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令和元年度 防災科学技術研究所 成果発表会 

「知る、備える、行動する」 ～最近の広域大規模風水学に学ぶ～ 
日時：令和２年２月１３日（木）１３：００～ 

場所：東京国際フォーラム Ｂ７ホール 

主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

内容： 

○司会 フリーアナウンサー まつのよしこ 

○ポスターセッションの投票 

・休憩をかねたポスターセッションを行う。 

・１４６枚のポスターの前で研究者自らが説明をする。 

・みなさまの清き一票（金の星シール）を気に入ったポスターにお貼りください。トップ１０に

は研究費を追加配分する。 

 

○スライ・ドゥー 

・スマホから質問、コメントを募集します。オンラインの質問募集システムです。 

・当会場では、無料 Wiffiサービスも提供している。 

 

○撮影を予定しています 

・様子をビデオに撮り、Web公開をします。 

・撮影に支障がある方はお近くのスタッフにお申し出ください。 

 

○非常時 

・万一の際には、防災科研の職員の指示により避難をお願いします。 

 

13:00～13:08 開会挨拶 防災科研 理事長 林春男                     

・挨拶をするにあたって小道具が３っつ。「生きる、を支える科学技術」「統合レポート 概要版」

「長期構想 中間まとめ」 

・ブランディング活動を実施し、防災科研は「生きるを支える全ての技術の研究所になろう」。 

・成果報告会は独立行政法人になった時に始めたもの。今年で１５回目。 

・今年は「知る、備える、行動する」をテーマに開催。 

・台風１５、１９号、度重なる風水害。そのことをふまえて、風水害を中心に３部構成で進める。 

・第１部は、「知る、備える」で最新の研究成果を６人から報告。 

・終日ゲストコメンテーターとして、特任教授の池上彰先生からコメントをいただく。 

・第２部は約１４０枚のポスター。研究者が一生懸命作ったものですので、「これぞ！」と思う物

に金の星を。 

・第３部は、「行動」をどう促していくのか、池上さんとの対談を予定している。 

 

・二つ目 防災科研の統合レポート（概要版） 

・来年度から始まる成果報告の様式が変わることの先取り。そのエッセンスを紹介している。ビ

ジョン、計画、将来目指そうとしている価値を説明。 

・ステークホルダーであるみなさまから、これからもご支援をいただけるような冊子になってい
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る。 

 

・もう一つ 長期構想 

・国難災害、国全体としての危機をどう乗り越えていくか、その為に防災科研はどうすべきか。 

・レジリエンス 国難を乗り越えていくためにどんなことをすべきか「素案」をまとめた。 

・これは多くの研究者と議論をしていきたい。 

 

・いろいろな面でお楽しみいただければとお願いし、開会挨拶とする。 

 

13:08～13:11 来賓挨拶 文科省 研究開発局局長 いくかわ                 

・近年、甚大な災害が発生。地震、火山、豪雨、豪雪、高い科学技術に支えられた国を作る上で、

防災科研、生きるを支える 様々な自然災害、諸要因の研究、科学技術の基礎等提示をいただ

いているところ。 

・知る、備える、行動する これらが象徴するように、地域、国際各国から、産官学の人材を結

集し、中核的機関として、幅広い業務に取り込んでいただきたい。 

・研究成果の発表に加え、特別コメンテーターに池上さまにお越しいただき対談、興味深い内容。 

・減災、防災、復興に生かせますよう。 

 

13:11～13:12 祝電披露                                  

・外務大臣政務官 おみあさこ 

・国会対策委員会委員長代理 まつもとじゅん 

 

13:12～15:01 第１部 １年間の研究成果から「知る、備える、行動する」を考える       

13:12～13:20 趣旨説明 林理事 

・防災科研は「生きる、を支える科学技術について」、予防力・・・で、情報プロダクツを重視し

ている。如何に科学技術を社会実装するか、価値創造。 

・研究者は事象を明らかにし、モデルを出せば終わりとなりがち。実際に防災を進めていただく

のは現場の人たち、その人たちのアクションにつながる必要がある。 

・アクションにつながって初めて意義があり、そのためには情報プロダクツが重要。 

・一人一人のアクションにどうつないでいくかまでを課題として取り組んでいく。 

・川上から川下に行くだけではなく、アクションする側がどのような情報プロダクツを求めるの

か、どのようなデータが要るのか、マーケット・インの取組が必要。研究はツーウェイの取組

が必要と考えている。 

・百名以上の研究者がそれぞれの情報プロダクツを作り出し、それらを重ねられる情報プロダク

ツを目指している。 

 

