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要旨 

 

災害時には、気象情報・避難情報・被害情報等、多種多様な情報が社会において流

通し利用される。その中で、とりわけ気象情報は、災害に対する事前情報としての期

待が強く、主に気象庁を中心に、情報としての高度化と精度の向上が図られてきた。

しかし、一方で、多様化・複雑化する気象情報について、以前から情報の作成者と利

用者の間で情報に対する認識や理解の乖離や利用者の情報依存・情報待ちの課題が指

摘されている。 

本研究は、このような気象情報の課題に対して、従来の気象情報の内容を中心とし

たアプローチではなく、社会的な関係性の視点から気象情報の社会利用の改善にアプ

ローチするものである。つまり、情報を取り巻く関係者の関係性に着目し、気象情報

を通じて災害リスクへの認識の共有を図り、適切な災害対応に結び付けることを目的

としている。研究では、ヒューリスティクスの考え方や過去の研究を基に、専門的な

気象情報を地域性の高い身近な情報として利用する「地域気象情報」の概念を導入し、

利用者や作成者が対等の立場で情報の検討を行い、気象情報の社会利用を検討する「地

域気象情報の共同構築」の試行を実施した。これは、気象情報を通じた気象情報の作

成者と利用者の災害リスクコミュニケーションを創出し、共に気象情報を創り出すと

いう両者の関係に新たな方向性を示すものである。 

「地域気象情報の共同構築」による災害リスクコミュニケーションを検討する上で、

大きく 3 つの研究を実施した。①地域気象情報の実践に向けた事前調査、②地域気象

情報の共同構築の試行、③地域気象情報への氾濫解析シミュレーションの活用である。

①および②については三重県伊勢市中島学区を、③については福井県大野市有終西学

区をそれぞれ対象としたフィールド研究を実施した。まず中島学区の辻久留地区にお

ける事前アンケート調査結果から地域気象情報が災害時の対応行動の改善につながる

可能性を示すとともに、インタビュー調査を通じて地域気象情報の内容の事前検討を

行った。その上で、実際に気象台・地方自治体・地域住民が参加する形で「地域気象

情報の共同構築」を試行した結果、協議過程において 3 種類の災害リスクコミュニケ

ーションが確認された。また参加者へのアンケート調査や協議過程から共同構築の意

義や気象情報の課題の改善の可能性を示した。また有終西学区では、高解像度内外水

氾濫解析モデルによる過去事例の解析結果から、専門的な氾濫解析情報を地域気象情

報として活用できることを確認するとともに、有終西小学校の 5 年生を対象として実

施した実践型防災教育の結果から、災害リスクの認識を向上させる上での地域気象情

報の有効性を示した。 

研究結果を通じ、関係者間で地域気象情報を検討することや高度な科学技術を地域

気象情報を通して身近な情報として利用することで、関係者の災害に対する思いや知

識を共有するリスクコミュニケーションを創出するとともに、そのようなリスクコミ

ュニケーション通じて生まれる新たな気象情報の意義や可能性を確認した。 



Abstract 

 

During disaster, various information about weather, evacuation and damage is flooded in 

society. In them, weather information is especially expected to be prior warning to disaster and 

has been mainly improved on sophistication and accuracy by Japan meteorological Agency. 

However, users’ risk awareness and understanding of severe weather information are not 

sufficiently improved. So, residents tend to wait for information and to rely on outside 

information too much. 

 To these issues, this research approaches from not contents of weather information 

(conventional perspective), but social relationship among relevant groups around weather 

information. So, the object of this research is share of common awareness of disaster risk 

through weather information and production of appropriate action during disaster. At first, we 

introduced the concept of Local Weather Information (LWI), which is the information to 

enhance weather risk awareness between forecasters and users of weather information with 

familiar, plain and local expressions. LWI is referred to heuristics and other researches. 

Moreover, this research tried “Collaboration on LWI”, which is cooperative consideration of 

LWI by relevant groups such as residents, local government and local meteorological office. 

This trial produces disaster risk communication among them through LWI and will lead new 

possibility for disaster mitigation of weather information. 

 This research has three main parts: i) Preliminary survey for the trial, ii) Trial of 

collaboration on LWI, iii) Application of Flood Simulation to LWI. The study fields are 

Nakajima school district in Ise City, Mie prefecture for i and ii and Yushunishi school district 

in Ono City, Fukui Prefecture for iii. At first, the questionnaire’s result at Tsujikuru in 

Nakajima filed showed that LWI can improve resident’s actions during disaster and interview 

survey made tentative consideration of LWI’s contents before the trial. At next stage, we had 

the trial of Collaboration on LWI with the above relevant members, and then three kinds of 

disaster risk communication were ascertained from this trial. The questionnaire’s result of this 

trial showed significance of this collaboration and improvement of some issues on weather 

information. Also, in Yushunishi field, an analysis of a past disaster event with high-resolution 

flood flow analysis model showed such a professional flood simulation can be used for LWI, 

and practical disaster education using this result was provided to the fifth-grade students. This 

application of science simulation to LWI led their improvement of disaster risk awareness. 

 From the results of this research, considering LWI through collaboration with relevant groups 

and using high-level science technology as local and familiar information through LWI can 

produce risk communication by which relevant members share their thoughts and knowledge. 

This research showed the significance and the possibility for disaster mitigation of new 

weather information “LWI” which is produced through such disaster risk communication. 
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第 1 章 

 

序論 

 

1.1 はじめに 

 

 気象災害の極端化、最近ではこのような声を聞く機会も少なくない。地球温暖化と

の関係性としては、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「気候変動への適応推

進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書」において、21 世紀中

に強い降雨の発生頻度あるいは総降水量に占める強い降雨の割合が世界の多くの地域

で増加する可能性が高いことが触れられている（気象庁・環境省, 2013）。事実、統計

データによれば、非常に激しい雨とされる１時間降水量 50mm を超える豪雨の頻度は、

増加傾向にある（内閣府, 2012）。このような状況において、災害現場では、行政の初

動体制を取る事が難しいような短時間強雨による災害も頻繁に起きているのも事実で

ある（平成 24 年宇治豪雨、平成 24 年北九州北部豪雨、平成 26 年広島土砂災害など）。

数十年前、気象災害というと、1959 年の伊勢湾台風に代表されるように、数百から数

千人規模の死者行方不明者が出る場合も多く（内閣府, 2012）、人々の気象災害に対す

る危機感は現在とは異なるものであっただろう。その後、河川や海岸における護岸の

整備、法面の補強工事等のハード面での整備に加え、より高密度の気象観測網の整備

と気象予測モデルの開発による気象予測の精度向上により（気象庁（2014a）、竹内

（2004））、日本における気象災害のイメージは変化を遂げてきた。局地豪雨など一部

の災害を除き、気象災害の発生リスクは事前にある程度予測でき、回避できるもので

あることが当然のごとく言われることも多くなった。実際、大規模な気象災害の典型

である台風の予測精度は以前に比べると大きく向上し（気象庁, 2014b）、その他災害

につながる可能性の高い爆弾低気圧や大雪の事前予測も改善されている（古市ら , 

2010）。 

 一方で、そのような中、人々の気象災害に対する畏敬の念は衰退してきたとも言え

る。そこに到来したのが昨今の気象災害の極端化である。被災地で聞く多くの声、「こ

んな災害は初めてだ」、「こんなことになるとは思わなかった」人々はハード、ソフト

含め、様々なものに守られ、実際に自分自身が災害に遭うという感覚を忘れかけては

いないだろうか。 

そのような状況下、平成 16 年台風の上陸数が観測史上最多を記録した（気象庁, 

2004）ことにより、風水害に対する災害対応の見直しが行われた。これを機に、避難
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をすることが難しい災害時要援護者などを対象とした避難準備情報が導入されるとと

もに、各種災害情報にも大きな変化が生まれ、中でも平成 16 年以降の気象情報の変化

は目を見張るものがある。しかし、人的被害の軽減が図られてきた日本の風水害対策

においても、2011 年台風 12 号は死者・行方不明者 98 名の大きな被害をもたらした（消

防庁災害対策本部, 2011）。また 2013 年伊豆大島の大島町における土砂災害では死者・

行方不明者 39 名（消防庁広域応援室, 2013）、2014 年広島市における土砂災害では死

者 74 名（消防庁広域応援室, 2014）の方々が犠牲となった。 

日本における気象情報に今求められているものは何であろうか。災害対応において

重要な情報となる気象情報に、社会や人を災害から守るための新たな課題を突き付け

られている。 

 

 

1.2 研究の背景と目的 

 

災害時には、気象情報、避難情報、被害情報等、多種多様な情報が社会において流

通・利用される。その中で、とりわけ気象情報は、災害に対する事前情報としての期

待が強く、主に気象庁を中心に、情報としての高度化と精度の向上が図られてきた。 

しかし、一方で、気象情報について、以前から情報の作成者と利用者の情報に対す

る認識・理解の乖離が問題視されている（関谷, 2011）。例えば、平成16年以降の気象

情報の高度化、つまり土砂災害警戒情報や竜巻注意情報の導入や警報・注意報の発表

対象地域の市町村への細分化などは、情報の意味や意図を知るものにとっては、より

高度化・精緻化された利用しやすい情報としての認識を得られているところもあるが、

一方で情報の多様化・複雑化により、ますます気象情報の作成者と利用者の間にある

壁を高くしたとも言える。 

情報の細分化や情報量の増加は、利用者にとって情報過多となり、危険度がうまく

利用者に伝わらなかったり、情報から何をすべきなのかを読み取ることができないた

めに、災害時の適切な行動に結びつかない可能性がある。結果的に、どの情報を利用

すればいいのか混乱を招き、情報待ちの状態（片田ら, 2005）やダブルバインド（矢

守, 2009）による災害対応の遅れを発生させる可能性がある（情報待ちについては 2.1、

ダブルバインドについては 3.1.1 をそれぞれ参照）。少なくとも現状として、気象情報

の高度化は、一定の災害情報としての機能を果たしてはいるものの、人々の災害時の

行動の十分な支援に結びついておらず、その情報の高い価値にも関わらず、それに見

合った適正な利用には課題がある。 

片田ら（2005）や及川ら（2005）が、これまで北関東などで実施してきた地域にお

ける災害への危機意識の調査結果によれば、住民の避難行動について、市町村の避難

情報が大きな役割を果たす一方で、事前の危機意識が高いほど、避難情報に基づき迅

速に避難を開始する傾向があることがわかっている。このようなことからも、避難判

断に利用され、避難情報より事前に発表されることの多い気象情報の住民理解を進め、
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事前に災害に対する危機意識を高めることは、避難行動の迅速化の観点からも必要な

ことと言える。 

防災気象情報における現在の課題に対して、情報の作成者と利用者の関係性を考慮

した情報体系として、あらためて社会における防災気象情報のあり方を問い直す。防

災気象情報を通じ適切な災害リスクを社会で共有し、防災・減災につなげる、本研究

の目的はそこにある。これからの気象情報を考える上で、現状の気象情報を振り返り、

また新たな気象情報の在り方を提案するものである。 

 なお、本研究では、特に指定しない限り、以下、気象情報は防災気象情報を示す。

また河川情報は厳密には観測水位等、気象情報と異なる位置付けのものもあるが、利

用者側から見た際に、大雨による災害に関係する情報の一つと認識されており、洪水

に関する情報も気象情報の一つであることから、本研究では河川の観測水位等に関す

る情報も対象としている。一方、暴風や高潮、大雪等も気象災害の一つであるが、本

研究では主に降雨に関連する災害を対象とする。 

 

