
寄稿

小室 広佐子
こむろ ひさこ

東京国際大学 副学長・国際関係学部長 教授
中央防災会議委員　専門：社会情報学
東京大学人文社会系社会情報学専攻修了(修士)

「想定」を
どうとらえるか

１ ■  はじめに

　工学的なこと、理学的なことについて、私は全くの
素人である。ダムの強度について綿密な計算式を見せ
られて説明されても、理解できない。豪雨が降る仕組
みを丁寧に解説してもらっても、わかった気がしない。
こんな私が防災・減災にかかわることに少しでも意義
があるとしたら、それは、「ふつうの人」がどうした
ら災害から命を守れるかを考えることだと自覚してい
る。
　これまでに国や自治体の防災・減災を考える場に立
ち会う機会を幾度かいただいた。防災対策の基本は、
どれくらいの被害に対してどれくらいの費用を投じる
かという費用とリスクのトレードオフとなるのだが、
そのことが露骨に議論されるのは役所の中であり、多
くの場合、市民の目には「防災・減災第一」という姿
が映る。だから堤防を作れば、それは市民を100％守る、
指定避難所に行けば絶対安心だと確信させてしまうの
である。

　モノには耐久性がある。使用説明書には、これはど

こまで耐えられる、ということが書いてあり、それは
作る側の説明責任とされている。しかし、堤防や避難
場所、施設、家屋などの場合、どこまでの外圧条件に
耐えうるかということは、建設過程では綿密な計算に
よりはじき出され、どこかで説明されているはずであ
っても、末端の使用者である私たち市民は正しく認識
していない。
　ハザードマップも同様の危険性をはらんでいる。ハ
ザードマップには、大抵の場合、虫眼鏡でみなければ
読めないような小さな字で、どのような条件下で算
出したリスクを記載したと書いてあるが、そんな小さ
な字はほとんど読まれていない。市民講座で話をさせ
ていただくときに地元のハザードマップを見てもらう
と、自分の家は危険区域の外だから安心、中だから心
配という、しごく明快な反応を示される方が多い。危
険区域策定の想定となる条件を見ている方はいない。

　想定なくして対策は立てられない。その通りである。
東日本大地震以降、国は巨大災害を想定し、被害想定
を算出してきた。膨大な作業の結果、出された想定が
マスメディアに発表され、自治体もその想定をもとに
防災対策を策定する。果たして、災害のリスクが正し
く認識されているだろうか。

２ ■  関東・東北豪雨

　2015年（平成27）９月関東・東北豪雨の被害に関し
ては、多方面から多くの研究が進められるなか、その
間にも堤防の応急対策は着々と進んでいる 写真-1、2。
　堤防の応急処置としての補修補強、続いて行われる
本格的な堤防の復旧について、この堤防の耐久度はど
の程度かということかを、是非とも市民に伝えていた
だきたい。家電製品に使用説明書があるように、耐久
度を周知してこれ以上はもたないのだということを知
らせて欲しい。そして市民も、それを正しく認識しな
ければならない。
　関東・東北豪雨では、鬼
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地点において観
測史上最大流量を記録し、鬼怒川下流域における犠牲
者は常総市で２名、ヘリと地上部隊による救助者数は
4200人を超えた（関東地方整備局）。今回は救助部隊
を鬼怒川流域に集中することができたため、これだけ
の被災者を救助することができたが、被害がさらに広
域になった場合には同様のオペレーションを行うこと
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膨大なシミュレーションの結果であり、今日のコンピ
ューターの性能なしには行いえない作業であると、メ
ディア学を専門とする私はやたらと感心した。
　洪水の被害の程度は、雨の降り方、地形、洪水流量、
決壊場所、洪水時の排水作業、水門操作、避難率等々、
多くの条件による。本ケースでは、200年に１度の確
率で発生する洪水流量に対して、利根川の決壊場所を
６か所想定、荒川では５か所を想定した。それぞれの
ケースに対し、洪水後の排水ポンプ場の運転の可否、
ポンプ車への燃料補給の可否、水門操作の可否、排水
ポンプ車の稼働率等を綿密にシミュレーションした。
このとき筆者は、水門操作や排水ポンプ車の稼働率が
被災状況にどれだけの影響を与えるか実感がわかなか
ったが、今回の鬼怒川水害で、ポンプ車による排水効
果を確認することができた。
　利根川・荒川の洪水氾濫時の被害想定では、先に述
べたケースのうち代表的な３ケースに対しては、さら
に1000年に１度の洪水流量を設定してシミュレーシ
ョンを行った。さらに、避難率を0％、40％、80％と
変化させた。これらの条件下での浸水継続時間ごとの
死者、孤立者の数を算出した。結果は、決壊場所、避
難率、洪水後の対応により犠牲者数、孤立者数が大き
く変化した。犠牲者数は、利根川決壊地点Aで避難率
80％だったら０人、決壊地点Fで避難率０％だったら
6300人、孤立者数は決壊地点Aで避難率80％なら400
人、決壊地点Fで避難率０％なら110万人と、条件に
より大きな差がある数字が出た。そして避難率をあげ
ることが人的被害を最小にすること、すなわち避難率を
0から80％にあげることにより、犠牲者数、孤立者数は
およそ5分の１まで下がると算出された。
　報道記者発表を受けて各紙は次のような見出しで伝