・池上さんがこれまでのキャリアを通して、科学技術を世の中に広める役、社会のニーズを伝え

ていただくツーウェイの方として活躍いただいた。その池上さんに防災科研の取組を見ていた

だこうとお越しいただいた。 

 

・２１世紀前半、国難災害は避けられないとの思いがある。 

・昨年の報告会ではこのスライドを示した。今年は広域大規模風水害が襲った１年。今年を予告
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したようなスライド。 

・８月に九州北部で前線に伴う大雨：避難所に人が来ない 

・台風１５王：国、県の情報収集がうまくいかない。 

・台風１９号：１級河川が１４５カ所で決壊、ハードの限界を見せつけられる。 

・台風２１号：行政、ボランティアの動員力の限界を見た。 

 

・これまでの公助の取組は限界。自助、共助を高めるには、災害を知る、災害に備える、行動す

ることが必要。 

 

・６名が１年間の成果をふまえて、知る、備える、行動するを中心に報告する。 

・それぞれに池上さんからコメントをいただく予定としている。 

 

13:20～13:34 オリンピック・パラリンピックにも貢献！ 

 30分先までの大雨をピンポイントで予測 

○報告者 国家レジリエンス研究推進センター 岩波越 

○はじめに 

・２０１７年８月１９日 多摩川花火大会がゲリラ豪雨で中止になった。 

・激しい風雨、雷が鳴り、花火大会とはならなかった。 

・ゲリラ豪雨は専門用語ではなく、１９６９年８月の新聞で初めて使われたので定義がない。 

・気象庁は急に強く降る、数１０分間の短時間に狭い範囲に数十 mm程度の雨量をもたらす雨と定

義している。 

・ゲリラ豪雨により、河川で遊ぶ子どもたちや、下水道工事の職員などが被災。 

 

○ゲリラ豪雨を予測することは 

・２５０ｍメッシュで、１０分間隔の雨量を、３０分先まで１分間隔で予測を実現。 

・ＭＰーＰＡＷＲ、ＶＬＩナウキャストなどのデータを用いる。 

 

○ＭＰ－ＰＡＷＲとは 

・従来のレーダーで３次元的な雲情報をとるには５分間を要した。 

・フェーズドアレイアンテナであれば、アンテナを１回転するだけ、３０秒で観測完了。観測半

径は６０～８０ｋｍ。 

 

○予測手法 ＶＩＬナウキャスト 

・ナウキャスト：過去、現在の情報から未来を予測 

・従来のナウキャストでは地表付近の雨の観測しか使えていなかった。雨が降り出さないと予測

ができなかった。 

・ＶＩＬナウキャスト：上空までにどのくらいの雨（雲）があるかを観測し、より精度の高い予

測が可能。 

・まだ降っていない雨を予測することができる。 

 

○市民からの声 

・通勤、通学、身の回りの防災に使える。 
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・住民の方からの通報よりも早く状況を予測でき、早く行動がとれる。 

・ラグビー協会にも、この情報を提供し、最新の状況を把握することができた。 

 

○最後に 

・市民向けにスマホアプリを用意している。 

・オリンピック、パラリンピックと協議をしており、使いやすいシステムを目指す。 

 

○池上さんのコメント： 

・台風が来たらどうしようと心配している。 

・専門用語がいっぱいで、一般の人にどれだけわかってもらえるのか、「時間外そう」、「短時間未

来予測」と言い換えていいんですよね。言い方をもう少し変えていくと良いと思う。 

・ベトナム戦争の後だったので「ゲリラ豪雨」が理解されたのですが、今の若い人は「ゲリラ」

がわからないと言う。今は「局地豪雨」と言った方が良い。時代背景で言葉が変わると感じた。 

 