 

1.3 本論文の構成 

 

本論文は、全体で8つの章で構成されている。第1章では序論として気象情報と災害

の関係について触れる。第2章では研究背景として、気象情報の変遷と現在について、

科学技術や社会情報の視点から確認する。第3章では、本研究と関連する研究として、

リスクコミュニケーション、ヒューリスティクス、科学技術社会論等の観点から気象

情報を眺望する。第4章では、第1章から第3章を踏まえ、本研究の目的である気象情報

に関わる関係者の関係性に着目した災害リスクの社会共有の手法として地域気象情報

とそれを利用した地域気象情報の共同構築について、その目的と方法、各研究フィー

ルドの概要や取組について説明する。第5章では、地域気象情報の有効性や内容検討に

ついてフィールドにおける事前調査から述べる。第6章では、実際に実施した地域気象

情報の共同構築の試行結果を踏まえ、その意義について述べる。第7章では、地域気象

情報を検討する上で、最新の氾濫解析シミュレーションの応用を検討した事例とその

結果を紹介する。最後に、第8章として、本研究のまとめと今後の展望を行う。 
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第 2 章 

背景 

 

2.1 気象情報に関する調査結果 

 

 本章では、気象情報に関する過去の調査結果から気象情報の現状としての課題を確

認するとともに、これまで行われてきた科学的側面と社会学的側面からの気象情報に

対するアプローチの変遷、そして気象災害に関わる各種取組の特徴を確認することを

通して、気象情報の利用者と作成者の間に存在する溝について確認する。 

気象情報については、台風等により災害が発生するたびに適切な運用がなされたか、

適切に利用されたか等、事後調査として各種調査が行われている。また一方で、現在

の気象情報への理解等の調査も気象庁等により実施されている。こういった過去の調

査結果から、災害時に発表される防災気象情報については、その有用性とは裏腹に依

然多くの課題を抱えていることが指摘されている。特に、新しい情報が作成されるた

びに課題となるその認知度やますます高まる情報待ちは、大きな課題である。 

気象庁（2011）の調査によれば、新たに導入された防災気象情報の住民の認知度と

して、市町村注警報の開始について 26.7%、土砂災害警戒情報の役割について 12.5％

など低いことが確認されている。また情報を入手した際の行動として「今後の気象情

報に気をつける」と回答する、つまり情報待ちの姿勢を示す住民が多いことが確認さ

れている。例えば、大雨警報の場合に 82.6%の住民が、土砂災害警戒情報の場合 80.8%

の住民が「今後の気象情報に気を付ける」と回答している。さらに「記録的短時間大

雨情報」についても、83.3%の住民が同様の回答を選択している。「記録的短時間大雨

情報」は、1 時間雨量歴代 1 位または 2 位の記録を参考にして設定した基準に基づく

数年に 1 度程度しか発生しないような大雨が実際に観測・解析された場合に発表され

るものであり、短時間強雨に関する情報としては、これ以上の気象情報は存在しない

にも関わらず、このような結果を示しているということは、情報への理解という点で、

大きな問題である。 

第 3 章でも取り上げる福長ら（2014）の特別警報についての調査結果からも同様の

ことが確認されている。特別警報は 2013 年 8 月 30 日に導入された数十年に一度とい

う大規模災害を対象にした気象情報であり、これまでの警報と比較して格段に高い基

準値が設定されている。この特別警報について、2013 年 9 月 16 日初めて発表対象と

なった京都府・滋賀県・福井県の住民を対象にした福長らの調査結果によれば、特別

警報が導入されて 1 か月を経たない内に発表されたこともあり、特別警報の認知度は
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69%であったが、当時情報の発表を知った人の内、70％が「特に何もしなかった」と

回答している。結果として、この 3 府県では住宅の浸水被害が床上浸水 2,169 棟、床

下浸水 4,539 棟（消防庁災害対策室, 2013）と大きかったものの、人的被害としては死

者が滋賀県で 1 名、行方不明者は 0 名であり、過去の豪雨災害と比較すると小さかっ

た。しかし、当時のそれぞれの状況を考慮しても、この 70%の人が「特に何もしなか

った」ということが適切であるかは十分な議論が必要である。 

実際、過去の災害を鑑みても、防災気象情報の危険度にも関わらず、対応行動が

取れず被害に遭う場合も確認されている。 

清水ら（2010）は、平成 21 年 7 月に発生した山口豪雨災害について調査を行い、

土砂災害警戒情報の発表にも関わらず行政がそれを十分に利用できなかったこと、ま

た住民が土砂災害警戒情報について 14%しか知られておらず、約 40%の人が「土砂災

害が起こるとは思わなかった」ことを確認している。 

牛山ら（2010）は、平成 21 年佐用豪雨災害について、「避難したことによって生じ

た犠牲者」について触れ、リードタイムが短く早期の避難行動はできた可能性は低い

ものの、佐用町では稀に見る雨量となり、土砂災害警戒情報が出されている最中に避

難が行われ、遭難したことが指摘されている。 

内閣府（2012）は、平成 23 年紀伊半島大水害の被災地である奈良県と和歌山県に

おいて調査を行い、住民や防災担当者にとって、経験のない記録的な豪雨により、比

較的安全であると思われていた場所、災害常襲地域以外の場所でも、災害に襲われた

が、事前に災害のイメージを持つことができなかった点を課題として挙げている。当

時、広い範囲で総降水量が 1,000 ミリを超える記録的な大雨となることがある程度事

前にわかっていたことを考慮すると、気象情報からの災害イメージをもっと持つこと

ができたのではないかというわけである。 

現在の気象情報が対応できないような災害もあるのも事実であるが、このように過

去の事例が示すように、気象情報にもとづく災害への対処については、十分に機能し

ていない場合も依然多いと言える。もちろん、災害時の対応行動は気象情報だけで決

定されるわけではない。しかし、上記の調査結果から言えることは、気象情報が伝え

たい災害リスクが十分に住民に伝達、理解されていない現状が確認される。 

 

 

2.2 科学情報としての気象情報 

 

気象情報は、科学情報でありかつ社会情報である。流体力学や気象学を基本とする

気象情報は、元来自然科学の応用であり、その限りで、まずは科学情報である。一方、

気象情報は社会に伝達し活用されるという点で社会情報でもある。これまで気象観測

網の充実や気象予測の精度向上、新たな気象情報の開発により、気象情報は日本にお

ける災害に対する被害の抑制や軽減に大いに役立ってきた。 

 本節では、まず科学情報としての気象情報について、観測技術や予測技術の観点か
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ら、過去からの変遷や改善を確認する。 

 日本における気象観測の代表格は、アメダス（地域気象観測システム）である。1974

年 11 月 1 日からの運用以来、全国 1300 箇所にて降水量、風向・風速、気温、日照時

間、積雪等を自動観測している。当時、各観測所で実施されていた観測業務はアメダ

スの運用により自動化され、またデータ通信により迅速に収集することが可能となっ

た。これにより、各地点での気象場の把握が格段に向上した（気象庁, 2014）。このア

メダスは現在でも解析雨量などへの利用など、気象状況の把握の基本として利用され

ている。 

 一方で、アメダスの設置前から運用していたのは、富士山レーダーに代表されるレ

ーダーである。アメダスと異なり面的な把握が可能なレーダーは、1954 年から気象庁

の現業業務に導入が始まり、1972 年には全国をカバーするネットワークが完成してい

た（鈴木, 2010）。その後、ドップラー効果を利用した風の観測も可能なドップラーレ

ーダー（石原編（2000）など）が登場し、さらに従来のレーダー反射因子 Z と降雨強

度 R の Z-R 関係式に基づく降雨推定手法から、縦波や横波成分を評価し雨滴の形状等

の把握も可能な二偏波レーダーなど、垂直・水平偏波観測による反射強度の比 Zdr や

位相差の変化率Kdpといった要素の観測が可能なマルチパラメータレーダーが登場し

た（鈴木, 2010）。最近ではその一つとして時間分解能 1 分・水平解像度 250m で観測

可能な X バンド MP レーダーが運用されている（国土交通省河川局, 2012）。X バンド

MP レーダーは、夏季の熱雷などの短時間強雨の観測に力を発揮しており、気象庁の C

バンドレーダーと組み合わせた降水ナウキャストも実用化されている（加藤ら（2009）

など）、佐藤（2007）など）。 

また他にも、ウインドプロファイラーやライダーといった遠隔地上観測網が整備さ

れている。 

そして、ますます発展を遂げてきているのが上空からの観測網である衛星観測であ

る。日本における代表格としては静止衛星である「ひまわり」が挙げられる。1978 年

4 月 6 日に赤外と可視の 2 バンド（3 時間毎）で運用が始まったひまわり（1 号）によ

る観測も、2014 年に打ち上げられた最新のひまわり 8 号は、可視域 3 バンド、近赤外

域 3 バンド、赤外域 10 バンドの計 16 バンドを持ち、地域によっては 0.5-1km の解像

度で 2.5 分毎に観測が可能となるなど、観測性能が大幅に向上しており（佐々木ら

（2011）, 気象庁観測部気象衛星課（2014）など）、チャンネル数の増加は近年顕著で

ある。これにより、雲の発達の変化や鉛直方向の水蒸気分布の詳細な把握が期待され

ている。 

衛星観測は台風の動向把握において特に重要であるが、衛星の運用については、世

界気象機関（WMO）の世界気象監視計画（WWW）に基づいているが、その中で、気

象庁による予測では、以下のような各種衛星観測データをデータ同化などに利用して

いる（佐藤, 2012）。 

・大気追跡風（MTSAT,GOES などの各静止軌道衛星）や極域大気追跡風（Terra, Aqua）

による風の観測 
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・晴天放射輝度温（MTSAT,GOES などの各静止軌道衛星）による放射輝度の観測 

・マイクロ波サウンダ（NOAA, Aqua, METOP）による気温、湿度、放射輝度の観測 

・赤外サウンダ（Aqua）では、気温、湿度、放射輝度、オゾン量の観測 

・マイクロ波イメージャ（DMSP, TRMM）による降水量、可降水量、放射輝度、海

面水温観測 

・マイクロ波散乱計（METOP）による気温、散乱断面積の観測 

・GNSS 掩蔽観測（GRACE, METOP,COSMIC,TerraSAR-X）による屈折率・屈折角と

電波遅延量の観測 

 

