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Ⅰ．はじめに

の関わりによって生じる事象である（藤岡ほか，
1999）
．自然災害は，台風・地震・火山噴火な

１．研究の目的

どの自然現象が直接人間の生命に攻撃し被害を

災害列島といわれる日本では急峻な地形，特

与えたり，自然現象が発生した後，人間や人間

徴的な気候・地質条件により，毎年様々な自然

社会の構造物（例えば家屋や高速道路などの施

災害が発生している．近年では，2011年東日本

設）に攻撃を与えたりすることにより発生す

大震災，2011年紀伊半島での豪雨による洪水災

る．すなわち自然災害は，人間（社会）が存在

害，2014年広島県での土砂災害，2016年熊本地

しない場所では発生しない．
自然災害は自然環境との関わりだけでなく，

震災害などが発生しており，これまで以上に防

人間社会側の要因を含めて理解することが必要

災意識を高める必要性がある．
教育界においては2009年 3 月告示の新学習指

であると考え，著者らは日本で発生する自然災

導要領高等学校地理歴史科（以下，学習指導要

害と地震災害を取り上げ，高等学校地理の自然

領とする）の『地理Ａ』の中項目に「自然環境

災害学習に活用できる教材の作成を試みた（有

と防災」が新たに加わり，自然災害学習が地理

賀・青木，
2016）
．本稿では有賀・青木（2016）

教育で本格的に導入された．さらに，2020年の

で報告された教材の利用方法を再検討し，新た

新学習指導要領から必修科目となる『地理総

に台風災害の教材を加え，その利用方法を検討

合』では，防災教育が重要な柱の一つとなる予

することを目的とした．自然災害については，

定である．

その特徴から被害を大規模化させる要因を，地

地理教育における自然災害の教材化に関する

震災害については地震災害の大きさを決める要

研究には，菊池（2012）のように身近な地域で

因を，台風災害については発生構造と地域性を

起 こる自 然 災 害 を題 材 としたものや， 水 野

学習するための図表をそれぞれ作成した．

（1990）のように地すべり等の特定の自然現象
２．図表作成方法

を扱う研究が存在する．しかし，日本の自然災

自然災害の規模の指標は一般的に，死者・行

害を概観し，その特徴を学習させるような教材

方不明者数などの人的被害や建物の全壊率など

研究はほとんどない．

といった，人間社会の被害の程度が用いられ

自然災害とは，自然現象が人間や人間社会と
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る．本稿では死者・行方不明者数が1,000人以