13:34～13:49 大雨の希さから危険を知る 

○報告者：水・土砂防災研究部門 平野洪賓水 

○はじめに 

・水災害を研究している。 

・雨量の多い雨 台風１９号が一例 各地で 500mm以上の雨を記録。 

・１ヶ月前の九州地方で降った雨は、総雨量から見ると台風１９号より大きかった。 

・しかし、台風１９号の方が甚大な被害をもたらした。雨量だけでは災害が起きるかどうかわか

らないと言える。 

 

○大規模な河川氾濫が発生 

・大きな被害が出た阿武隈川、千曲川の位置と、強い雨のエリアは一致しない。 

・雨量は多くはないが、大雨のその地域の「希さ（まれさ）」からは滅多にない雨だった。 

・１００年分の２４時間雨量の最大値。そのうち６００ｍｍを超える年は５回あった。２０年に

一度の雨を「希な大雨」と定義。 

・再現期間が１００年を越えている雨が多く発生していた。 

 

○再現期間は過去のデータから推定できる 

 

○大雨の希さ → 危険の度合い 

・地域、ハード整備が大雨に対応できていない。 

・大雨の希さをリアルタイムに把握できるようにした。 

・確率分布関数をモデル化 リアルタイム雨データを用いて、大雨の希さを示す。 

・様々な災害、地域によって、雨の積算時間が異なるので、複数期間の積算ができるようにした。 

 

○池上さんのコメント： 

・若い人にとって「希」は「まれ」とは読めない。めったにないから「希望」。「滅多にない大雨」

と表現したらいいのでは。 

・先ほどの報告「これから雨が降りますよ」と、平野さんの研究成果を合体させると、「備えられ
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る」良い研究だと思いました。 

林：「再現期間」はわかりやすいと思うのですが。 

池上：「再現期間」、全くわかりません。研究機関以外の人、家族にわかるか判断してもらいたい。 

 

13:49～14:04 ハザードからリスクへ！ リアルタイムに洪水・土砂災害リスクを知る 

○報告者：防災情報研究部門 特別技術員 佐野浩彬 

○はじめに 

・先ほどの報告は「雨の希さから評価する」でしたが、私からは雨が社会にどういう影響を与え

るかという視点です。 

・２０１９年の風水害：どういった原因から起きたか考えたい。 

 

○自然災害とは 

・ハザードが社会の防災力を越えたときに災害が発生します。 

・では、ハザードとは何か、社会の防災力とは何か？ 

 

○ハザードとは 

・レーダーで観測された降雨強度 

・レーダー雨量に基づく実効雨量の活用 ある時間に降った雨（水）は移動していく。しかし、

全てが移動できるわけではなく、その場にとどまっていく。 

・この雨を２５０ｍメッシュにした情報プロダクツとして防災科研は提供。 

・半減期間：１．５時間 洪水のリスク、７２時間 土砂害のリスクの評価に使える 

 

○社会の防災力とは 

・３つ考えてみた 

１）人口集中地区：人が多いので、人への影響が大きい。下水道など生活への影響も大きい。 

２）浸水想定区域 

３）土砂災害警戒区域 

 

○これらを重ね合わせて 

・１．５時間実効雨量 × 人口集中地区 × 浸水想定区域 ＝ 浸水リスク 

・７２時間 × 人口集中地区 × 土砂災害警戒区域 ＝ 土砂災害リスク 

 

○まとめ 

・洪水、土砂害のリスクをリアルタイムで知ることができるようになった。 

・情報プロダクツができたところまでで、これをどう社会へ発信していくか、使ってもらうかは

これから。 

 

○池上さんのコメント: 

・１．５時間だと浸水、７２時間なら土砂害という事だが、これは地域によって違いますよね。

これはとりあえず設定したものですか、これからは各地で設定されるものですか。 

 

佐野：瀬戸内は雨に対する耐性が低いので、半減期の設定は検討が要る。 
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池上：「内水氾濫」、「外水氾濫」は一般の人はわかりません。内水が下水道の処理が間に合わずマ

ンホールから水があふれて浸水することですね。 

・「ハザード」がわからない。「自然の威力」とかに言い換えた方が良い、災害弱者、高齢者には

「ハザード」という言葉は使うべきではない。 

 

林：１時簡に５０ｍｍの雨を設定したが、都市の下水道は５０ｍｍの雨を処理できるように整備

していることから５０ｍｍを越える雨では何らかの浸水が起きているはず。 

・閾値の設定が正しいかどうかは、いろいろな自治体で試していただいて、フィードバックをし

て研究を進めたいので、フロアの方、うちの自治体、うちの地域でやってくれと要望を出して

ください。 

 