 一方、予測技術については大きく 2 つの時代に分けられる。観測データや観天望気

などを利用した観測データに基づき気象予報士の経験や技量が重視された時代と計算

機の導入によりコンピュータによる気象予測情報が提供されるようになった時代であ

る。特に後者の近年における技術開発は著しい。気象庁において、気象予測に計算機

が導入されたのは 1959 年に遡るが、2012 年には第 9 世代数値解析予報システム

（NAPS9）が運用を開始している。NAPS9 は 847TFLOPS という高性能スーパーコン

ピュータシステムであり、今後の気象予測を支えるものとなっている（室井（2011）

など）。これまで気象予測には様々な気象予測モデルが開発され、現在は全球モデルと

して GSM、メソモデルとして MSM、局地モデルとして LFM がそれぞれ運用されて

いる。LFM は 2012 年 8 月 30 日から本格運用された予測モデルであり、防災気象情報

への利用を想定しており、水平解像度 2km と局地的豪雨の予測が期待されるモデルで

ある（荒波ら, 2007）。またその他にもアンサンブル予測モデルとして、週刊アンサン

ブル予報システム（WEPS）や台風アンサンブル予報システム（TEPS）が、週間予報

や台風予報用に開発されている。 

このような予測モデルの開発とは別に、上記の予測モデルの初期値を提供するため

の、観測データの同化のための解析モデルや、予報現業に利用する各種ガイダンスも

開発されている。 

このように、最新のスーパーコンピュータの利用や衛星観測技術の進展により、予

報モデルの空間時間分解能の高分解能化や力学フレームや物理フレームの高度化によ

り予報精度向上が図られてきている（竹内（2004）、新田ら（2009）など）。 

 

 

2.3 社会情報としての気象情報 

 

前節に示したように、気象情報における観測技術及び予測技術により空間及び時間

分解能の高度化や現象表現の精緻化が図られる一方で、利用者を考慮した社会情報と

しての側面にも改善が試みられている。本節では、社会情報としての気象情報として

の側面に着目し、過去の気象情報の変遷を確認する。 

社会情報としての気象情報の側面を見た際、大きく３つのフェーズが存在すると言
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える。まずは初期の暴風を主体とした警報の時代、二つ目は大雨や洪水など各種警報

が導入された気象業務法の制定以降、そして、3 つ目は今後予定されている防災気象

情報のレベル化である。 

現在の気象庁における防災気象情報の始まりは 1883 年の暴風警報であった。その

後、この暴風警報は 1903 年に沿海警戒、海陸警戒、暴風警戒の 3 種類に分けられ、さ

らに 1908年には全国暴風警報と地方暴風警報に分離された。1934年の室戸台風の際、

暴風警報の頻発が問題視され、1935 年には、暴風警報（暴風雨、暴風雪襲来し災害の

大ならんとする見込みなるとき）と気象特報（風雨、風雪、大雨、大雪、その他特に

注意を要する気象上の異常現象の起こらんとするとき）に分けられた（市澤, 2014）。

これが、防災気象情報の初期として暴風警報を主とした時代である。 

そして、第 2 のフェーズとして、1952 年の気象業務法の制定が挙げられる。この気

象業務法の制定により、防災気象情報は暴風警報を主体とした体系から、現在でも利

用されている警報と注意報という体系に変わり、暴風雨（1988 年に雨を除外し暴風に

変更）、暴風雪、大雨、大雪等の各種現象への注意喚起が図られるようになった。この

警報、注意報の枠組みの中で、近年大幅な防災気象情報の改善や変更が行われてきた。

1982 年の長崎豪雨を受け、記録的短時間大雨情報が導入された（長崎地方気象台ホー

ムページ）。1993 年の鹿児島豪雨による土砂災害以降、土砂災害に特化した情報の検

討を始め、2000 年以降、土壌雨量指数を警報等の基準に導入するとともに、2005 年に

鹿児島県において土砂災害警戒情報の運用を始め、2008 年からは全国に展開している

（立原（2006）、土砂災害への警戒の呼びかけに関する検討会（2012））。2001 年には、

気象庁と都道府県知事の共同発表による指定河川洪水予報が始まる（金木誠, 2001）。

情報として表面的には出てこないが、2008 年には洪水予報において流域雨量指数も導

入された（田中ら, 2008）。また 2006 年に宮崎県延岡市や北海道佐呂問町で突風被害

が相次いだことを受け、2008 年には竜巻注意情報（瀧下, 2009）も新たに導入されて

いる。表現の変更として、水位表現のレベル化及び表現の向上（国土交通省河川局・

気象庁予報部 2007）など、利用者視点での改善も図られている。また一方で、警報・

注意報の対象区域についても、1987 年には二次細区分、2010 年には市町村毎へと細分

化されている（気象庁予報部 2010）。そして、2013 年には、気象業務法が改正され、

新たに特別警報が導入され、防災気象情報に最大級の警戒を必要とする新たな段階の

予報が追加された（気象庁 2013a）。 

 最後の第 3 のフェーズは現在検討段階の話ではあるが、防災気象情報のレベル化で

ある（気象庁, 2013b）。上記で触れたように、気象業務法の枠組み内で気象情報を検

討してきた結果、気象情報は多様化・複雑化し、その体系的な整理の必要性の声が挙

がっていた。それを踏まえ、これまでの気象情報をレベル 1～レベル 5 に整理するこ

とにより、体系を再構築するとともに、時系列的な災害対応に利用しやすくしようと

するのが狙いである。 

 このように、防災気象情報の基となる気象技術や観測技術と連携しながら、社会情

報としての気象情報は大きな変化を遂げてきたと言える。 
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2.4 気象災害に関わる社会の取組 

 

気象情報は科学技術の成果を利用し発展して来た身近に存在する科学技術の代表

格である。しかしながら、実際には、このような最新の技術を利用し、利用しやすい

ように開発されてきた気象情報についても、2.1 で触れたように、その情報への理解

は十分ではなく、その認知度も十分ではない。また 2.1 で取り上げた過度の情報依存

による情報待ちの課題も実際の地域における調査において確認されている（片田ら，

2005）。 

では、地域における気象情報を利用し、災害に備えるなどしている取組はどのよう

なものがあるのか。全国的に防災に関する各種取組をまとめたデータはいくつかある

（例えば、内閣府（防災担当）（2009）、防災まちづくり大賞（2009）、防災まちづくり

ポータルサイト（2009）など）。しかし、その多くは地震や津波災害を対象としており、

風水害を対象としたものは少ない。その中で、地域コミュニティの力を活用した風水

害対策の活動事例についてまとめたものとして内閣府（2005）があり、これによれば、

その活動事例の多くが直接気象情報に関係しない風水害時における避難対応等を主眼

としており、雨量などの気象情報を利用して地域独自の災害対応を実施しているのは、

20 事例中 2 事例と少ない。 

この事例では取り上げられていないが、2.2 や 2.3 で挙げたように、社会情報として

の有効性を情報システムの観点から高めようとする動きもある一方で、利用者側にお

いても住民たち自身で地域の危険情報を集めるなど、各地で利用者の視点を意識して

気象災害に備える取組や研究が行われている。以下に、いくつか事例を挙げる。 

片田ら（2010）は、群馬県みなかみ市栗原地区などにおいて、土砂災害に関係する

地域の情報を住民間で共有する取組を行った。この取組では、外部の情報に頼らず、

住民自身で地域の独自の情報を収集し共有することで、災害時の対応行動を喚起して

いる。 

山田ら（2008）は、熊本市坪井川や白川周辺地域において、洪水氾濫シミュレーシ

ョンを避難訓練に利用しながら、実際に浸水が始まった際の行動を意識した市民参加

型の取組を進めている。この地域では、水位を確認する地域独自の観測網やライブカ

メラを用いて、地域独自で事前に災害に備えている。 

兵庫県佐用町では、平成 21 年 8 月の台風第 9 号による豪雨災害を受けて、地域の住

民自身が地域の状況を確認する災害モニターとなって、情報を収集する制度を設けて

いる（佐用町台風第９号災害検証委員会 2010）。上述の栗原地区と異なり、制度上は、

行政が災害対応を行う上で必要とする情報の収集という位置付けである。 

片田ら（2011）は、行政が提供するハザードマップについて、従来型のものに対し、

災害に対する対応行動を追加した行動指南型ハザードマップを提案している。災害リ

スク情報だけでなく、実際の災害時には、具体的な対応行動を確認できる。これによ

り、災害リスクを認識するとともに、実際の災害時にも利用できるツールとしての機

能を果たしている。 
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その他、逃げどきマップ（行動指南型洪水ハザードマップ）（片田ら, 2011）、住民に

よる風水害図上訓練（植松ら，2011）などが挙げられる。 

いずれも、多くの場合、地域の住民自らもしくは行政が住民向けに、地域における

危険度を評価し、情報を共有することで、地域の災害に備えようとする取組である。

これらの取組において、特徴付けられるのは、災害情報を、中には地域住民でしか知

らないような固有の情報のように、市町村単位よりも細かな特定の地域や個人レベル

での情報として、地域性の高い質的な情報として捉えている点が挙げられる。また、

片田ら（2011）は行政主体の取組であるが、他の事例は主に住民が主体的に取り組ん

でいる。このように、これらの取組と現在の気象情報の大きな相違点は、特に情報の

ローカリティとその作成主体にあると言える。 

一方で、このような利用者視点を重視した取組は、2011年3月11日に発生した東日本

大震災に伴い、再検討の大きな流れが起きた津波情報においても確認される。気象庁

が実施した津波情報の改善（気象庁, 2012）は、どちらかというと情報内容の視点か

らの改善であり、実際、及川ら（2014）によれば改善効果が確認されている。一方、

福長（2013）は、東日本大震災後の津波情報の伝達方法について調査している。これ

によれば、東日本大震災以後、津波に関する情報の伝達内容に、地域の独自性が取り

入れられるようになった。岩手県釜石市では、津波の高さにより避難行動に差が出る

ことで被害者が増えることを避けるため、津波の高さを言わない津波情報の伝達を検

討している。その他、高知県黒潮町では地震発生後からカウントアップ放送を行い、

危機意識を喚起し行動につなげる取組について検討が進められている（矢守（2013）

など）。 

これらの取組や研究に共通するのは、情報の体系を変えたり、情報の危険度のレベ

ルの区分を変えたり（例えば、気象庁（2013b））するような種のものではなく、情報

としての課題を情報の作成者と利用者の関係に関わる課題と捉え、作成者に偏重した

課題認識による改善から、利用者が真に参画する形で課題を克服しようとしている点

にある。 

このように、これらの取組や研究で重視されている視点と 2.2 及び 2.3 で取り上げた

これまでの改善における視点はやや異なるものである。この事実は、住民が災害時に

求める情報と現在の気象情報が伝える情報との間に、溝が存在している可能性を示し

ていると考える。 
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第 3 章 

気象情報の社会利用に関する研究 

 

3.1 情報利用とリスク認知 

 

3.1.1 リスクコミュニケーション 

 

