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西川　今回は、国立研究開発法人 土木研究所　水災
害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)で、
災害リスクアセスメントや災害情報の効果的活用法の
研究に取り組まれている大原美保さんにおいで頂きま
した。よろしくお願いいたします。
大原　よろしくお願いいたします。

●減災効果の伝え方

西川　水資源機構は、水に対するさまざまなリスクに
対応しています。１つは大雨が降った時の洪水対策、
もう１つが渇水対策です。水は、多すぎても困るし、
少なすぎても困る。どううまく人間の生活とマッチさ
せていくかが、課題です。一生懸命、リスクを回避し
ても、被害が出ないとニュースにはならないのです。
大原　それは防災・減災に全部共通して言えますね。
防災は縁の下の力持ちなので。
西川　縁の下の力持ちなので、うまく行ってあたり前、
失敗したら怒られるという難しさがあります。

大雨が降ると、上流にあるダムを操作して洪水をダ
ムに貯め込み、下流があふれないようにしているので
すが、出来てあたり前と思われている。ダムの放流に
は操作規則がありますが、それに加えて、いろいろと
工夫しているのですが、その努力が見えにくい。下流
の水位を50センチ下げる努力をしたと、専門用語で
説明しても「何だ、それ」となってしまいます。
大原　もともと何メートルかを知らないと、50センチ
と言われても価値が分からないですよね。災害対策を
進める上では、その対策による減災効果を説明してコ
ンセンサスを得る必要がありますが、これはなかなか
難しいことだと思います。

昨年９月11日に北海道で初めてとなる大雨特別警
報が発表され、札幌市等で約90万人に対する避難勧
告が出されました。札幌市と言えば、市の中心部を流
れる豊

とよひらがわ

平川が有名ですが、この豪雨では豊平川沿いで
は避難勧告は出ていません。気になって資料を調べた
ところ、上流の豊

ほうへいきょう

平峡ダムに水を貯め、ピーク流量を
95％カットし、下流の水位を２メートル下げることが

4•水とともに　水がささえる豊かな社会

災害リスクとどう向き合うか
対談

国立研究開発法人 土木研究所
水災害リスクマネジメント国際センター（ICHARM）　主任研究員　大原　美保さん

水資源機構　理事　西川　智



特集特集特集特集

できたという報告がありました。この豪雨では、札幌
市で33年ぶりに避難勧告が発表されたため、マスコ
ミでもかなり報道されましたが、この流量カットの事
実はほとんど報道されていません。

ダム操作の減災への貢献については、折に触れて、
もっとアピールされたほうがいいと思います。
西川　河川工学を勉強した人は、２メートル水位を下
げたことがいかにすごいか分かるのですが。

京都にある日吉ダムでは、数年前、ちょっと工夫し
て、「下流のほうで水防団が出なくて済みました」とい
う説明をしたことがあります。それは結構分かりやす
かった。水防団はその地域を守るお父さんやお兄さん
であり、警戒にあたるため、真夜中に土のうを積みに
出て行くわけです。水防団は出動しなくて済んだとい
う説明を見て、あ、こういう風にすれば、人間の感覚
で少し分かるのかなと思いました。
大原　災害リスクや減災効果を住民に説明する際に
は、もっとヒューマンスケールや人々の生活に照らし
合わせた表現を使った方が良いと思います。

想定浸水深の説明でも、50センチというのと0.5メー
トルというのと膝位というのでは、全然、情報の受け
止め方が違ってきます。50センチと言われて、わが
子の身長に対してどの程度の深さなのかピンと来なく
ても、膝位と聞けば「ウチの娘の腰位だな」などと想
像できると思います。ヒューマンスケールで伝えるこ
とにより、同じ値の情報でも、リスクや対応行動の豊
かなイメージにつながると思います。

同様に、住宅でも、３mの浸水と言われてピンと来
なくても、１階がほぼ水没と言われれば、事の甚大さ
がわかります。
西川　子どもの腰位まで水が来たら、とてもじゃない
が、子どもを連れて避難できる状態じゃない。
大原　災害リスクの効果的な伝え方について、土木工
学だけでなく、いろんな人が参加して学際的に議論し
ていけば、さらに減災効果の高い表現方法が見つかる
のではないかと思います。