池上：「閾値」 限界を超える値 「マンホールからあふれ始める雨」と付け加えるだけでずいぶ

ん違う。 

 

14:04～14:19 衛星データから被災状況を早く知る 

○報告者：国家レジリンス研究推進センター 田口仁 

○はじめに 

・台風１９号：希少性、甚大性、  性 

・被災の状況がなかなか把握できない。 

・全容を把握するには → 宇宙からみる 

 

○人工衛星による地球観測 

・約１００分で周回、地上５００～７００ｋｍから観測。 

・光学センサとレーダセンサ 

 光学センサは日中、雲がないことが必要。 

 レーダセンサは日照など時間や雲の影響を受けずに観測できる。 

 

○重ね合わせ 

・浸水地区のデータ × 建物のデータ → 自治体ごとの浸水建物数 

・どこの自治体に支援に行かなければならないかがわかる。 

 

○まとめ 

・現在は処理を手動でやっている。自動化が今後の課題。 

・地形のデータを重ねることで浸水深がわかり、災害ガレキの評価もできるだろう。 

・適切なタイミング、エリア、衛星で観測できること。 ← 計画を作っておく 

・観測データから情報プロダクツが提供できる。 

・データが共有され、災害対応に利活用できる。 

 

○池上さんのコメント： 

・衛星を使うのは有料か、どうなっているのか。 
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田口：今回は国際的に衛星データを共有しようとなった。今回のセンチネルのデータはオープン

にされているもの。 

 

池上：今までは住民からの通報がないと被害がわからない、被災しているところからは通報がな

い。これが有ればすぐにわかる。 

・中国は衛星がいつ上空を通っているかをわかっているので、見せたいものと、見せたくないも

のを計画して行動している。どういう衛星が使えるか、体制づくりを。 

 

林：佐賀の水害では、油の漏れ方を衛星から確認することができた。 

 

池上：タンカーからの油流出、海流のデータも加えれば広がり方を予測できる。 

 

林：差分をとることで１週間、２週間でどんなことが起きているかわかる。 

 

池上：情報プロダクツとは、得られたもの？ 

 

林：プロダクツなので「中身」と「どう見せるか」を意味している。情報プロダクツは防災科研

の商品です。良い商品を提供しようとしている。 

 

池上：使い勝手の良い商品を提供すると言うことですね。情報・内容・提供だけではダメなんで

すね。 

 

14:19～14:34 ＳＩＰ４Ｄで災害情報を共有する ～２５０ｓ／ＮＩＥＤ－ＣＳＲ／ＩＳＵＴ～ 

○報告者：総合防災情報センター 取手新吾 

○はじめに 

・２５０ｓ 今日は、ツー・フィフティーズだけ覚えて帰ってください。 

・各省庁や各自治体が様々な情報を持っている。それらを一つにして判断していく必要があり、

それを目指しているのが本研究、ＳＩＰ４Ｄ。 

 

○ＳＩＰ４Ｄを介した情報共有フロー 

・データを提供しただけでは使えないので、判断に使えるように加工し情報を提供。 

 

○防災科研のＣＲＳ 

・千葉県の停電状況 停電件数、総件数などでいろいろな見せ方ができる。 

・ドローンバード、衛星観測データ、ボランティアセンターなど様々なデータのポータルサイト

を提供。 

 

○内閣府主導の官民チーム ＩＳＵＴ 

・どこに誰を派遣するかを調整、判断している。 

・台風１５号：電力・通信復旧のための倒木対処 

 

○主な提供プロダクツ 
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・著作権の問題、全てを公開できない。 

・観測点の無いところでもわかるように加工する。 

・人や財産があるのかと重ね合わせてリスク情報に加工して判断に利用。 

・２５０ｍメッシュに切り分けて、様々なデータを切りそろえる。 

・同じ枠組みで様々な情報を重ね、評価し、判断、行動につなぐ。 → ２５０ｓ 

 