 気象情報の社会利用を考える上でその多様な利用状況の関係上、様々な分野や理論

が関係してくる。本章では、そのうちリスクコミュニケーションやヒューリスティク

ス等のリスク認知と関係する研究や気象情報と社会の関係における合理性や社会制度

の観点から総観する。 

 気象情報は災害時におけるリスクコミュニケーションに大きな影響を与えている。

それは、各種行政機関ばかりでなく、広くテレビなどのメディアにより伝えられるこ

とからも明らかである。このような災害時における情報を介在としたリスクコミュニ

ケーションについては、種々の議論がなされている。本節では、情報の内容に対する

議論をする前に、この情報を介在としたリスクコミュニケーションについて確認する。 

リスクコミュニケーションの定義としては、National Research Council（1989）によ

るものが代表的であり、その中で「リスクコミュニケーションとは、個人・集団・機

関間における情報や意見のやりとりの相互作用的過程である」とされている。そして、

このようなリスクコミュニケーションについて、大きく①ケアコミュニケーション、

②コンセンサスコミュニケーション、③クライシスコミュニケーションの 3 種類に分

けられるとされている（Lundgren&McMakin, 2013）。ケアコミュニケーションはイン

フォームドコンセントに代表される個人がリスクに対処する上での手助けを行うコミ

ュニケーション、コンセンサスコミュニケーションは古くから利用されている集団や

組織での意思決定のためのコミュニケーション、クライシスコミュニケーションはリ

スクが顕在化した際の対処に関わるコミュニケーションである。災害時におけるリス

クコミュニケーションにおいては、これらすべてのコミュニケーションが関係してく

る。例えば、気象情報は災害対応を行う上でのケアコミュニケーションの役割を果た

すとともに、社会集団における意思決定の材料にもされている、そして災害というク

ライシス発生のリスクに関わるものでもある。 

このような様々なリスクコミュニケーションに関わる気象情報がこれまでどのよ

うな変遷を辿っていたかは 2.2 および 2.3 で確認したが、一方でこのような災害情報

を利用する上で、情報依存等によるダブル・バインドの課題が指摘されている。ダブ
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ル・バインドは、Bateson（1972）が掲げた概念であり、メッセージとそのメッセージ

が持つメタ・メッセージとの間に生じる矛盾や葛藤のことである。このダブル・バイ

ンドについて、矢守（2013）は、災害情報への依存による 3 つのダブル・バインドの

存在を指摘し、その状況を打開するための方法について述べている。ここでいう 3 つ

のダブル・バインドとは、「『情報待ち』を再生産するダブル・バインド」、「行政・専

門家依存を再生産するダブル・バインド」、「客観的な災害情報観を再生産ダブル・バ

インド」である。1 つ目の「『情報待ち』を再生産するダブル・バインド」は、情報待

ちの課題を解決するために、情報を待たずに逃げてくださいと言うことが、逆に情報

に依存する状態を示していることを意味する。2 つ目の「行政・専門家依存を再生産

するダブル・バインド」は、災害情報が持つ「メッセージを作る人とそれを受け取っ

て行動する人がいる」というメタ・メッセージ自体が、情報における過保護と過依存

の関係を再生産することを意味する。そして、3 つ目の「客観的な災害情報観を再生

産ダブル・バインド」は、これまで一般的であった「災害情報は、自然的状況または

社会的状況を客観的かつ一意的に記述するものである」というメタ・メッセージがさ

らにそれを強化するような一意的な防災マニュアルなどの情報やメディアを生成する

ことを意味している。このような種々のダブル・バインドにおける依存的な関係の解

消として一般の人々そのものを災害情報として機能させる率先避難者（片田, 2006）

や災害情報の固定的な見方を排除するクロスロード（矢守ら, 2005）の取組が挙げら

れる。 

 

 

3.1.2 ヒューリスティクス 

 

 前項で触れたように、災害に関するリスクコミュニケ―ションには、現状を踏まえ

た種々の議論が展開されている。そのような関係性に関する議論がある一方で、情報

の内容そのものからリスクコミュニケーションの改善を図る研究も進められている。 

 気象に関連する災害については、地震や津波などの突発的に大規模な被害が発生す

る災害と異なり、ある程度気象情報による事前のリスク情報の提供が可能な場合も多

い。しかし、実際には、過去の災害においても「こんなことになるとは思わなかった。」

といった想定外の認識を示す住民が少なからずいる。そこには情報の発表タイミング

や情報が伝わる状況にももちろん関係するが、同時に情報を受け取った際に、受け手

が災害リスクに対して、どのような理解を示していたかも重要である。そのため、災

害が発生するかどうか不明確な状況下において、気象情報が受け手にどのようなリス

ク認知を喚起させるかは重要な視点である。 

確実に災害が起きるなどの決定的情報が存在しない不確実性（曖昧性）下での意思

決定における数的解釈としては、非線形効用理論、ファジィ意思決定理論、無知下で

の意思決定などの議論がなされている。 

 一方で、上市・楠見（1998a, 1998b）が、リスク認知は、好ましくない事象が発生す
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ることに対する各個人の主観的な確率判断であるというように、個人がどのように判

断するかが大きくその意思決定に影響を与える。このような個人による意思決定につ

いて、竹村（2004,2006）によれば、反応モード効果やフレーミング効果により、人の

判断は非一貫的なものになるという一方で、以前から不確実性下での人間の判断に関

する研究が行われ、ヒューリスティクスという形で定式化が行われてきている。 

本節では、災害時におけるリスク認知として、Simon の限定合成性の考え方から生

まれたヒューリスティクスについて触れる。 

 一般的に、確率は、認識論的なものと客観的なものに分かれ、それぞれ論理（古典）

説と主観説、頻度説と傾向説に分けられる。このうち、ヒューリスティクスは頻度説

に基づいており、認知された確率で公理が守られているか、主観に基づく認識論的確

率がどのようなものであるかについて検討が加えられたものである（中谷内編, 2012）。

条件の揃った確実性下での意思判断と実社会での人間の意思判断に矛盾があることは

確認されており、例えば低頻度の事象は過大視し高頻度の事象は過小視する（1 次バ

イアス）の傾向は知られていた。このような不確実性下での意思判断について、Simon

（1957）は、人間は限られた認知的能力と限られた時間の範囲内で有効な意思決定や

判断を行っているという限定合理性の概念を主張した。 

この限定合理性に基づき、種々の実証研究が行われ、その代表的なものとしてヒュ

ーリスティクスが挙げられる。ここで、代表的なヒューリスティクスについて、主に

Tversky と Kahneman による研究を例として以下に挙げる。 

 

（1）代表性ヒューリスティク 

 代表性ヒューリスティクの有名な例として、Tversky & Kahneman（1982）が挙げた

連言錯誤のリンダ問題が挙げられる。リンダ問題は、ある設定をされたリンダという

女性がどのような人かを問う問題であり、通常は条件を追加することによりそれに該

当する可能性は小さくなるはずであるが、その追加される条件がリンダという人を代

表するような条件である場合に、条件を追加することで返ってそれがリンダであうと

判断する人が増えるというものである。つまり代表性がそのものに対する概念を代表

してしまうことによる現象である。このように、代表性ヒューリスティクは「事象 A

が過程 B によって生ずる、あるいは B というクラスに属する確率について判断すると

き、人は A が B の代表性をもつ、すなわち A が B に似ている程度によって評価する」

（中谷内編, 2012）ことを意味する。 

その他、少数の法則として、Tversky & Kahneman（1974）は、表裏のコインの出方

（表：〇、裏：×）について「××××××××××」と裏が連続する確率は、「〇×〇××〇〇〇

××」と表と裏が両方とも出る確率より小さいと判断してしまうことを取り上げている。

このようなものも「極めて多数回投げていれば、表と裏が半数ずつ出るはずだという

性質」を代表的な性質として捉えてしまうことに由来している。 

 その他にも、Kahneman & Tversky（1973）の基準比率の無視など、いくつかの代表

性ヒューリスティクが確認されている。 
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（2）利用可能性ヒューリスティク 

 利用可能性ヒューリスティクは、実際よりも頻度が少ないものや類推しやすいもの

は過大視し、頻度が多いものや類推できないものは過小視する傾向のことを意味する。 

 Lichtenstein et al.（1978）は、アメリカにおける各種死亡要因と死者数の関係を調査

対象者に評価させた。その結果、頻度の少ない天然痘や竜巻などは実際の頻度より多

く評価され、逆に心臓疾患や殺人など比較的頻度が多いものは実際より少なく評価さ

れた。このように、頻度に応じてバイアスがかかることが知られている。 

 このようなバイアスがかかる要因として自己中心バイアスが挙げられている。Ross 

& Sicoly（1979）は夫婦 37 組を対象に、家事などの生活行動についてそれぞれ別々

に自分自身が担っていると考える割合を確認したところ両者の結果を足すと 100％

を優に超えることが確認された。これは、自分自身がしている家事は推測しやすく、

妻という他者の割合よりも多目に見積もってしまうことに由来すると考えられてお

り、このように、物事を考える際は、自分自身に関わることを過大視してしまう自己

中心バイアスがかかる。この事象も利用可能性ヒューリスティクによると考えられて

いる。 

 

（3）係留と調整ヒューリスティク 

 係留と調整ヒューリスティクは、不確定な条件下で、頻度や確率の推定を行う際、

人は初期条件を基に推測を行い（初期条件による係留）、それをもとに調整を行う、そ

のため、初期条件によるバイアスがかかることである。 

 例えば、Tversky & Kahneman（1974）は高校生を対象に、掛け算の答えを 5 秒以内

で 回 答 さ せ る 課 題 を 用 意 し た 。 掛 け 算 と し て 「 8×7×6×5×4×3×2×1 」 と

「1×2×3×4×5×6×7×8」を用意した。結果、前者は後者より回答値が大きくなった。つ

まり回答者はそれぞれ降順と昇順による影響を受けたと考えられる。 

 また同様に Tversky & Kahneman（1974）は、「国連に属しているアフリカの国家の

割合は？」という問題に対し、与えた値より大きいか小さいかを判定させたところ、

65 を与えた場合、推定の中央値は 45 となり、一方 10 を与えた場合、推定の中央値は

25 となった。このように曖昧な条件下では最初に与えられた条件で推定値が大きく変

化するわけである。 

 

このような Tversky と Kahneman を中心としたヒューリスティクスの研究以降、近

年では、より認知的・直感的な意思決定と関係したヒューリスティクスの研究が増え

てきている。 

Gigerenzer & Todd（1999）や Todd & Gigerenzer（2000）は、それまで提唱されてい

たヒューリスティクスは、条件を限定する分、認知上余計に複雑な計算を必要とする。

しかし、人はより単純な方法で判断しているという考え方を示したものである。具体

的には、単純停止ルールを採用し、情報検索の停止は検索にかかるコストと便益のバ

ランスで決まるのではなく、片方にしかない条件が出た時点で停止するというより単
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純なヒューリスティクとして生物学的合理性を持つ高速で倹約な再認ヒューリスティ

クを提案している。 

 また Finucane（2000）は、対象を認識する際に、感覚的にきれい・汚い、やさしい・

厳しいといった何らかの感覚的な評価である感情を持って判断や意思決定を行うとい

う感情ヒューリスティックを提案している。 

このように、実証研究の結果、不確実性下での意思判断に関して、様々な実態が確

認され、人間の判断がどのようなものであるかのモデル化が図られてきた。 

 では、実際に災害時における意思判断を支援するためには、どのような方法が可能

であろうか。中谷内編（2012）は、繰り返しのある複雑な動的リスク状況下の意思決

定プロセスの事例を引用し、利益と損失両方が存在するリスク状況においては、人は

リスクの大きさよりもベネフィットの大きさに注目し行動を選択する傾向が高く、リ

スクの大きさをきちんと理解したうえで選択するということは、ある程度の経験が必

要であるということを述べている。このことから言えば、人生に数度遭うか遭わない

かという災害に対し、適切なリスク認知による選択を求めることは難しいと言える。

その一方で、災害時に事前情報としての役割を果たしうる気象情報は、適切なリスク

認知を促す上で、重要な役割が求められていると言える。 

 