の災害は，地震発生後に津波を伴ったこと，火

上の大規模な自然災害を対象とした．対象期間

災が発生したこと，そして土石流が発生したこ

は1914年 か ら2014年 までの過 去100年 間 とし

とにより被害が拡大した．また，昭和の三大台

た．資料は，死者・行方不明者数や住家被害数

風と呼ばれる1934年室戸台風，1945年の枕崎台

については理科年表を，その他火災の有無や被

風，1959年の伊勢湾台風による 3 つの災害は台

害地域の特徴など個別の災害に関する情報は，

風の規模・強さが大きかったことに加え，高潮

自然災害の辞典や日本被害地震総覧，および学

の発生により甚大な被害をもたらした．近年で

1）

術論文を使用した ．

は，1995年の大都市での災害である阪神淡路大
震災や，2011年に大規模な津波により被害が拡

Ⅱ．日本の自然災害の特徴に関する年表

大した東日本大震災がある．
第 1 表の利用例を以下に説明する．まず災害

第 1 表は日本で発生した大規模自然災害に関

の原因となる自然現象の項目に着目すると，台

する年表である．この年表によって自然災害の

風と地震が多いことが読み取れる．次に二次的

大きさが人間社会の諸条件に左右されることを

な自然現象に着目すると，災害のほとんどで津

学習できる．年表から読み取れる事実と活用例

波や洪水，土石流が発生していることがわか

について述べる．表中の項目は，災害をもたら

る．とくに地震災害では津波を，台風災害では

した自然現象名，自然災害名がある場合には自

洪水や高潮を伴う傾向が読み取れる．また，二

然災害名，原因となる自然現象，二次的に発生

次災害の項目では火災が発生している災害のほ

した自然現象，二次災害である火災，被害地域

とんどは地震による災害であり，地震の揺れに

とした．自然現象と自然災害が混同されないよ

より火災が発生し被害を大規模化させているこ

うに，自然現象名と自然災害名を区別した．い

とを読み取ることができる．被害地域をみると

くつかの災害について概要を述べる．1923年に

東京などの首都圏や，大阪，広島，兵庫など人

発生した関東大震災は，死者・行方不明者数が

口密集地域である都市部で多くの大規模災害が

過去100年で最大となった自然災害である．こ

発生している．発生間隔に着目すると，
100年間
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のうち20回発生している．これは平均して 5 年

る防災情報の伝達技術や経済水準の上昇による

間に 1 度の頻度で発生していることになる．し

建物強度の向上による効果が大きいという報告

かし，発生時期は1942 〜 1948年の 7 年間に 8 回

している．このように1960年以降の大規模災害

の大規模災害が集中して発生し，逆に1960年代

の減少は，科学技術の進歩やハード対策の促

以降，1995年までの35年間大規模災害は発生し

進，そして住民の災害に対する理解と防災意識

ていない．

の向上によってもたらされたといえる．

1940年代に大規模自然災害が頻発し，1960年

本研究で作成された日本における過去100年

代以降減少していることについて，自然災害の

間の大規模災害の年表は，自然災害の発生や規

被害の特徴と社会的背景から以下のような解釈

模が人間社会の背景・条件に大きく依存するこ

ができる．1940年代は，第二次世界大戦の戦

とを学習するための教材として活用できる．

中・戦後の時期である．戦時中は軍事費への投

Ⅲ．地震災害に関する図表

資により，治山治水投資が不充分となっていた
（高橋，2012）．また，戦後復興期にはバラック
建てと呼ばれる倒壊しやすい仮設住宅が多かっ

本章では日本で大規模化した災害の一つであ

たことが地震による家屋の全壊率を増加させた

る地震災害を取り上げ，地震災害の大きさの規

（荒井・小嶋，1999）
．さらに，戦中・戦後とい

定要因について学習できる図表を作成した．こ

う時代は，徴兵制により被災地には成年男性が

れらの利用例について以下に述べる．

ほとんどおらず，女性や高齢者，子どもしかい

まず日本で発生した地震災害の特徴に関する

ない状況であったと考えられる．発災時の救助

図表として過去100年間の大規模地震災害に関

活動が手薄となり，被害者数を増加させたこと

する年表を作成した（第 2 表）
．この年表は地震

や，他人を助ける余裕のない時代であったこと

の規模を示すマグニチュード，地震に伴って発

も災害を大規模化させた要因として挙げられる

生する津波の有無や，火災の有無，主な被害地

だろう．このように1940年代に大規模災害が頻

域，そして被害の特徴についてまとめたもので

繁に発生したことは，第二次世界大戦の戦中・

ある．マグニチュードは，No. 1 からNo. 9 までは

戦後という社会的背景の影響が大きい．

気象庁マグニチュード（Mj）
，No.10に関しては

1960年代以降における大規模自然災害の減少

モーメントマグニチュード（Mw）を採用し

については，1959年の伊勢湾台風以降，台風に

た．この表から，大規模地震災害が過去100年

よる大規模な災害が全く起こっていないことが

間に10回発生していること，津波や火災のどち

大きな特徴である．この理由について大八木

らか，あるいは両方の発生を伴っていることが

（1991）は気象衛星の打ち上げによる気象予報

わかる．

の著しい向上，大河川などの堤防の整備，治

次に第 2 表をもとにして，地震災害の分布を

山・砂防の進展，防災無線をはじめとする防災

学習するために，大規模地震災害の発生地域と

部門の整備などによって，山崩れ被害・洪水被

震央の位置を示す図を作成した（第 1 図）
．図中

害・高潮被害が減少したためであると報告して

には震央の位置を×印で示し，さらに①災害を

いる．水谷（1996）は1959年の伊勢湾台風によ

もたらした地震名と，②津波，火災の有無や家

る災害の経験が日本全体の災害に対する防災意

屋・施設の破壊，そして③被害の多かった都道

識を高めたことや，急速に普及したテレビによ

府県を示した．②に着目すると，全ての地震災
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害で家屋の倒壊や破壊といった被害が生じてい