○池上さんのコメント： 

・縦割りのいろいろな省庁が持っている情報を重ねるといろいろなことがわかる、防災科研がそ

のような働きをかけている。 

・ＳＩＰ４Ｄ この言葉は知らなくても良いが、いろいろな人が連携して取り組んでいることを

もっと知ってもらっていい。 

・コロナウイルス：患者の発生地域から、どのように感染が広がっていったかがわかるのでは。 

・日本に感染が入った場合、プライバシーは守りながら、将来のパンデミックに応用できるので

はと思った。 

 

林：どこで犯罪が起こりやすいかなど、あからさまにやれないとき、「その辺がホットだよ」と見

せるやり方がある。どこから感染し、どこで流行しているか、いろいろな見せ方がある。 

 

池上：痴漢情報サイト 通報に至らないものも含めて、痴漢の情報が共有されている。 

 

林：ＳＰＩ４Ｄ 基盤情報流通システム 我々は「土管」を整備しようとしている。物がながれ

るには「土管」がいる。ソサエティ５．０の防災の分野に取り組んでいる。これがいろんな分

野に広がっていけば、情報の流通になる。 

池上：誰でも見られる防災情報サイト、略して「だれでも情報サイト」。 

林：ＣＳＲのネーミングはうちの中でも評判が悪い。 

 

14:34～14:50 水害に強い住まいを考える 

○報告者：先端的研究施設利活用センター 酒井直樹 

○はじめに 

・ここからは「備えよう」 実大実験装置を使って、使える技術の研究をしている。 

・水害に強い住まいを考える。 

 

○水害に強い住まいのための対策 

・浸水対策、逆流対策、水没対策 

・避難しても、家に戻ったら浸水した住まいは生活できるの？ 

 

○実験 

・貯水できるエリアに対策した家と無体策の家を建てている。中には家財道具も入れている。 

・雨が降って水がたまるとどうなる、水が引くとどうなるかを、１４０近くのセンサーをつけて

実験。一年がかり。 

・最大１．２ｍまで浸水させた。最初に風呂の排水溝から水が入ってくる。 
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○水害に強い住まいとは 

・リスクの明確化、対策技術の標準化、リアルタイム監視 

・ハードとソフト対策で、住まいの安全・安心を常時監視 

・レジエントな「スマートシティ」へ。 

・家がどのくらい危ないかを知らしてくれるスマートシティ → 行動へ 

 

○池上さんのコメント： 

・対策をしていると床上浸水でも大丈夫なんですね。「レジリント」とは何ですか。 

林：災害に対して高い予測力と対応力を持った 

 

池上：災害に強いまちづくりではいけませんか。災害に強いスマートシティは？ 

林：「レジエント」をごく普通な言葉になるよう、広めていけなければと防災科研は考えている。

いろいろな説明を付け加えていって、寿限無寿限無にならないよう、「レジリエント」でいい

ではないかと考えている。 

・レジリントなスマートレジリエンスかもしれない。 

 

池上：こんなにいろんな事をやっていたのか、これすぐに役に立つものがありますよね。テレビ

やラジオと連携すると、いろいろなことが視聴者に伝わると思います。こんな事がわかるんだ

ということはわかった。では、私たちがどう判断、行動するかを私たちが考えないといけない

ですね。 

 

林：細々とアウトリーチな取組、啓発活動の先駆者としてＤｒナダレンジャーがいます。もとも

とは雪崩の研究者です。自然災害科学実験をご覧いただきます。 

 

14:50～15:01 Ｄｒナダレンジャーの自然災害科学実験教室 

○実演者：広報課 納口恭 むかいゆうこ 

○はじめに 

・理事長の業務命令でやっている。雪崩の国際的な研究者です。 

・今日は風水害がテーマなので、台風をやります。 

・台風とは、厚さに対して直径が百倍ぐらいのうすっぺらい板のようなものです。 

・夏休みの宿題、「アサガオ」にするか「台風」にするかというと、多くが台風を選ぶ。 

 

○うちわ 突風マシン 

・学術用語では突風マシンと呼んでいる。 

・バケツで作った空気砲 

・災害を起こす自然現象も小さくするとオモチャ、おもしろくなる。 

 

○なだれシミュレーター 

・小さくしたもの 長さ５ｃｍほど 

・大きくしたもの 長さ３ｍほど 発泡スチロールの粒が入った直径３０ｃｍのビニールのチュ

ーブ 

・この発布スチロールも、東京ドーム１杯分を流すと人でも吹き飛ばされる。 
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・防災に興味がない人には、楽しいところから入っていく。 