 

3.1.3 情報表現による効果 

 

3.1.2 のヒューリスティクスと関連し、情報表現が気象情報の効用にどのような影響

を与えるかは、災害時において重要な情報となる気象情報を検討する上で重要である。

その意味で、災害情報の言語表現が持つ影響に注目した研究は、気象情報に重要な示

唆を与えてくれる。 

このような研究として、例えば、田中・加藤（2011）は、「きわめて」や「ただちに」

といった聞き慣れない副詞を使用した場合に、池田（1986）が緊急時意思決定の要因

として挙げる「事態の重要性」と「状況の切迫感」を高め、避難の必要性が効果的に

強調されることを確認し、何か尋常ならざることが起きつつあるとの印象を与えるよ

うな避難情報を考案することが重要であると指摘している。 

また吉井（2006）は、避難情報の理由を伝えることや災害状況のイメージが具体的

に沸く情報の必要性を指摘している。これと関係して、河川水位について情報量と表

現の違いによって状況理解度や避難の必要性の感じ方に違いが生じることを確認した

淺田ら（2001）の指摘もある。 

 一方で、定性表現と定量表現に関する考察として、田中ら（2012）は 9 つの情報文

について 5 件法により緊迫感、他者の避難予想、自身の避難予想の観点からその優位

性を評価している。また本間ら（2014）は、大雪に関するアンサンブル予報の表現に

ついて、その表現方法に対して外出を控えるかどうかという尺度から評価を行い、そ

の一つとして確率値よりも文言表現の方が、予測内容による対処行動意向の差がなく
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なったと報告している。また及川ら（2014）は 2013 年 3 月に定性的な表現を利用する

変更がなされた津波情報の表現について、数値表現により来るであろう津波の高さの

イメージの固定化を抑制し回避できることを示している。 

 なお、このような言語表現の違いが与える影響については、竹村（1990）がファジ

ィ―評定法により、天気予報における降水確率・受験の合格確率・病原菌による初票

確率の異なる 3 つの状況下における言語表現と数値表現の対応関係を確認したり、

Wallsten et al.（1993）も同様に言語表現と数値表現の比較から、受け手と送り手で表

現方法の好みが異なることを確認するなど、他分野でも研究が進められている。 

 

 

3.2 気象情報と社会の関係性 

 

3.2.1 科学技術と社会 

 

科学技術の発展の一方で、科学技術と社会の間にはが様々な課題が発生してきたこ

とは、過去の歴史が物語っている。このような科学技術と社会の課題については、最

近では BSE、遺伝子組み換え食品、ヒトゲノム、原子力発電に関する各種安全問題な

ど、身近な生活に関わり合いが多い課題が多く取り上げられている（小林編，2002）。 

このような問題について、小島（2007）は、ドイツの社会学者 U.ベックの言うとこ

ろとして、科学技術的合理性の視点から、今問題となっているリスクは技術の失敗や

欠如ではなくまさにその技術が高度になりすぎたことに原因があるという点を挙げ、

その結果として、リスクの巨大化や先鋭化が、決定者/被影響者の分化を促進させ、判

断の集合性を掘り崩し、システムからの解放と個人化を進めてきたことを指摘してい

る。また一方で、このことは、科学技術のブラックボックス化による課題（池田，2013）

と合せて、科学技術の社会利用が進み、そこに科学的合理性だけでなく、科学技術の

公共ガバナンス（藤垣（2002）など）に見られるように社会的合理性が求められるよ

うになってきたこと、つまり客観的な科学的データのみで判断されるのではなく、社

会を構成する一般の人々が納得することの重要性が科学技術に求められるようになっ

てきたことが大きく影響している。 

日本における科学と社会の関係性については、1960年代までの科学技術至上主義時

代に対し、1970年代以降科学への不信感が強まり（平川，2010）、若者の科学技術・

理科離れ（科学技術庁編（1997）、内田・守（2012）など）が指摘されるなど、両者

の距離感は社会的に大きく注目されている。そのような中、様々な科学技術への社会

的アプローチが行われてきた。藤垣・廣野編（2008）は、科学技術社会論の立場から、

科学技術と社会の合理的な関係性を構築するための科学技術コミュニケーションにつ

いてこれまでの変遷を述べている。1985年にイギリスのロイヤルソサエティにより報

告された「The Public Understanding of Science」に始まる欠如モデル（一般大衆に科学

知識を教授することが重要であるという考え方）への批判の強まりとともに、科学技
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術と社会との関係性における民主主義モデルが多数提案されるようになった。例えば、

科学の公共理解を目指した双方向のコミュニケーションを前提とする「文脈モデル（一

般人は専門的な知識はないが、それぞれの文脈により理解していることを前提とする

モデル。ここでいう文脈とは、それぞれの条件や考え方、経験などにより異なる、対

象とそれぞれの関係性や状況を意味する。）」や市民による意思判断を進める「市民

参加型モデル（市民の知識であるローカルノリッジを意思決定に役立てるモデル）」

が提案されてきた。しかし、一方で藤垣・廣野編（2008）は、日本においては、科学

の絶対性への信仰がまだ根強いことや、科学技術に関するコミュニケーションが科学

技術への理解不足に対する科学への理解増進を目的とした欠如モデル型の考えに基づ

く課題の中で定義されることが依然多いのが実情であることに触れている。 

一方で、外部に委託された社会制度については、池田（2013）は、素人の考え方で

ある「しろうと理論」を満足させることにより科学技術はブラックボックス化される

ことを社会的に許容されるが、その社会的な制度信頼は、「リスク対処の代理人構造（専

門家等への外化に伴ってリスク対処についても併せて代理化されること）」と「制度の

安心機能」に依存し、専門家である外部者に委託された制度においては、カテゴリー

信頼（専門家に対する信頼）が生み出す安心感がその制度信頼に大きな影響を与える

としている。また外部者に委託する過程を通して、ブラックボックス化される科学技

術について、インフォームドコンセントが求められている点も指摘している。このよ

うなインフォームドコンセントに対しては、科学技術の世界では、日常生活に密着し

た遺伝子組み換え食品や原子力技術など社会的に注目を集める話題を中心に、小林編

（2002）にあるようにコンセンサス会議やサイエンスカフェなど、専門家と一般人が

意識の整合を図り、その技術の社会的合理性を追求するアプローチも試みられている。 

 

 

3.2.2 気象情報を取り巻く関係性 

 

ここで、気象台・自治体・住民それぞれを主体としてやり取りされる情報の関係の

イメージ図を図-3.1 に示す。この関係図では、両方に矢印が向くものは双方向的にや

り取りされる関係を、片方に矢印が向くものは一方向的に提供される関係を意味する。

また各主体の背後にある楕円は主に各主体単独で関与するものを意味する。なお、本

研究では、この関係図から情報をめぐるコミュニケーションを確認することが目的の

ため、伝達が主目的となるメディア等は図から省略している。 

この関係図を利用し、気象情報をめぐる気象台・自治体・住民それぞれを主体と

した一般的な関係を図-3.2に示す。関係性が強い流れは着色し、関係性が弱い流れ

は点線白抜きで示している。 

 2.4 において、様々な形で取り組まれている気象災害に関わる取組や研究を挙げ

た。ここで、これらの取組や研究については、どのような関係性が確認されるだろう

か。結論として、上述の取組や研究は住民が主体となっていると指摘したように、「地 
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図-3.1 住民・自治体・気象台を主体とする情報の関係図 

※着色箇所は関係性が強い流れを、点線白抜きの箇所は関係性が弱い流れを意味する。 
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図-3.2 住民・自治体・気象台を主体とする気象情報の一般的な関係 

※ 着色箇所は関係性が強い流れを、点線白抜きの箇所は関係性が弱い流れを意味する。 

 

域内のみ」で実施するものや「住民⇔自治体」のように住民と自治体が共同で実施し

ているものが主になっている。つまり、上述の取組や研究においても、図-3.2 と同様

に気象台は住民に気象情報を提供するという関与が主となっており、逆の立場から言

えば、住民はこのような公に認められた気象情報に対しては情報を受け取る以外に関

与していない。この他、気象災害に関する取組として、住民による自治体への被害状

況の報告や自治体と気象台との被害状況の共有、最近では、ローカル情報を共有する

取組として、地域防災 SNS（例えば、鈴木ら（2011）、総務省（2010）など）や株式

会社ウェザーニュースのサポーター制度（ウェザーニュース, 2012）などがあるが、



- 23 - 

これらは主に図-3.2 の気象台に向かう空白部分の矢印を別の形で埋めているとも考

えられ、気象情報をめぐるコミュニケーションの不足を補填しているとも言える。 

 このように、気象情報と社会の関係性を見た際に、現在の気象情報はその関係者間

の関係性に対するアプローチが決定的にかけており、一方向性が強いのが現状である。 

 

 

3.2.3 気象情報を取り巻く社会制度 

 

 3.2.1 において、様々な形での科学技術の社会における適用性や合理性を追求するア

プローチを取り上げた。 

 では、気象情報を取り巻く社会制度の実際はどのような状況にあるのか。公的な気

象情報は、気象業務法（昭和 27 年 6 月 2 日法律第 165 号）に根拠を発する。特に、そ

の中で警報については、同法第 23 条において、「（警報の制限）第二十三条  気象庁

以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはな

らない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」と規定されているように、

法律上、但し書きの例外を除き警報は、明確に「気象庁の責務により、発表される」

ことが明記されている。1939 年の測候所の国営化以降、基本的に民間による警報発表

はなくなり、1952 年の気象業務法の施行によりそれがさらに明確化された（気象庁

（2014）など）。そして、1959 年の伊勢湾台風では、死者・行方不明者 5 千人超の被

害が発生し、災害対策基本法が制定され、気象予報の精度向上がさらに求められるよ

うになり、気象庁による責務のもと、気象情報の開発が進められてきた。これは警報

に限らず、気象情報全般に言えることである。 

一方で、このことはメタ・メッセージ（矢守（2009）など）として、気象庁という

他者が発表する気象情報への利用者の依存性を高める結果につながっているともいえ

る。1993 年に、民間事業者による一般向けの予報業務が始まるまで、基本的に法的な

束縛のもと、気象情報の社会制度はその責務と重要性から気象庁に依存する制度とし

て位置づけられてきた。そして、民間による一般向けの予報業務の開始以降も、多く

の場合、気象予報というその専門性・特殊性から、気象庁の発表する情報が重宝され

ていることに変わりはなく、特に防災気象情報については、実質その重要性から気象

庁の専売特許とされている（国会運輸委員会 1993）。しかし、このことは、社会制度

として、3.2.2 で取り上げた気象情報の関係性をめぐるコミュニケーションの溝を公認

し、気象情報は受け取るものというメタ・メッセージへとつながっていく。 

 

 

3.2.4 気象情報の社会的合理性と制度信頼 

 

現状として、防災気象情報に対するインフォームドコンセントが十分でないことは、

2.1 で挙げた各種調査における情報認知や情報待ちの姿勢からも確認できる。では、利
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用者である住民は気象情報に対し、実際にどのような印象を持っているのか、そこに