●平常時からの一般市民との
　コミュニケーション

西川　私どもは、三重県の伊賀市に川上ダムを建設
するところですが、ダム検証には時間がかかりました。
水害を防御し、水を安定的に供給するには多目的ダム
を造るしかないという結論に達し、やっとゴーサイン

が出たのですが、どうわかりやすく説明するか、つく
づく難しかったようです。
大原　まだ起きていない災害に対する効果を理解し
てもらうのは、大変なことですよね。
西川　最近、ダムファンの方が増えてきました。彼ら
は私達より説明するのがうまい。完全に第三者の立場
で、「このダムはこういう点が優れている」とか、「こ
のダムはこういうところで頑張っている」とか、うま
く説明して下さるのでありがたいです。
大原　管理者が説明するより、第三者が客観的に見
て評価してくれたほうが信頼がおけるのでは。

私は土木工学科の学生時代に何が良かったかという
と、ダムの工事現場など多くの現場を見学させていた
だいたことです。まさに「百聞は一見に如かず」であり、
現場から学ぶことの重要性を知りました。実際の現場
を見せていただくと、土木構造物に対する親しみがわ
きますね。土木構造物のファンを増やすには、一般公
開や親子見学会が重要だと思っています。現場の方に
とっては手間のかかることだと思いますが、そういう
機会を一般市民に提供して下さることで、もっともっ
とファンが増えてきて、災害対策への理解につながり、
将来、土木工学を志してくれる学生が増えることにつ
ながるのではないかな。（笑）
西川　今、小学校の４年生は、社会科で水道のことを勉
強しているようで、私どもの施設を見学に来てくれます。
大原　小学生時代の見学は、後の人生を変えちゃうよ

プロフィール：大原美保さん
福岡県生まれ。1999年３月　東京大学工学部土木工学科
卒業。2001年　東京大学大学院工学系研究科社会基盤工
学専攻修了、2005年博士号取得。2008年東京大学生産
技術研究所／総合防災情報研究センター准教授。2014年
から水災害リスクマネジメント国際センター（ICHARM）
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うなところがあると思うので、施設の公開には、ぜひ
力を入れていただきたいと思います。

●防災頭巾が人生を変えた

大原　私がなぜ防災を志したかというと、それは防災
頭巾との出合いからなのです。私は小学校低学年まで
福岡県にいましたが、2005年の福岡県西方沖地震ま
では、福岡は地震が少ないところだと思われていまし
た。当時、私が通っていた小学校では防災頭巾を置い
ていなかったのですが、その後、東京に転校したら、
なぜか、椅子の上にクッションのようなものが置いて
ある。「何だ、こりゃ」と思ったら、地震時に避難する
ための「防災頭巾」だという。「えっ、地震って何な
の？」「なんで日頃から被り物をお尻の下に敷いて授
業を受けなければいけないの？」というのが、本当に
カルチャーショックで、私の人生の中に、地震という
キーワードが入ってきた瞬間でした。

多摩川は、1974年９月の台風で堤防が決壊したこと
があるのですが、私が転校したのは、この破堤点の近く
でした。ですので、どこで見たのかわかりませんが、濁
流に家屋が流される写真など、今でも頭に残っています。

福岡県に居た時は平和だったのに、東京に引っ越し
てきたら、なんと、いきなり地震と水害のリスクに向
き合うことになって、初めて世の中には災害リスクが
あることに気がついたのです。私がその後、防災に関
心を持ったのも、小学校でのカルチャーショックの影
響だと思っています。

サケは、生まれた川に帰ってくると言います。子供
向けの一般公開も、将来、その分野の仕事につく人が
１人位出るかもしれないほどのインパクトがあるもの
だと思うので、長い目で見た「カム・バック・サーモン」

効果を目指して、ぜひ続けていただけたらと思います。

●老朽化とリスクコミュニケーション

西川　私どもの造った施設は、そろそろ40年とか50
年とか、結構、年数が経っています。さすがに施設や
機械が老朽化して、全面的に更新しないと間に合わな
い。関係者に費用負担をお願いしなければなりません。
そこが、難しい問題です。