はできない。
　常総市役所が浸水域となった場所に建設されてお
り、その市役所を避難所に設定した結果、市役所が孤
立し二次避難の必要に迫られた。市役所建設時にどの
ような「想定」のもと、その場所を防災の中枢機能を
持つべき市役所建設地としたのか。実際の洪水時にど
のような「想定」に基づきそこを避難所に設定すると
判断したのか。それぞれの段階で「想定」があったは
ずで、それを検証する必要がある。
　また、今回は避難指示のタイミングが遅れたことも
指摘されているが、避難所の場所、避難誘導が市とい
う単位で行われていることも問題をはらんでいる。洪
水は市町村の境界線におかまいなく起る現象で、指定
された避難場所ではなく隣町に逃げれば助かる事例も
あり、計画段階から市町村の枠を超えた避難計画を考
えるべきだという課題が浮き彫りにされた。市町村が
主体となって避難計画をたてるということ、イコール
市内への避難となっているが、市外への避難計画も可
能にする広域避難計画が必要である。そしてさらに言
えば、避難指示がでるまでは動かないという住民の考
え方が問題である。

３ ■  大規模洪水の被害想定

　今回の水害をみて思い起こされるのは、少し遡るが、
筆者も参加の機会を得た平成22年発表の中央防災会
議「大規模水害対策に関する専門調査会」による報告

「首都圏水没～被害軽減のために取るべき対策とは～」
である。対策策定のために利根川、荒川の洪水氾濫時
の被害想定を作成し、それをもとにした提言を報告し
た。この作業を通じて「被害想定」というものがどの
ように作られるかを間近に見ることができた。それは

写真-1 鬼怒川洪水被害跡 写真-2 堤防の応急復旧　　（撮影：佐藤年緒氏／2015年11月26日）
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　自治体は国が出した被災想定をもとに、避難計画や
避難所の指定の見直しを始めた。対策には想定が必要
である。しかし、である。「想定」に基づいて作られ
た避難計画や対策に沿って行動して、ときに悲劇に見
舞われてしまったことがあるのも現実である。