きい地震であることから，地震の規模は被災地

る．そして火災や津波の発生に着目すると，地

における地震動（震度）の指標にもなる．この

震災害は「火災を伴うタイプ」と，「津波が発

図から，大規模な地震災害はマグニチュード

生したタイプ」の二つに大きく分けることがで

6.8以上の地震で発生していることがわかる．こ

きる．とくに，火災の伴うタイプに着目する

のことはマグニチュード6.8以上で地震災害が大

と，人口密集地域の南関東や，愛知，兵庫等の

規模化してきたことを示している．データの傾

周辺で発生した地震に多い．津波の発生したタ

向に着目すると大きくばらついており，必ずし

イプは，被害地域が沿岸の都市部であり，震央

も右上がりの傾向を示していない．例えば，図

が海にあるプレート境界型地震によるものが多

中の関東地震と東南海地震を比べると，マグニ

い．したがって，この図から地震災害の大規模

チュードの値および，被害地域と震央との距離

化には，家屋の倒壊・破壊に加え，火災や津波

がほとんど同じにもかかわらず，死者行方不明

発生の有無が深く関係していることがわかる．

者数が10倍近く異なる．このことは災害の大き

さらに，地震災害の大きさと地震の規模との

さが地震の規模のみに規定されないことを示し

関係について数量的に考察するための図表を作

ている．データがばらつく理由の考察を通し

成した（第 2 図）
．この図は地震災害の大きさの

て，地震災害の大きさに人間社会の影響が関係

指標である死者・行方不明者を縦軸に，地震の

することに言及することもできよう．ここでグ

規模を示すマグニチュードを横軸にとり両者の

ラフ上の死者・行方不明者10,000人以下の災害

関係を表したグラフである．一般に震央が遠け

を第 2 表の情報をもとに「火災を伴うタイプ」

ればマグニチュードが大きくても震度は小さく

と「津波の発生したタイプ」を区別してみよ

なり，また震央が近ければマグニチュードが小

う．火災を伴った地震災害は，兵庫県南部地

さくても震度は大きくなる．対象となる地震災

震，福井地震，北丹後地震，三河地震，鳥取地

害のほとんどは震央が近くマグニチュードが大

震によるものであり，グラフの左側にプロット
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第１図

被害をもたらした地震の震央の位置と被害地域

7,000人以下の範囲にあり，同一のオーダーであ
ることから，地震のマグニチュードのわりに，
死者・行方不明者が多くなる災害は，津波の発
生する地震ではなく，火災を伴う都市近傍で発
生する地震によるという傾向を読み取ることが
できる．第 2 表で記したように，例えば1995年
の阪神淡路大震災は，阪神という大都市地域に
おいて，地震動や断層の発生による家屋の破壊
や高速道路などの破壊に加え，火災により被害
第２図

が大きくなった災害である．このように，人口

死者・行方不明者数と地震の規模との関係

密集地域における地震は家屋や施設の倒壊だけ
でなく火災による被害をもたらす．このグラフ

され，津波が発生した地震災害は三陸沖地震，

を用いることにより，地震災害の大きさには，

南海地震，東南海地震によるものであり，右側

地震の規模だけではなく，家屋・施設の倒壊や

にプロットされていることがわかる．これらの

火災の発生のしやすさ，津波の発生が大きく影

地震災害の死者・行方不明者数は1,000人以上

響することを読み解くことができる．
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以上，本章で示した図表を用いることによ