老朽化のリスクを説明していく際、壊れた場合の影
響は、施設によっても、物によっても大分違う。ここ
の場所は壊れると直すのに１週間かかるとかここは３
か月かかるとか。
大原　それを説明する際は、期間とか日数で説明され
るのですか、それとも、コストやお金で説明されるの
ですか。
西川　両方です。壊れた時の深刻度、あるいは何日間
とか、何週間、何か月とか、そこを区切って、これか
ら説明していこうと思っています。
大原　最近、地震の被害想定でも、南海トラフの巨大地
震で被害総額220兆円、首都直下地震で95兆円などの
ように、金額のみがマスコミでクローズアップされます。
しかし、何兆円と言われも、具体的に私の生活にどう影
響するのか、イメージできません。人々が災害リスクを
理解する際は、自分の生活に照らしあわせて、そのリス
クを許容できるかどうかを判断して、対策に賛成できる
か、自ら対策を行うかというような意思決定を行います。
ですから、災害に関しては、金額だけでなく、生活への
支障やサービスの途絶日数・途絶圏域の広さなど、災害
がその人の生活にどのような影響を及ぼすのか具体的な
イメージができる材料を与えた方が、対策へのコンセン
サスを得られるのではないでしょうか。

●減災は一日にして成らず

西川　先生は海外のプロジェクトとか共同研究をやっ
ていらっしゃいますね。
大原　昨年４月から、ICHARMのリスクマネジメント
チームに所属し、フィリピンやミャンマーなどの開発
途上国での洪水リスクアセスメントや洪水対応計画の
策定を支援する活動に関わっております。前職は大学
におりましたが、今の所属先は、研究から社会への実
装まで幅広い活動を行っており、「災害リスクマネジ
メントの実践」に関わる機会が増えたと感じています。
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日々の活動が減災につながっていると実感でき、大変
やりがいがあります。

災害リスク情報を活用して災害被害を減らすには、
図に示したような、「災害リスク情報の生産・伝達・
受容」という３つのプロセス全てが必須です。洪水ハ
ザードマップを印刷しただけでは、洪水の人的被害
は減りません。そのマップが作成（生産）され、住民
一人一人まで届き（伝達）、浸水想定を理解して受け
入れ（受容）、いざ洪水時に正しく避難を行ってこそ、
はじめて被害を減らせる（減災）のです。本当に、「減
災は一日にして成らず」だと痛感しております。

しかも、この３つのステップには、異なる分野の人々
が関わっているんです。例えば、災害リスク情報の生
産は理学・工学、伝達は行政やマスコミ、管理者など、
受容は地域の住民や事業所等のステークホルダーに
関係しています。３つのステップを通して減災を実現
するというのは、これらの全ての関係者が連携して働
くということであり、まさに総力戦だと思っています。

日本では、水防法に基づき洪水ハザードマップが作
成されていますが、前職の東京大学総合防災情報研究
センターで毎年行っていた災害意識に関する全国定点
調査では、洪水ハザードマップを知っているのは約３

割程度でした。洪水ハザードマップによるリスク情報
の生産は行っていても、住民レベルまでの伝達やその
先の受容には、まだまだ課題があるということですね。
西川　フィリピンは、アジアの中でも気象予報のレベ
ルは高いのではないですか。
大原　フィリピンでは、ミャンマーに比べれば、気象
予報のレベルも高く、洪水ハザードマップも都市部で
は作成されていますが、農村部ではリスク情報は公表
されていません。水防法に基づき、全国的な整備が進
んでいる日本と異なり、リスク情報の生産活動に地域
的なバラつきがありますね。また、2013年の台風30
号（ハイエン）はレイテ島に高潮被害をもたらしまし
たが、現地調査報告によれば、多数の住民が高潮の
警報を理解できず、避難していなかったそうです。伝
達・受容については、世界共通の課題だと思います。

ICHARMでは、洪水氾濫解析・リスクアセスメント
や行政職員向けの研修などの活動を通して、各国で災
害リスク情報の生産・伝達・受容プロセスを支援する
活動を行っています。災害リスクマネジメント技術を
現地に適した形で提供することで、各地での将来の減
災に貢献できたらうれしいですね。

●リスクの受容は、本人が決める

西川　やはり、社会の制度が違うと感じましたか。
大原　アジアの洪水常襲地帯では、人々が洪水に適
応しており、「災害」というよりは、「毎年の風物詩」
のような受け止め方をしていますね。洪水に備えて、
あらかじめ高床式の家に住んでいる場合も多いです。
現地を訪ねて改めて学んだのは、リスクとどう向き合
うかはその人が決めるものなのだということです。高
いリスクの家に住んでいても、その人の意思ならそれ