６ ■  落とし穴

　東日本大震災では、指定された避難場所に逃げて津
波の犠牲にあった人々が大勢いたことを忘れてはなら
ない。
　過去の津波浸水予測区域には含まれない場所に「防
災センター」が設置され、避難訓練時には避難場所と
して使用され、震災時にはそこへの避難誘導がなされ
た。結果として、その地区で200人近くが亡くなった
と推定されている。別の地域では海岸べりに漁業関連
施設が避難場所として指定されており、そこへ避難し
た結果、周囲360度浸水し孤立、数十人の犠牲者が出た。
また別の地域では神社、学校、公共施設が指定避難場
所だったがいずれも浸水し、公共施設では数十人が犠
牲になった。
　一方、指定避難所の公民館は低地にあり、浸水被害
が予測されたためあえて開放せず、避難者を高台に誘
導し、その結果被害者はゼロだったという事例もある。
震災前に指定避難場所を浸水域内の学校から高台の広
場に変更し、震災当日さらにそこから２次避難場所へ
バスでピストン輸送し、犠牲者を数人にくいとめたと
いう事例もある。
　何らかの想定をもとに設定した避難場所に、何がな
んでも向かうことが必ずしも「正解」ではないことが
わかる。なぜなら、初めの想定は、あくまでもいくつ
かの条件設定のもとに定められたのだから。

７ ■  想定をめぐる変遷

　阪神淡路大震災では、関西に大地震が起こるとを多
くの人は予想していず、防災対策の虚をつかれたかっ
こうとなった。それ以来、「被害想定」を算出し、具
体的対策をとるよう国も自治体も動き始めた。過去
100年から200年に繰り返し起きた程度の地震を対象
にとらえ、すなわち実効的な対策をとりうる「被害想
定」を発表することから始まった。
　しかし、想定を超える規模の東日本大震災が発生し、
これを契機に「最大級の被害を想定する」方向へと転

えた。
「東京湾の高潮、死者最大7600人　中央防災会議、
巨大台風で被害想定」（朝日新聞2010,04,02東京夕刊）
「首都圏大規模水害　国の調査会　避難400万人・広
域計画が必要」（NHKニュース　2010,04,02）
　綿密なシミュレーションによりさまざまな数値が出
ることではなく、読者の目を引く数字が見出しを飾っ
たのだ。そしてこれを新聞で読んだお年寄りは「200
年に1度の洪水なら、自分は200年先まで生きていな
いから大丈夫」と断言した。確率の意味はなかなか理
解されにくい。

４ ■  巨大地震の被害想定

　平成24年８月末に内閣府は南海トラフ巨大地震の
第一次被害想定を発表した。これは、1000年に一度
あるいはそれよりもっと低い頻度で発生する地震に対
して、「東日本大震災の教訓を踏まえ、『何としても命
を守る』ことを主眼として、防災・減災対策を検討す
るために想定したものである」（報道発表説明資料）。
地震動により11のケースを想定し、沿岸市町村各地の
津波高、到達時間が想定された。最悪のケースとして
「死者32万３千人」という数字が出された。24都道府
県400を超える市町村の各最大津波高（満潮時）に対
してそれぞれ11のケースを想定したなかで、津波高
が最大になったのは高知県の黒潮町の34メートルで
あった。これは四国沖に〈大すべり域+超大すべり域〉
を設置し、かつ満潮時という条件下の数値である。
　発表翌日の新聞各紙は「黒潮町」の最大津波高を伝
えた。修学旅行のキャンセルなど一時は風評被害に悩
まされた黒潮町は、その後きめ細やかな避難計画を策
定したり、地元の食材を原料にした災害備蓄缶詰を考
案するなどして「防災の町」として名を知られるよう
になった。そこには町をあげての奮闘があった。