な自然現象，被害地域，そして災害の特徴につ

り，日本の地震災害について日本列島がプレー

いて読み取ることができる．

ト境界付近に位置し，単に地震が多いという自

年表をもとに，台風災害の発生構造を示す流

然環境の側面からの理解だけではなく，その自

れ図を作成した（第 3 図）
．この流れ図を第 3 表

然環境の中で人間がどのように居住しているの

と対応させることにより，台風は地域ごと（沿

かという社会的側面からの理解も可能になる．

岸部・平野部・山間部）に異なる災害をもたら

このような理解は，災害に対する意識を高め，

すことを理解できる．台風は強風や大雨・気圧

発災時の避難行動や今後の人間生活の在り方を

の低下をもたらし，高潮や洪水，斜面崩壊（崖

考える上できわめて重要であると考える．

崩れ，山崩れ）や土石流といった二次的な自然
現象を発生させる．二次的な自然現象の発生は

Ⅳ．台風災害に関する図表

地域の地形環境によって異なる．沿岸部では台
風の強風により直接人命被害を与えるほか，強

日本のほとんどの地域で台風災害が発生す

風と気圧の低下により高潮も発生する．高潮が

る．台風が発生するとその強風や大雨により，

発生すると，浸水被害や家屋・施設の破壊が起

山崩れや洪水，高潮という様々な自然現象が発

こる．1934年の室戸台風や1959年の伊勢湾台風

生し人間社会に被害をもたらす．すなわち台風

による災害がこれに対応する事例である．1947

は地域によって異なる自然現象をもたらし被害

年のカスリーン台風や1958年の狩野川台風の事

を拡大させる．そこで台風災害の発生構造と地

例では台風がもたらす大雨により平野部では洪

域性を学習するための図表を作成をした．

水が発生し，低い土地にある家屋・施設に浸水

第 3 表は過去に日本で発生した大規模な台風

被害が発生した．被害を大規模化させる要因と

災害についてまとめた年表である．台風名，二

して，都市化により，以前窪地だった場所や伝

次的な自然現象，主な被害地域，中心気圧，最

統的に水田として利用されていた氾濫原・後背

大風速，降水量，死者・行方不明者数，住家被

湿地のような低湿な土地が宅地化されたことな

害，被害の特徴について記載した．この年表か

どが挙げられる．最後に山間部では，台風の大

ら，台風の規模，台風によって発生した二次的

雨により土石流・山崩れなどの斜面崩壊が発生
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し，下流で生活している人々に被害をもたらす．

きるような教材開発を試みた．具体的には，日

1958年狩野川台風の事例では，都市化の影響で

本の大規模自然災害の特徴，地震災害の大きさ

丘陵地に宅地造成が行なわれた地域で人工崖が

の規定要因，台風災害の発生構造と地域性に関

崩壊する被害が発生した．また近年では，広島

する図表を作成し，それらの利用方法について提

の丘陵地で人工崖の崖崩れや土石流による災害

示した．これらの図表は，自然災害学習の導入

が発生した（2014年 8 月豪雨による土砂災害）．

教材やまとめの教材として活用できると考える．

このように山間部だけでなく，丘陵地の開発に

人間社会に被害をもたらす自然災害は毎年発

より造られた人工崖の存在する地域でも斜面崩

生している．現代では，防災対策・防災意識の

壊による災害が発生することも理解したい．こ

向上により，自然災害（死者・行方不明者数）

の図から，台風による災害には地域性があり，

は大規模化しなくなりつつある．より災害を減

沿岸部では高潮災害，平野部では洪水災害，山

らし持続的な人間社会を構築するという点から

間部では土石流・山崩れ災害が起こることを学

も，防災教育の基礎となる自然災害学習は地理

習できる．以上，台風災害の発生構造と地域性

教育においてきわめて重要かつ不可欠なもので

に関する図表は，様々な場所（例えば生徒自身

あるといえよう．

の居住地域）で起こりうる台風災害を学習する

謝辞

基礎的な教材として活用できる．

本研究は著者の一人の有賀が行った東京学芸
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