 

○定常落石シミュレーター 

・直径２５ｃｍほどの発砲スチロールによる石を、傘の上で転がす（お正月によくある曲芸）。 

 

15:01～15:45 第２部 ポスター発表                            

・後日、トップ１０を防災科研のホームページで公開。 

 

15:45～17:02 第３部 対談 避難 ～災害を乗り越えるための行動をどう促していくか～    

○対談者：防災科研 理事長 林春男 

     特別コメンテーター 池上彰 

 

林：感想を。 

池上：経済産業省の好きな「社会実装化」、どう「つなぎ」込むのかがこれからの課題かな。 

 

林：我が社の商品のようなもの、情報プロダクトの品質を高め、有効性を高めていく。その中で、

どう伝え、どうアクションにつないでいただけるかが問題。アドバイス、助言を。 

 

＜現場の第一線、自治体をどう支援する＞ 

池上：情報が集まってこそ全体に警戒を呼びかけたりできる。大雨で大騒ぎをしているときに、自

治体にデータを入力する職員が居るのだろうか。防災科研からの情報に基づき判断をしながら、

情報を送れと言われる。そんな自治体にどう支援をしていくか、そんな課題もある。 

林：後方の支援する側が被災地に行って、情報の支援をすることは試みをしている。 

 

池上：自治体に伝え、何ができるのか個別にやって欲しいと思った。 

林：防災科研で心がけているのは Webのシステム。以前のシステムはサーバとクライアントで構成

され、自治体に端末が１台しかないようなもので、使えるものではなかった。全ての端末が入

出力装置に使えるよう、Webシステムを考えた。 

・今はスマホで、自治体間でのやりとりができるシステムが有れば、安いコストで全国に広まる

と思う。情報の標準化に取り組んでいる。 

 

池上：進んでいるところでは、まちなかで日頃から訓練、情報の共有をしている人がいる。そうい

う人にアプリを伝え、自治体と連携していったら。 

 

＜池上さんに質問＞ 

林：今日の報告会に参加いただく前と今で、防災科研へのイメージは？ 

池上：理事長をいじっても大丈夫。素人の方に説明しなければいけない人が多くいらっしゃる。私

は、何も知らないとの立場でいろいろやっている、実際には知っている。 

・ＮＨＫの災害班 日頃からどんな災害があるのかいろいろな機関を訪ね、全島避難の伊豆大島

や、子供のご遺体の捜索の現場にも行った。 

・せっかくこんなに良い研究をされているので、少しでも被害が、被災者が出ないことを目指し

たい。 
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・自分の研究が世の中のためになって、人のためになるんだと意識改革をお願いします。 

 

林：池上さんは理系の大学で、リベラルアーツで特命教授。プロダクトアウトの方が 

池上：福島原発事故が起き、東京の人は不安でテレビをつけると、東京の大学の先生が出てきて、

ベクレル、シーベル。専門用語でテレビを見ている文化系の人は全くわからない。かえって不

安が広がってしまう。 

・そのテレビに出ている人が、専門家の説明を補足できることが必要。文系と理系には見えない

川が流れている。「理系の先生はコミュニケーション能力が不足している」と東工大から私に

声がかかった。 

・水俣病が出た時に、あなたはその工場の専門家だとしたらどうするのかを学生に問うこともし

ている。 

・理系の学生さんは、「エビデンスが無い、定義が無い論文は信用できません」との反応。 

 

林：「世のため、人のために」とのメッセージ。防災は世のため人のためになる取組。 

池上：お願いしたいのは、つくばで居ると現場のことを忘れてしまう。広島の土砂害の現場に行く

と、なぜこんなところに住んでいるんだろうと思う。町から近く土地が安ければあそこに家を

持とうと思う。 

・災害の現場を訪れ、自分の研究がどんなことに役に立つのか、自省の時間をとって欲しい。 

 

林：熊本地震 研究者はもとより職員も被災地に入った。その後もいろいろな災害が起き、被災地

に入らせてもらい、いろいろな経験をしている。 

池上：テレビを見ているとすごい被災地のように見えるのに、現場に行くと違ったりする。現場を

見ることが大切。 

 

 

