旧活動等を行うため，被災現地

ることとしている。

の状況に左右されず，空中，陸上，水中などから

こうした取り組みを着実に果たしていくために

効率的に詳細な被災状況の把握や継続的な監視を

は，迅速な被災状況の把握を行い，その情報を正

行う，いわゆる「虫の目」に相当する情報収集手

確に司令部へ伝達し，必要な資機材・人員の派

段を確保しておくべきである。そのためには，立

遣，建設業者の手配と指揮・監督が不可欠である

ち入り困難な危険地域においても，局所的かつ継
続的な監視に有利な無人航空機（UAV）や貯水

（図―２）
。
! 被災状況の迅速な把握と監視

池の中のダム堤体，河川の水面下にある河川構造

的確な初動対応を図るために，天候・時刻など

物や岸壁などの変状の有無・度合いなどを迅速か

の状況に左右されず，夜間・悪天候時にも被災規

つ安全に把握することが可能な水中無人探査機

模や範囲・被災形態などを広域的，また概括的に

や，リモコンボート，自走式管内探査機などが有

図―２

大規模自然災害時の初動対応における装備・システムのあり方（提言概要）
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から集まってくる膨大なTEC―FORCE隊員や資

効である。
! リアルタイムで高速・大容量の情報伝達

機材を受け入れるために，陸上輸送の要となる基

情報伝達の即時性と機動性の確保，大容量・高

幹道路と，舟運や河川敷道路の利用に適した大河

速通信の実現を図るため，情報インフラの空白地

川の交差点等に確保すべきである。

帯における通信手段の確保や光ファイバーネット
ワークのさらなる災害時活用を図っていく。特
に，山間部等の通信環境の整わない地域から必要

４． 対策の実施に当たっての留意事項

な情報を伝達する場合，商用化されている衛星携
帯電話，高速IP通信衛星サービスの活用や，国土

図―２に示すとおり，!他機関との連携，"事

交通省が装備している衛星通信車，小型画像電送

前の情報整理・準備，#装備の充実，$適切な機

装置（Ku―Sat）などの衛星通信システムを活用

材管理と機材運用できる人材の確 保，%TEC―

することが有効である。今後，これらの衛星通信

FORCE隊員の育成，&TEC―FORCE活動の効率

システムを活用して，地上回線が不要な仮設イン

化，'国交省災害対策本部機能の充実といった留

トラネットを構築するなど，隊員および現地災害

意事項が挙げられており，それぞれについて計画

対策本部等の職員間でのリアルタイムな情報共有

的・効率的に取り組む必要がある。

システムを実現することが望ましい。
各システムは長所・短所を併せ持つため，通信
速度，機動性，占有性などの特性を踏まえ，複数

５． おわりに

の手段を組み合わせて活用することが重要であ
る。

冒頭に述べたとおり，国土交通省の初動時の重

" 初動対応の迅速化と体制強化

大な役割は，自然災害の拡大防止および二次災害

自然災害の発生後の初動対応として，速やかに

防止，ならびに緊急輸送道路などの確保であり，

被災状況を把握し，被災地での対応に着手するた

この対応をいかに迅速に進めるかが，国土交通省

めに，被災状況に応じたTEC―FORCEの人員・

のみならず，政府全体の応急対応の成否を左右す

資機材の適切な派遣規模の見積もりや，地方整備

る。

局等の間での最適な派遣分担の決定を支援するた

本年は１９５９年の伊勢湾台風の襲来から５０年を迎

めのシステムを構築する。また，地域の被害状況

える年であり，この半世紀の間に防災対策が着実

を早期に把握し，迅速・的確な支援を実施するた

に進められ成果を上げている一方で，災害リスク

め，市町村などの地方公共団体にリエゾンを派遣

も高まりを見せている。防災に１
０
０％はなく，近

する。さらに，防災エキスパートなど地域の事情

い将来必ず現状の施設能力を上回る大規模自然災

に精通したボランティアの積極的な活用を図る。

害が発生すると言っても過言ではない。

TEC―FORCEが能率的に活動できるようにす

大規模自然災害の被害最小化と早期の復旧・復

るために，全国に存在する事務所・出張所，河川

興に向け，本提言を速やかに実行し，国土交通省

防災ステーション，道の駅などの情報通信機能を

における初動対応のさらなる充実・強化を図って

持つ拠点を防災活動拠点として活用する。特に，

まいりたい。

首都直下地震や上町断層帯地震などの大規模災害
が発生した際に，全国から被災地に派遣される人

提言の詳細は以下URL参照

員・資機材の一次集結・待機・配分などを行う前

http : //www.mlit.go.jp/river/bousai/index.

線基地を，想定被災地域の周辺にあらかじめ複数
設置しておくものとする。この前線基地は，全国

２
８
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