リスク情報による減災のプロセス

フィリピンの活動地域にて（右から５番目が大原氏）

外力の観測
（データ蓄積・リアルタイ

ムモニタリング等）

自然環境・社会環境
のデータ

（地盤、建物、人口等）

災害リスク情報の生産

（自治体、管理者、マスメディア等）

減災

災害リスク情報の伝達

災害リスク情報の受容
（住民、ステークホルダー）

長・中・短期・リアルタイム情報

課題：一般住民に
おける正しい理解
と減災行動の促進

課題：効果的な
伝達方法の普及

課題：更なる
精度向上

効果的な受容効果的な受容
につながるにつながる
情報の生産へ情報の生産へ

ミャンマーの農村地域の高床式の家
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でいい。但し、私はリスクをちゃんと理解して納得し
て、自分の許容できる範囲の中で、リスクを受け入れ
て住むことが重要だと思っています。そのためには許
容できるリスクを判断してもらわなければならないか
ら、リスク情報をちゃんと伝えてあげたい。防災・減災っ
て、おせっかいなんだなと思っています。
大原　私はリスクを知らないままに災害で亡くなって
しまうのが一番悲しいことだと思っています。1995年
の阪神・淡路大震災は午前５時46分という早朝に発
生し、6,434人が亡くなりましたが、その８割は倒壊
した家屋や家具の下敷きになって亡くなったと言われ
ています。事前に阪神地域での地震リスクを知らずに、
寝ている間に揺れにあい、圧死された方が多数いたと
思います。自分の生死を分けることに対して、リスク
を知らず、事前に対策を選択できていなかったなら、
亡くなった方は大変無念だったろうと思います。

2011年の東日本大震災でも、同様のことを感じま
した。内閣府・消防庁・気象庁が東北３県の仮設住宅・
避難所で行った面接調査によれば、避難警報を聞い
た人の割合は４割位でした。津波警報を全く聞かずに
津波で流された人が多数いたということであり、これ
らの人々もさぞかし無念だっただろうと思います。

災害の危険性を漏れなく人々に伝え、自らの対応を
選択できる世の中であって欲しいですね。

●流域としての問題解決に向けて

西川　水資源機構では、川の流域ごとに、みんな立
場が違うので、その人達の利害調整を、ひたすら国
内でやって来ました。そのノウハウをもとにIWRM

（integrated water risk management）という、河川の
流域ごとにお互いに情報交換して、議論し納得して、

「流域として問題解決に導きましょう」ということで、
日本での経験をもとに、アジア各国で説明して廻って
いますが、結構、好評です。
「それぞれの利害を調整しないと問題解決できませ

ん」と説明すると納得されるので、私どもの経験をも
とに情報提供ができると思っています。
大原　先ほどもお話しましたが、災害リスク情報を活
用した減災は、様々なステークホルダーによる総力戦
です。解析などの技術だけではなく、解決策をつくる
ノウハウの部分も、世界に広く普及させていくことが
重要だと思います。
西川　水は多すぎると災害になるし、足りなければ渇

水災害になる。それぞれのリスクをどの程度、受容で
きるかは立場によって違う。そこをどう組み合わせて
いくか、結構、大きな仕事だな、と思います。
大原　ひと筋縄では行かないけれど、実現できたら皆が
助かるというところが、防災・減災の魅力だと思ってい
ます。ぜひとも世界への情報発信をお願いいたします。

●大学や病院での防災訓練の経験

西川　東大では防災訓練をされたそうですね。
大原　前職の東大では、大学キャンパス全体や学内にあ
ります東大病院の防災訓練にも関わっておりました。
西川　我々も日常的に水害対応の訓練とか、万が一、
機械が故障した時とか、本社の訓練とか、いろいろ場
所を変えてやっていますが、病院の訓練はご苦労も多
かったようですね。

大原　まず訓練は、シナリオを作るのが一番難しくて、
シナリオを作ることが、正に訓練なのです。また、病
院には、医師、看護師、事務員、外来患者、付添者
など様々な人がいますので、訓練の企画に誰を巻き込
むかも大変です。