＜どう避難につなげるか＞ 

林：なぜ「避難」を取り上げたか説明する。警戒がレベル化をされた。普段は１。注意報のレベル

が２、警報が出始めてレベルが３、氾濫危険情報、高潮特別警報、土砂災害特別警報が出た時

にはレベル４、大雨の特別警報が出たら５だと。火山では先にレベル化が取り入れられていて、

良いことだと思ったが、社会では混乱を起こしている。 

池上：丁寧に説明してやっと理解してもらえ、パッと見て理解できるようになっていない。 

 

林：行動のオプションがない。３で要配慮者がアクションを起こし始めろ。４までに安全確保を終

えておけ。５は無くてもいい、災害が起きていると言っているだけ。 

・色がＩＳＯに乗っ取って作られている。命に危険があるときには「赤」を越え「紫」を使って

良いとＩＳＯで規定されている。 

 

○これが引き起こした混乱がなんなのか紹介する。 

林：７月の九州北部豪雨 ９９万人に避難指示 しかし１，４２２人しか避難しなかった。 → 人

は避難しない。 

・台風１９号：避難がポピュラーになり、みんなが避難するようになり、どこの避難所も満杯で、

川に近くて一番危ない人が、遠くの避難所に遅れて来ても入れない逆転現象。 
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池上：家にいた方が安全な人が、車で避難して亡くなられた人がいる。垂直避難をメディアが使う

ように変わってきた。 

・「避難指示」と「避難勧告」の違いもわかっていない。「避難命令が出ていないのでまだ大丈夫」

と考えている市民。「避難命令」なんて無いのに。 

 

林：台風１９号の時、自分のマンションで籠城していた。中国に行く予定だったが飛行機がキャン

セル。新幹線も予約が取れず、妻のところに帰れなかった。 

・スパー堤防にあるマンションの５階に住んでいる。被災するわけがない。窓を閉め、ロックを

し、カーテンの上と下をクリップで留め、スーパーに行くと全て売り切れ状態。 

・自分は安全行動がとれていると思っていたので、避難所に行く行動はとらない。 

・やることがないので、ずーっとＮＨＫを見ていた。必ずしも避難所に行く必要はないことをメ

ディアは言っているが、住民はそうはなっていない。 

 

林：日本語の「避難」には二つの意味がある。Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ（るさんてつり）、Ｓｈｅｌｔ

ｅｒｉｎｇ（避難収容場所） 

・日本でも「避難場所」と「避難所」に使い分けている。 

 関東大震災の火事から始まった「避難場所」。 

 仮の住まいをする場所「避難所」 阪神淡路大震災の時に始まった現象 ７ヶ月続いた。 

・日本中の自治体が避難所運営することが仕事のように思っている。 

・暗黙の前提：”Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ ｔｏ Ｓｈｅｌｔｅｒｓ”を「避難」 

池上：避難所と避難場所は一字がないだけ、わかりにくい。「一時避難場所」、「生活避難場所」と言

い変えるだけでも違うのでは。 

 

林：この二つの概念は、私たちがわかりやすく伝えねばならない。「生存避難」、「生活避難」。 

池上：一字が違うだけでわかりにくい。ＥｖａｃｕａｔｉｏｎとＳｈｅｉｔｅｒｉｎｇの違いがわ

からない。 

 

林：内閣府と消防庁が配っているチラシです。こんなのあり得ないだろうと笑い話の種に使ってい

る。レベル４に「全員避難」と書いている。避難しなくてもいい人、垂直避難でいい人まで避

難してしまう。 

・レベル４で「全員安全確保」でないといけない。 

・避難のタイミングを知らせるのではなく、安全確保のタイミングを伝えるメッセージにしない

といけない。 

・自分がどういう健康状態か、どういう場所に住んでいるかでタイミングや内容が異なる。 

・レベル３：高齢者は行動開始。 

 レベル４：全員安全確保！ 

池上：これはわかりやすい。安全確保の中には避難所に行くこともあるという事ですね。 

 

林：「避難」には３つのタイミングがある。 

 夜中の大雨で石がドン、ガンいいだして避難 

 いつまでもここにいたらいけないよねと避難 
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 いつになったら避難所から帰れるんだろう 

 