社会的合理性は十分に確保できているだろうか。図-3.3 は、平成 13 年度から実施し

ている気象庁による各種気象情報の満足度調査（気象庁 2002，2003，2005，2006，

2007a，2008）のうち住民を対象とした総合満足度の結果を、一般気象情報と防災気象

情報に分けてまとめたものである。 
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図-3.3 気象情報に対する総合満足度の変遷 

※気象庁（2002，2003，2005，2006，2007a，2008）の結果をもとに作成。 

※郵送や web による住民を対象とした依頼調査結果を抜粋、総合満足度の算定方法について

は、データ元参照。 

 

この結果からわかるように、日常的に利用される一般気象情報と、主に災害時のみ

に利用される防災気象情報を比較した際に、少なくともその情報の存在を認識してい

る利用者は、その満足度に大きな違いはない。しかし、一方で、気象注意報・警報に

ついて言えば、その危険度への認識が十分でないことが確認されている（気象庁（2011）、

静岡大学防災総合センター牛山研究室（2013））。このことからすれば、明確な調査結

果はないものの、危険度と密接に関係する注意報・警報の発表基準を知っている人は

少ない可能性が高い。さらに言えば、その発表基準がどのように決められているかを

知る人も少ないであろう。このことは、注意報・警報に相当する気象現象が発生した

際に、自身の住む地域でどのような現象が発生するかというイメージが、利用者の過

去の経験や感覚に依存することとなり、仮に注意報・警報の発表基準に相当する気象

現象に実際に遭遇したことがない、または遭遇したことがあったとしても今回の気象

現象がそれを上回る規模の場合、住民にとってそれは想定外という認識に至る可能性

を示している。つまり、現在の防災気象情報に対する高い満足度の副作用により、防

災気象情報を十分に理解しなくても情報の有効性に満足する意識が一人歩きしてしま
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う効果と、災害に遭遇すること自体の少なさにより、個人レベルでは情報の課題を認

識する機会が少ないことが、真に個人レベルでの減災につなげるために必要な気象情

報の課題を、見えにくくしている可能性がある。実際、災害時の気象情報に関する調

査においてもこのことは確認される。例えば、福長ら（2014）による 2013 年台風 18

号における大雨特別警報についての調査では、発表前の特別警報に対する認知度とし

て「知っていたがどんな意味かは知らなかった」（15%）、「まったく知らなかった」

（31%）と特別警報の意味を理解していなかったと回答した人の割合が計 46%だった

のに対し、実際の災害時に特別警報が「大いに役立った」（20%）、「ある程度役立った」

（52％）と回答した人の割合が計 72%と明らかに高い結果が確認されている。十分理

解していなかった気象情報であったとしても、実際に発表されると役に立ったと評価

してしまう。ここに現在の防災気象情報の減災への寄与を考える上での構造的な課題

を確認できる。 

このように、防災気象情報には満足している一方で、防災気象情報への理解は十分

でないという事実について注意する必要があるのは、災害時にこのことは利用者の命

に関わるという点である。現状の気象情報に対する社会的合理性は、前項で触れた気

象庁へ一極依存している社会制度（気象庁の情報を利用する、信頼するしかない状況

というある種の強制的な制度信頼）と、それに応えてきた気象庁の絶え間ない実績に

より形成されてきたものであるが、気象情報による減災効果としては十分ではないと

言える。 
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第 4 章 

研究目的と研究方法 

 

4.1 研究の目的と概念 

 

4.1.1 目的 

 

 本章では、本研究の目的について確認した上で、本研究で重要な位置を占める「地

域気象情報」と「地域気象情報の共同構築」の概念を説明し、研究の全体的な流れを

示す。そして、これらの概念が本研究を実施しているフィールドの三重県伊勢市中島

学区における取組や福井県大野市有終西学区の取組においてどのような位置を占める

かを確認し、研究対象となるフィールドの概要を紹介する。 

ここまで第 2 章において気象情報の現状を確認するとともに、各種地域の取組を確

認した。また第 3 章では、災害時に重要な役割を果たす情報を検討する上で、ヒュー

リスティクスなどの研究を紹介するとともに、気象情報と社会の関係性を「科学技術

と社会」の関係性や現状のアンケート結果などから確認した。 

これまでの気象情報は、その重要性が指摘されつつも、過去の災害を振り返ると、

災害時にその価値と有効性に見合う減災や防災の効果を十分に発揮できていない場合

がある。災害の発生前、気象情報の重要性や新たな気象情報の導入に対する啓発活動

が実施され、また災害の発生後は、気象情報が適切に発表され利用されたかなどの検

証に目が向けられる。また気象情報の改善はその結果を踏まえ情報がどうあるべきか

という視点で考えられることが多い。これらの過程において存在する大きな原則は、

3.2.2 で確認したように、気象情報は気象台が発表し、住民はそれを受け取り利用する

という一方向のリスクコミュニケーションである。リスクコミュニケーションの観点

から見た際に、真に災害に有効利用される気象情報は、このような一方向のリスクコ

ミュニケーションではなく、最終的に災害に遭う可能性のある住民自身も関与するこ

とが必要なのではなかろうか。過去の各種調査結果における情報依存や情報待ちの課

題はそれを示していると考える。 

 本研究は、第 2 章や第 3 章で取り上げた気象情報を巡る社会的背景や研究を基に、

真の意味で減災防災につながる新たな気象情報の在り方を探究するものである。そこ

で、情報内容の視点と情報に関わる人々の関係性の視点からのアプローチを行う。前

者においては、ヒューリスティクスの考え方や過去の研究を基に、地域性の高い身近

な情報として「地域気象情報」の検討を行う。後者においては、この地域気象情報と
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も連携させた新たな気象情報の在り方として「地域気象情報の共同構築」を掲げる。

これは、3.2.2 における一方向の気象情報ではなく、住民を含む関係者が気象情報の作

成や利用に共に関わることの意義を確認するものである。 

 

 

4.1.2 地域気象情報 

 

災害のようにその発生が不確定な条件下における意思判断において、人が情報をど

のように捉えるかという視点は、情報による災害時の行動喚起・災害リスクへの意識

の向上という観点で大変重要である。3.1.2のヒューリスティクスにおいて示したよう

に、人は不確定な情報に対して様々な意思判断を示すことがわかっている。しかし、

これまでの気象情報は、「4日夜遅くから5日にかけて大雨となる所があるでしょう。

低地の浸水、河川の増水、土砂災害に警戒してください。」といった気象現象の描写

とそれに応じた代表的な災害を示すことが主眼となっており、災害時における利用者

の意思判断を支援するという観点についてのアプローチが十分でないと考えられる。 

地域気象情報とは、「記録的短時間大雨情報」、「特別警報」、「土砂災害警戒情

報」など、十分に理解して地域の防災に利用するには専門性が高い現在の膨大な気象

情報を「〇〇さん家の横が浸水するかもしれない」、「平成〇〇年の××豪雨以上の

雨になりそう」、「〇〇山の裏山が崩れてもおかしくないよ」といった地域性の高い

身近な表現を利用した地域気象情報に変換することで、情報のローカリティを高め、

状況把握と災害に対する危機意識の事前醸成を助け、早期の災害への対応行動へと結

びつけることを目的としたものである。地域気象情報で重視するのは、「地域で利用

できるわかりやすい身近な情報であること（地域情報）」、「できる限り利用者が情

報を作成し、利用する機会を持つこと（地域主体）」、「地域で情報を共有すること

で、事前に危機意識を醸成すること（地域共有）」である（図-4.1）。 

作成者

地域気象情報

利用者

情報の作成者と利用者の間を仲介する広義
のメディア（道具、仕組みなど）

地域情報 地域主体 地域共有

①地域の身近な言
葉でわかりやすく

②自分たちの情報と
して、作成利用する
機会を持つ

③地域で共有し、事
前に危険意識を醸
成する

 

図-4.1 地域気象情報の概要 

 



- 31 - 

地域気象情報は、気象情報の共同構築における双方向のリスクコミュニケーション

を検討する上で、住民（利用者）側のローカルノリッジ（一般人の文脈に即した知識）

を反映した情報として、その文脈理解を促進する機能を果たしうる。また災害リスク

の認識については、ヒューリスティックスの考え方と親和性がよく、このような観点

からも、地域気象情報の災害時における適切なリスク認識の醸成への有効性が期待さ

れる。 

なお、地域気象情報の具体的な検討については、第5章で述べるが、地域気象情報

は基本的にパターン化することを前提としたものではなく、上記の特徴に挙げるよう

に、地域の災害の特徴を活かしたものであり、地域住民自身が災害に備えるもしくは

災害を意識できる情報であるべきものである。 

 

 

4.1.3 地域気象情報の共同構築 

 

2.4で取り上げた気象災害に関わる各種取組について、情報と社会の関係性について

見た際、これらの取組は、「気象情報の内容を考える」、「自分たちに必要な気象情報は

こういう情報だ」といった気象情報そのものに対するアプローチではなく、主に気象

に関係する情報を軸（起点）として「住民」と「災害」の関係性にアプローチする取

組であり、多くが「住民」と「気象情報」の関係性を対象としたものではないという

点が共通項として挙げられる。例えば、気象情報に基づき事前に何らかの対応を地域

で検討する取組があったとする。そこには、「気象情報」の内容やあり方にに対して「住

民」からアプローチするのではなく、気象情報をきっかけに住民の中で「住民」と「災

害」との関係への意識が生まれ、受け取ることを前提とする気象情報に対しては、主

にその情報への理解が求められる。メディアの災害報道も同様である。「〇〇市に大雨

警報が発表されました。〇〇市の住民の方は、低地の浸水や河川の氾濫に・・・」こ

の定型的な気象情報を仲介としたメディアと住民のやりとり、そこには「住民」に「災

害」との関係性に気づくことを求めており、気象情報はそれを発起させる役割を果た

しているのみである（図-4.3左図参照）。無論、これらの取組は、災害に備える上で重

要な取組であり、一定の効果が期待できる。しかし、気象情報に関わる様々な社会の

取組は、気象情報を仲介として「利用者」と「災害」との関係性を強化する、つまり

「気象情報」は受け取るものという既存の概念を強化するものが主であり、住民が「気

象情報」そのものの作成に関わるような「住民」と「気象情報」が双方向にコミュニ

ケーションするものではない。 

3.2.2 において、気象台・自治体・住民を主体とした現在の気象情報をめぐる関係性

を確認した。この関係性について、気象情報に加え、それに関係する地域情報（被害

情報など）を追加してまとめたものが図-4.2である。図-4.2 によれば、この気象情報

の流れと、その気象現象に関連して発生する被災情報などの地域情報の流れに明確な

違いが確認できる。それは、気象情報は多くの場合、第 3 章でも触れたように、「気象 
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住民

自治体

気象台

住民⇔自治体
（双方向）

地域内のみ

自治体内のみ

気象台⇔自治体
（双方向）

気象台のみ

住民⇔気象台（双方向）

住民 気象台

気象台 住民

住民 自治体

自治体 住民 自治体 気象台

気象台 自治体

気象情報（自然現象や注意点など）

地域情報（地域の状況や被害など）

 

図-4.2 住民・自治体・気象台を主体とする気象情報や地域情報の関係 

※ 着色箇所は関係性が強い流れを、点線白抜きの箇所は関係性が弱い流れを意味する。 

 