５ ■  メディアの特性

　最近読んだ統計学の本に、科学者の調査実験結果に
おいて研究者がたてた仮説に都合の良い結果だけを発
表する「発表バイアス」がありがちだという指摘がな
されていた。そういう意味では、マスメディアは確信
犯的に「発表バイアス」をする。つまり、見出しにな
らないことは記事にならないのであり、常に大見出し
を探している。
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換した。先に紹介した「南海トラフ巨大地震」「大規
模水害対策」「首都直下型地震」等々の被害想定が綿
密に検討された。その結果、これまで見て見ぬふりを
してきた種々の問題に正面きって向き合うこととなっ
た。例えば、「ご遺体の搬送、ドライアイスの調達、
広域火葬計画の策定」等が現実の問題として議論され
始めた。
　被害想定は出す主体が異なると数値がかなり違って
くるようである。一例は、国が発表した「南海トラフ
巨大地震の全国の犠牲者数最大45万人」と大阪府発
表の「大阪府内13万人」というものである。国の想
定と一桁違っている。これは、想定の条件が異なるか
らである。想定はあくまでも所与の条件下での想定で
あることを物語っている。
　それでは、最大級の被害想定を行えば、すべての災
害は想定の範囲内に収まるのだろうか。残念ながら、
そうはいかないようである。
　最近の災害を例にとれば、2013年10月の伊豆大島
での土砂災害では、避難勧告が適切なタイミングで出
されなかったという問題もあるが、流木が被害を大き
くしたと指摘されている。「流木で被災するなんて予
想しなかった」と被災者は口々に述べている。　
　2014年８月の広島豪雨では、被害発生後に避難勧
告が出されたなどの問題もあるが、「こんなに土砂が
崩れやすいとは思わなかった」と市民は想定外のでき
ごとととらえた。
　同じ災害は二度と起こらない。気象条件、環境、人
の行動が異なるからである。どんなに綿密な想定をし
ても、想定外が起こるのは当然のことである。

８ ■  指示待ち

　いっとき「近頃の若者は」という年長者の愚痴に
「指示待ち人間が増えた」という指摘があった。避難
行動については、これまで国や自治体はいかに正確に
すばやく「避難勧告」「避難指示」を出して住民を避
難させるかに心血を注いできた。私もいくつかの検討
会で議論に加わってきた。避難勧告、指示の遅れが避
難の拡大につながったとする調査結果や研究も数多く
ある。しかし振り返ってみれば、それは「避難勧告や
避難指示という情報が出たら逃げて下さい、出なけれ
ば逃げなくてよいですよ」というメタメッセージを送
ってきたのではないだろうか。災害対応は「指示待ち」

ではなく、その場で対応できる地
じ

頭
あたま

を作ることにつき
るのではないか。災害時の避難行動に「正解は一つ」
という考え方を身につけるのは危険であり、柔軟に避
難を考えることができる人づくりをしようという機運
がようやく研究者の間に生まれてきた。

９ ■  これからの減災対策

　先駆的な研究者が自治体に入って、参加型の避難計
画策定に関わっている。オーダーメイドの避難計画で
ある。それには時間がかかるし、手間もかかる。災害
は二度と同じ顔を見せない以上、その都度、何が最適
かを個々人が考えなければならない。考えるための材
料、考え方を提供するのが、国や自治体と研究者の連
携である。
　想定は、被害想定を算出し、防災対策をたてる基準
になる。しかし、想定はあくまでも一定の条件下で算
出したものであることを忘れてはならない。
　「備えていたことしか、役にはたたなかった。備え
ていただけでは、十分ではなかった。」『東日本大震災
の実体験に基づく災害初動期指揮心得』（国土交通省
東北地方整備局）のとびらに記された言葉である。私
はこれを「想定なくして対策たたず。されども想定ど
おりの対策では対処しきれない」と理解している。
　「大規模水害対策専門調査会」による報告後、首都
圏では広域避難のための連携が図られた。知事レベル
で会合が行われてはいるものの、市町村を超えた避難
計画策定は、ごく一部の地区で始まったばかりである。
市区町村を超えた避難計画の策定が容易にできる仕組
みが早急に求められている。
　「我々の仕事は時に人を殺してしまう。」ちょっと恐
ろしいもの言いだが、先の災害情報学会で、ある研究
者はこのように述べて、誤った想定に基づくハザード
マップを作ることの危険性を指摘した。
　どこまでハード対策に任せ、どこまで避難などのソ
フト対策で引き受けるのか、その認識を首長、住民が
共有したときに初めて、所与の条件下で策定した「想
定」が生かされるのではないだろうか。残念ながらそ
れを議論する素地は、まだ、どこにでもあるわけでは
ない。堤防という見るからに強固なハードに100％頼
り、避難指示がでるまでじっと待っている、そんなハ
ードもソフトも人任せという防災の考え方から、そろ
そろ脱却する時に来ている。
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