池上：短時間未来予測、レーダーで雨雲を見れば、夕方のうちに避難したらいいよということにつ

ながるといい。 

林：１２時間先を予測しようとしている。暗くなる前、安全を確保しやすい段階でできるようにす

る。 

 

林：災害対策基本法における避難の整理（２０１３） 

・いのちを守るための避難 

 垂直避難も避難 

 原発事故であれば４８時間は自宅家屋内へ避難 

・仮の生活を支えるための避難 避難所での生活避難 

池上：良くまとまっていると思う。 

 

＜文部科学省 新学習指導要領＞ 

林：防災の関係者も強く関わった。 

・指導要領の後ろに別表がある。小中高校、特別支援学校で教えるべき内容を規定した。お題目

だけでなく、何を教えるかを規定した。 

・「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育に必要となるコンテンツ 

 ①災害を知る 

 ②災害に備える 

 ③行動する 

・理科、生活科、社会科、学校行事、道徳、体育科、家庭科、図画工作、学級活動、総合の時間、

様々な場面で防災を学ぶ。 

 

＜４３件の質問が来ている＞ 

Ｑ１：市町村を助けてください。国や県からの調査報告物に市町村が翻弄されています。 

林Ａ：末端からの情報収集ではないシステム化を目指します。 

 

Ｑ２：間違った情報、悪意のある情報はきわめて危険と思います。 

池上Ａ：間違い、悪意のある情報を見つけるよう取り組んでいる組織があり、そこと連携し削除し

たいですよね。 

林Ａ：ＳＮＳだけでなく、いろいろな情報をつきあわせて、情報の正確さを確認する。 

 

Ｑ３：高齢者避難準備情報、なぜわかりにくい言い方をするのか。 

林：高齢者安全確保開始！ 

 

Ｑ４：研究のための研究、「何のために」が抜けているような感じ。 

林Ａ：今日の研究成果は世のためにつながっているもの。 

池上Ａ：研究のための研究がノーベル賞を受賞したりする。社会のためになるような橋渡しをする

人が研究所の中にはないんですか。社会心理学など、理系でない者がいると違うのかな。 

林：私は社会心理学です。防災科研に社会心理学が一人はいる。 
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池上Ａ：今災害が起きると、どうすればいいのかを判断するようにしている。みなさんが、今起き

たらどうするかをシミュレーションする、考えて欲しい。 

林：怪我をしないように安全確保する。次は 

 

Ｑ５：ＩＳＵＴは何故県庁か？ 市町村情報が重要ではないか？ 

林Ａ：キャパの問題。みんなが同じ情報を見られる、情報が市町村に届くシステムを作る。市町村

の災害対策業務の効率化、省力化のために、ＩＣＴがどう活用できるか。 

池上：市町村合併し、広範な町の中を職員が知らないで情報が集まらない。過疎地域で、広域合併

したところがどうなっているかを把握したうえで取り組んで欲しい。 

 

林：今年破堤した河川のうち１２８箇所は都道府県が管理しているところ。そのうちの５０カ所は

国が代行して復旧。役場には土木技術者がいない役場もある。復旧工事の図面も書けない。 

 

＜まとめ＞ 

林：知る、備える、行動する どうしてこのテーマを選び、池上さんにお付き合い頂きたかったの

かはおわかりいただけたと思う。防災情報にはツーウェイが必要、商品の多様化にはご支援を。

池上さんには来年度もよろしく。 

 

池上：好きな研究がなぜできているのか、原点に戻って考えて欲しい。世のため、人のためとはど

ういうことか、防災科研のお宝をどう生かしていけばいいのか、私はどう視聴者に伝えていけ

ばいいのか考えさせられました。 

 

17:02～17:05 閉会挨拶 防災科研 理事 安藤慶明（あんどうよしあき）           

・４時間に渡り成果発表をご覧いただきありがとうございました。 

・１年間考えてきた研究成果を見ていただきました。 

・第２部のポスターセッションではほとんど全ての職員が報告してくれ、職員総掛かりで本報告

会の準備をしてきた。こういう発信が良いだろうと企画させていただいた。 

・今回は風水害でどう伝えればいいかメッセージを伝えた。アンケートにご意見を。 

・防災科研では風水害以外にいろいろな研究をしている。 

・国立研究所の原点に帰る、社会に生かすことを考えていく、ご指導を。 

 

－以上－ 