台→自治体→住民」、「気象台→住民」の流れが基本となり、気象台を発端として一方

向にのみ伝達されるが、地域情報は、自治体と住民間において、相互的に交換されて

いるということである。つまり気象情報は伝達されることにより、災害に対する注意

喚起としては機能するものの、地域の被害状況のように災害時に地域でやり取りされ

る地域情報に、直接貢献しているわけではない。自治体が地域の被害情報などを気象

台と共有したり、気象台が地域の災害を想起させるために過去の災害事例を気象情報

に組み込んで発表する事例（気象庁, 2012）などは一部存在するものの、基本的には気

象情報の作成者と利用者の災害リスクコミュニケーションは十分でないと言える。 

このような気象情報におけるリスクコミュニケーションの一方向性の要因として、

3.2.3にあるように、気象情報は、法的にも社会的にも、現状として気象庁が主として

作成しており、情報の作成者側に偏重した傾向が見られ、利用者である住民が関与す

る制度体系がないことから情報に関与する余地が少なく、受け身とならざるを得ない

現状が挙げられる。気象情報の社会的な有効利用を考える際に、このような前提が情

報依存を生み出し、利用者が気象情報を地域の情報や自分自身に関係する情報として

必ずしも結び付けることができず、気象情報への理解が進まない要因になっている可

能性がある。 

このような現状に対し、2.2および2.3で挙げたように、気象情報について、情報の

精細化や精緻化を図ることを始めとして、災害対応の支援を目指して、様々な改善が

なされてきた。これらの改善は、災害リスクを洪水や土砂災害、竜巻といった現象別

に表現することで具体的な対応につなげたり、災害リスクの区分化により災害リスク
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を認識しやすいようにするものであり、減災に一定の効果が期待される。しかし、一

方で、このような改善は、住民の災害リスクへの認識を大きく高めることに対して限

界があるのも事実である。それは、2.1で挙げたように気象情報への理解が進んでいな

い状況に対し、土砂災害警戒情報や特別警報の導入、各種モデルの精緻化や高解像度

化といったこれまでの気象情報の改善や精度向上は、主に気象情報の作成などに関わ

る関係者や専門家が主となり検討されている。そのため、これまでの改善は主に情報

がどうあるべきかという情報の内容に議論が集約化されている。つまり、これらの改

善は現状の気象情報の社会制度体系の流れを強化するものでしかなく、住民が直接気

象情報に関わり気象情報を検討するなど、気象情報の利用者などを含む気象情報を取

り巻く関係者間の社会的な関係性を改善しようとするものではない。最近議論の対象

となっている特別警報のあり方（全国知事会（2013）, 内閣府（2014）, 三重県防災

対策部災害対策課（2014）など）も然りである。そこに存在する気象情報の改善に対

する文脈は、あくまで作成者側や行政側の文脈である。それは、地域において有効利

用できるような方向性を目指しているという点でlay-expertiseモデル（一般人のローカ

ルノリッジに基づく知識モデル）に寄り添うことを一見目指すように見える。しかし

実際には、過去の気象情報への理解や危険度への認識に関する調査によれば気象情報

は十分に理解されておらず、実際には真の利用者側の文脈モデルには十分に成り得て

いないと言える。一方的にやってくる気象情報から災害リスクをどう受けとめるかは、

あくまで利用者自身に委ねられたままである。そして、上述の気象情報の関係性をめ

ぐるコミュニケーション不足を解消するものではない。このことと関係して、今後予

定されている防災気象情報のレベル化についても、情報における災害リスクの危険度

と住民の情報から受けとる災害リスクの認識をいかに結び付けるかは重要な課題とな

ってくるだろう。 

このような気象情報の社会状況を省みたときに、気象情報の利用者と作成者の溝を

埋めるような気象情報の制度設計はできないか。つまり、気象情報を通じて、両者の

関係性を高め、災害リスクに対する共通意識を持つためには気象情報にどのような社

会的な制度設計が可能かという命題が現れる。そのための制度設計の一つとして、地

域気象情報を仲介した「地域気象情報の共同構築」を本研究では提示する。 

「地域気象情報の共同構築」は、従来の気象情報の内容を改善するアプローチでは

なく、社会的な関係性の視点から気象情報の社会利用の改善にアプローチするもので

あり、利用者や作成者が対等の立場でその情報の検討を行い、気象情報の社会利用を

検討するものである。つまり、気象情報を通じた気象情報の作成者と利用者の災害リ

スクコミュニケーションを創出し、共に気象情報を創り出すという両者の関係に新た

な方向性を示すものである（図-4.3右図）。そのため、地域気象情報の共同構築とは、

市民参加型モデルの一種とも捉えられる。しかし、科学技術における種々の課題や決

定について検討を行うことを意図し最終判断を市民側が行うことを前提としたコンセ

ンサス会議や市民陪審などとはやや異なり、情報自体に各主体が対等にそれぞれの立

場で関与し、共同で科学技術を利用した社会的生産物（地域気象情報）を構築するも 
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図-4.3 従来の気象情報と地域気象情報の共同構築における関係性 

 

住民

自治体

気象台
（民間気象会社等）

住民⇔自治体
（双方向）

気象台⇔自治体
（双方向）

住民⇔気象台（双方向）

気象情報（自然現象や注意点など）

地域情報（地域の状況や被害など）

 

図-4.4 住民・自治体・気象台を主体とする地域気象情報の関係 

※ 着色箇所は関係性が強い流れを、点線白抜きの箇所は関係性が弱い流れを意味する。 

 

のである（取組自体はステークホルダー・ダイアログに近いが、それぞれの立場はシ

ナリオワークショップに近い。言うならば、共同構築型モデル）。ここで対等な関係

を前提としているのは、BSE や遺伝子組み換え食品のように、最終的な判断として個

人レベルでの選択が主となる科学技術上の課題とは異なり、災害という事象について

は、個人として判断を求められる一方で、同時に社会的な対応として関係者間の協力

と連携が強く求められるからである。そこにはそれぞれの立場から責任を持った対応

が求められる。 

この地域気象情報の共同構築による関係性を図-4.4 に示す。既存の気象情報の体系

を強化する流れに対し、地域情報と気象情報を連携させた地域気象情報を仲介とした

関係性を模索するものである。これは、情報の作成者と利用者の両者の災害リスクに

対する気象情報を通じた共同意識の醸成を目指し、気象情報と地域情報を結び付け、
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リスクコミュニケーションを創出する新たな気象情報の双方向的な制度設計である。

なお、第 3 章で少し触れたように、現在地域スケールの気象現象については、民間気

象会社が担っている部分もあるため、図-4.4においては、気象台と併せて民間気象会

社を併記した。 

このような仕組みにはいくつかの効果が期待される。まず気象情報の専門家が伝え

る情報と住民が求める情報を、地域気象情報を通じて結び付けることにより、情報へ

の理解を進め、インフォームドコンセントについての改善が期待される。また仮に発

表頻度が少ない情報であっても、地域性の高い情報により、それがどのような危険を

意味するか直感的に理解できることから、その発表頻度の少なさによる認識不足とい

う欠点を補うこともできる。そして、気象情報に関わることによるオーナーシップが

災害時の対応行動の改善につながる可能性がある。なお、地域気象情報は一度内容を

決定したらそれで終わりでなく、地域の状況や住民の意見を考慮し、地域で情報内容

を更新していくべきである。このことにより、単なる情報としての役割だけでなく、

地域の気象災害に対する災害文化の復興と継承へとつながる効果も期待される。 

このように、地域気象情報の共同構築という仕組みは、気象庁を主体とした従来型

の気象情報の改善方法のように、現在の気象情報の制度体系を強化するものではなく、

また地域スケールで実施されている様々な取組や研究のように、気象情報は受け取る

ものであるということを前提とせず、地域気象情報を通じて気象情報の作成者と利用

者の災害リスクコミュニケーションを創出し、共に気象情報を創り出すという両者の

関係に新たな方向性を示すものである。それは、地域の災害を熟知する住民の知恵と、

気象現象を熟知する気象の専門家の知恵との知の融合であり、その過程を通して形成

される地域気象情報は、災害リスクコミュニケーションにより生まれる新たな気象情

報の社会制度を模索するものと言える。 

 

 

4.1.4 研究の流れ 

 

本研究では、フィールドにおける実践を通したアクションリサーチによる災害研究

を進めている。本研究で対象となるフィールドは、三重県伊勢市中島学区と福井県大

野市有終西学区であるが、ここでは 4.1.2 及び 4.1.3 で紹介した概念を用いてこれらの

フィールドにおける研究の流れを確認する。なお、フィールドの詳細は次節で述べる。 

まず地域気象情報が実際にどの程度災害対応に有効であるかの確認を行った。具体

的には、フィールドにおける事前アンケート調査として、平成 23 年台風 12 号の際に

浸水被害を受け中島学区の辻久留地区を対象にアンケート調査を実施した。また中島

学区に精通した方を対象に、実際に災害時等に地域住民がどのような点に注目してい

るかインタビュー調査を行い、地域気象情報の内容検討の基礎資料とした。（第 5 章） 

 次に、これらの事前調査を基に、地域気象情報の共同構築の試行を実施した。参加

者は、地域住民、中島学区まちづくり協議会（学区内の代表者により構成される地域
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自ら自治を行う組織として設立されたもの）、伊勢市危機管理課、津地方気象台である。

本試行では、まず地域住民により普段の日常生活で災害を意識する重要な地域の状況

を抽出し、その情報を基に関係者の代表者により、住民が選んだ情報が実際に災害に

備える上で重要かどうか、利用できるかどうか、予測可能であるかどうかなど、情報

の実践利用の可能性を検討した。なお、参加者に対してはアンケート調査を行い、共

同構築の意義等を確認した。（第 6 章） 

 また地域気象情報を考える上で、最先端の科学技術をどのように有効利用するかは

重要な視点である。本研究では、伊勢市中島学区とは別に、大野市有終西学区を対象

に高解像度内外水氾濫解析モデルを利用した浸水シミュレーションの結果を地域気象

情報に活用することの可能性を確認した。また併せて、その解析結果を防災教育を通

して、有終西小学校 5 年生を対象に身近な地域気象情報として伝えることにより、最

先端の科学技術と地域気象情報の連携による災害抑止の可能性を確認した。（第 7 章） 

 このように本研究は、第 5 章から第 7 章で示す大きく 3 つの研究から構成されてい

る。 

 

 

4.2 研究フィールド 

 

4.2.1 三重県伊勢市中島学区 

 