病院の防災訓練では、傷病者のメークをして訓練を
行うので、数年間訓練を続けたところ、担架で運んで
いるシーンなど本格的な写真や映像が蓄積されてきた
ことに気が付きました。写真や映像を使って事前に災
害対応のシミュレーションを行うものをつくれば、防
災訓練に参加できなくても、バーチャルで訓練ができ
るのではないかと思い、病院の救急部の医師のご指導
の下、病院向け災害対応eラーニングを開発しました。
病院には入院患者さんがいますし、看護師も三交替で
働いていますから、職員が100％防災訓練に参加する
ことは不可能です。そういう点で、病院では災害対応
eラーニングのニーズが高いと考えて、取り組みまし
た。実際に、1,000人以上の医師、看護師の方に学習
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していただき大変好評でした。
この活動に対しては、教職員向けの東京大学総長

賞（業務改善部門）をいただきました。工学と医学の
コラボを学内で評価していただけたことは、大変うれ
しかったです。

●災害対応力をどう向上させるか

大原　防災訓練はたかだか年１- ２回ですから、防災
訓練ごとに「ああ、終わった」と燃え尽きるのではなく、
平常時からいかにして災害対応のスキルを維持するか
が、もっと重要です。というのも、防災訓練の担当になっ
た人は本当に大変で、貧乏クジをひいたような感じで
す。忙しくて損したというのでは、組織としては全然
高まっていかないです。

大学の防災訓練では、翌年には訓練担当メンバー
の３分の１くらいが異動していなくなり、どうやって職
員のレベルを保つかが、本当に難しかったです。毎年、
上半期は、新しく来た人への説明に労力を使わなけれ
ばならないのです。毎年、訓練しているから、組織と
しては一歩ずつ向上しているでしょと、外からは思わ
れるかも知れませんが、実態は「２歩進んで１歩下が
り」で、前進できないんですよ。

防災訓練などの平常時からの取り組みを着実に
積み重ね、組織の災害対応能力を高めるという、

「BCM(Business Continuity Management)」の実践は、
本当に大変なことだと思っています。
西川　おっしゃる通りですね。実は私どもも去年、本
社で防災訓練をやったのですが、やってみて初めて、

「ところで我々は夜、どこに寝るのかな」と、あわてて
ボンボンベッドを買った。やってみて初めて分かるこ
とは、結構ありますね。宿泊や食事、移動手段の確保
も含めての防災訓練だとつくづく思いました。
大原　防災訓練は想定外のことを無くすためのプロセ

スだと思います。やってみなければ分からないことが
非常に沢山出てきます。

●ドボジョ（土木系女子）の活躍の場を

西川　最後に、なぜ、ドボジョになったのかお聞きし
たいのですが。
大原　私は、もともと生物系に関心がありましたが、
教養科目で土木工学科の先生たちのオムニバス授業
を受けた時に、生き生きと話をされる先生方を見て、
これは人の役にも立つし面白いなと、突然方向転換し
ました。周囲からすると、驚くような方向転換で。
西川　その頃、土木工学科に女性は何人かいたので
すか。
大原　私の学年は、史上初めて女子が８人に増えまし
た。その後、どんどん女子学生が増えてきた時期でし
た。
西川　もっと来て欲しい。わが社にもドボジョが何人
かいますが、少ないんですよ。
大原　土木工学は生活に密着しているので、生活者
の視点から、女性が取り組みやすいのではないでしょ
うか。
西川　まさにこの分野は生活と技術の接点なのです
ね。昔から建築には結構、女性がいますが。
大原　土木は、建築よりはスケールが大きいので、建
築に比べて、多少イメージしづらいところがあるかも
しれませんね。防災・減災は、技術と生活を結ぶもの
ですから、防災・減災は土木分野に興味を持ってもら
うきっかけになるのではないでしょうか。人口の約半
分は女性ですし、男性も女性も同じように災害にあい
ます。防災・減災の分野にも、もっともっと女性が増
えて欲しいなと思います。
西川　ぜひ、新人採用の際にも活用させていただきま
すので。
大原　例えば公開とか見学会で女性の方が説明して
下さるだけでも、女性が関心を持つきっかけになりま
す。長い目で見ると、いろんな所に女性が存在してい
ることで、芋づる式に女性が増えていく可能性がある
と思います。

積極的に女性職員を採用していただければ、その
人達の活躍を通して、女性が目を向ける機会が増える
のではと思います。
西川　そうですね。本日はいろいろと有意義なお話を
ありがとうございました。
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