2012 年 4 月より、三重県中部に位置する伊勢市において、気象情報の地域での有効

利用による減災を目指したアクションリサーチ（以下、地域気象情報の取組）（アクシ

ョンリサーチについては、矢守（2010）を参照）を実施している。取組は、過去に浸

水害の災害経験を持ち、現在も水害の危険性のある伊勢市の宮川沿岸の地域を対象に

しており、地域の指定避難所となっている宮川中学校、そして宮川中学校区内の一部

自治会（中島小学校区内自治会）、そして住民が参加主体となり、伊勢市危機管理課及

び伊勢市教育委員会の協力を得ながら、進めている。 

図-4.5に対象地域である中島学区の位置図を示す。対象地域は、全国的にも降水量

が多い紀伊半島南東部大台ケ原を源流とする宮川の下流に位置し、地域の西側を宮川

（幹川流路延長 91km、流域面積 920km2、流域内人口 14 万人（国土交通省, 2007））

が北向きに流れている。地域の年間降水量は 1837.6mm（伊勢市小俣アメダス 1981-2010

年 30 年平均値）と、源流の 3147.5mm（宮川村アメダス 1981-2010 年 30 年平均値）と

比較すると、それほど多くはなく、同期間の日本の年間降水量平均値よりやや多い程

度である（気象庁ホームページ, 2014）。しかし、降水量の多い源流付近を含む宮川流

域の広範囲な降水が下流の本地域に到達するため、歴史的にも過去に度重なる洪水被

害を受けている（荒木, 2004）。そのため、古くから堤防構築など大規模な河川事業が

施工されてきた地域である。 
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図-4.5 地域気象情報の取組対象 

 

しかし、近年においても、平成 16 年台風 21 号においては床上浸水 114 棟・床下浸

水 45 棟の被害を、平成 23 年台風 12 号においてはこの付近の地域を中心に市内におい

て、床上浸水 21 棟・床下浸水 15 棟の被害を受けている（伊勢市調べ）。これらは主に、

地域に隣接する宮川の増水に伴い、地域を流れる支流の水を本流へ排水することがで

きなくなることにより発生した内水氾濫であり、宮川の越流に伴う外水氾濫ではない。

平成 24 年 6 月 9 日には、平成 18 年 4 月に採択された「宮川床上浸水対策特別緊急事

業（総事業費約 114 億円）」による堤防整備や河道掘削の河川改修が終了したが、依然

内水氾濫の危険性は存在し、また未改修の区間もあるなど堤防決壊の危険を完全に払

拭できたわけではない。 

伊勢市中島学区におけるフィールド研究において、本研究がどのような位置付けに

あるのか、伊勢市中島学区におけるアクションリサーチの関係図を図-4.6に示す。図

-4.6に示すように、地域における取組としては、大きく生活防災（常時の実践）に関

わる部分と防災イベント（不定期の実践）、そして地域気象情報の共同構築という 3

つで構成されており、それぞれが互いに連携しながら関係づけられている。なお、生

活防災は、生活総体（まるごとの生活）に根ざした防災・減災の実践のことであり（矢

守, 2011）、福祉、環境、教育といった他の生活領域と切り離さない防災のことを指

す。つまり、日常生活と防災を分けず、結びついたものとして捉えるものである 

まず生活防災として、大きな役割を果たしているのが、宮川中学校の下駄箱前と地

域住民が利用するスーパーマーケットの入口に設置した地域気象情報モニターである。

これらのモニターでは中島学区に直接関係するような地域性の高い気象情報として、

X バンド MP レーダー、河川水位、河川ライブ映像、伊勢市気象情報などを掲載して

おり、生徒や教員、地域住民が気軽にいつでも地域の気象状況を確認できるようにな

っている。このように学校生活において生徒や教職員が日常的に気象情報を身近に利
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用する環境（図-4.7）、地域住民が買物の際に気象情報を身近に確認できる環境を設け 
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図-4.6 伊勢市中島学区におけるアクションリサーチの関係図 

 

   

図-4.7 宮川中学校に設置して

いる地域気象情報モニター 

図-4.8 中島学区内スーパ

ーマーケットに設置の地

域気象情報モニター 

図-4.9 中島学区防災の日の防

災フラグ運動の様子 

 

ている（図-4.8）。また併せて、これらのモニターはそれぞれ生徒達による情報発信や

中島学区まちづくりからの情報発信としても利用されており、単なる身近な気象情報

の発信ツールとしてだけでなく、生徒や教員間、住民間をつなぐツールとしても位置

付けられている。その他、中島学区まちづくり協議会連絡網を利用した情報共有や毎

月 11 日を中島学区防災の日として位置づけ防災フラグ運動を実施している。なお、防
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災フラグ運動は、みんなで防災の日や地域気象情報が発表された際に、同じ色の物を

何か一つ身に付け、みんなで定期的に防災への意識を持つことを意図して取り組んで

いるものである（図-4.9）。 

次に不定期の実践として、宮川中学校では中学 2 年生を対象に、中学校学習指導要

領理科第 2 分野における「気象とその変化」における授業と社会で利用される気象情

報の学習を連携させることにより、生徒達が、理科の授業で学んだ内容を実際に生活

に役立てられるように実践型防災教育を行っている（図-4.10）。そして、中島学区で

は、宮川中学校での実践型防災教育とも連携させ、生徒と地域住民が一緒に、モニタ

ーの役割や地域の気象情報の重要性を確認したり、タウンウォッチングやクロスロー

ドゲーム（矢守ら, 2005）などを利用して災害対応を考えるなどの取組も行っている

（図-4.11）。また気象情報の共同構築と関係する形で、地域気象情報についての理解

を深めるためにセルフウェザーゲームも利用している。なお、セルフウェザーゲーム

とは、防災気象情報と地域の災害との関係について確認することにより、参加者自身

にとってどのような危険があるのか、気象情報を自分自身の危険情報として捉え確認

するゲームであり、単なるゲームではなく、今後導入が検討されている防災気象情報

のレベル化を学習するとともに、地域気象情報の共同構築を支援するためツールとし

て開発しているものである（図-4.12）。これらの取組を通じて、地域防災と学校防災

との連携、生徒と住民との連携を図りながら、地域全体での地域防災の取組を進めて

いる。 

 

   

図-4.10 宮川中学校における授

業風景 

図-4.11 中島学区における取組

風景 

図-4.12 セルフウェザーゲーム

の実施時の様子 

 

そして、本研究で主に対象とするのが、地域気象情報の共同構築である。地域気象

情報の共同構築の概念は 4.1.3 で示したが、中島学区では、地域気象情報検討ワーク

ショップの形で通常時地域気象情報の検討や普及を図っている。一方、実際に災害の

発生が想定されるような、つまり地域気象情報の条件に該当した際は、気象台からの

気象情報や自治体からの避難情報を基に、上述の生活防災の種々のツールが連携しな

がら地域気象情報を共有する形を採っている。このように、常時の実践と災害時の実

践が連携することにより、生活防災の取組が単なる防災の啓発だけで終わるのでなく、

また災害時の情報が単に耳慣れない情報として終わるのでなく、両者が連携すること
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で、災害時により有効なツールとして地域気象情報が機能するような環境を設けてい

る。こののように、伊勢市中島学区では、宮川中学校においては気象情報に関する実

践型防災教育を、地域においては防災イベント等をそれぞれ実施しながら、種々の取

組やツールが地域気象情報を媒介として連携することを目指している。 

 

 

4.2.2 福井県大野市有終西学区 

 

 本研究におけるもう一つの研究フィールドである福井県大野市の市街地の概要を、

第7章で評価対象とする地域を含め、図-4.13に示す。 

評価対象地域

有終西小学校

２ｋｍ

 

図-4.13 大野市内中小河川群及び本研究における評価対象地域 

 

大野市は、福井県の東部に位置し、総面積は872.30km2で福井県内最大である。市

域の約87%％を森林が占めており（大野市, 2014）、また周辺地域は、日本海側気候に

位置し、冬期には降雪量が多く、年間の降水量は 1,900～2,600ｍｍと全国平均の約 

1,700ｍｍに比べるとかなり多くなっている（福井県, 2008）。名水百選に選ばれる御清

水に代表されるように市街地内に細かな水路が張り巡らされた水の街である（高村ら, 

1994）。市街地を赤根川、清滝川、真名川などが流れ、それぞれ九頭竜川に流入してい

る。現在、九頭竜川は指定河川洪水予報の対象であり、赤根川も洪水注意報・警報の

評価対象となっているが、それ以外の河川については、現在の洪水情報の枠組みでは

明確な評価がないのが実情である。なお、これらの河川は、過去に何度か氾濫を経験

している。 

福井県大野市が経験している近年の大きな災害としては、昭和40年の奥越豪雨（九

頭竜川水系治水百周年記念事業実行委員会, 2000）と平成16年福井豪雨（福井県土木

部, 2005）が挙げられる。 
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昭和40年奥越豪雨では、当時9月9日からの10日間に福井県地方は台風23号による崖

崩れと強風、停滞前線による西谷村の集中豪雨、台風24号による嶺南地方の大雨と３

つの大風水害に襲われ、特に14日から15日にかけて、現在の大野市の地域では未曾有

の大雨を記録した。14日20時ごろから24時にかけては１時間に70mmを越える激しい

雨となり、13日から16日までの本戸の総雨量は1,044mmに達した。当時の大野郡西谷

村は各地で土石流が発生し、村の中心地区の中島をはじめ村全域が壊滅的打撃を受け、

廃村のきっかけとなった。この豪雨により、死者9人、行方不明2人、負傷者24人、家

屋の全半壊1,272戸という甚大な被害となった（服部, 2005）。 

平成16年福井豪雨は、2004年7月17日夜から18日にかけて、活発な梅雨前線が北陸

地方をゆっくり南下したのに伴い、北陸地方と岐阜県で大雨となったものであり、特

に、18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降り、旧美山町（現在の福井

市）では総降水量が285mmに達し、７月の月間雨量平年値（236.7mm）を上回るなど、

大雨になった。この大雨により、福井県内で、死者4名、行方不明者1名、負傷者19名、

住家全壊66棟、住家半壊135棟、住家一部破損229棟、床上浸水4,052棟、床下浸水9,675

棟の被害が発生し、少なくとも約55,000世帯に避難指示・勧告が出された事例である

（平成17年度防災白書）。 福井県大野市においても、幸いにして死者・行方不明者は

出なかったものの、市内を流れる清滝川が30mに渡って破堤するなどの被害が生じた

（国土交通省, 2004）。 

大野市では、東日本大震災を契機とした全国的な災害想定の見直しに合わせ、大野

市地域防災計画の見直しを進めている。その中で、これまでの大雨による被害想定の

見直しを進めており、大野市地域防災計画における行政の避難勧告等の発令基準の策

定や住民の自主的な避難を支援することの一環として、第7章で触れるように、2014

年度から大野市有終西学区を対象に、地域防災計画で想定する大雨による地域の被害

想定を小学生とともに確認する防災教育を進めている（図-4.14）。 

大野市有終西学区におけるフィールド研究の目的のイメージを図-4.15に示す。通

常、地域防災計画においては、避難情報の判断基準の一つとして、河川水位などの情

報が利用される。氾濫解析モデルにより河川の想定氾濫を確認し、それを条件として

利用する場合も多い。しかし、そのような氾濫解析の結果は、自治体の避難判断基準

の参考として利用されるものの、その中身は住民に十分に知られておらず、自治体が 

   

図-4.14 福井県大野市における防災教育の様子 
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図-4.15 内外水氾濫解析モデルと地域気象情報の連携 

 

伝える災害リスクが住民に浸透していない場合が多い。地域防災計画で利用されてい

る解析結果を地域性の高い情報として利用することで、氾濫解析モデルからの情報を

専門家しか理解できないようなものでなく、地域住民にも理解できるものとすること

で、氾濫解析モデルが果たすべき防災・減災の効果が高められる。 

つまり地域住民にとっては馴染みの薄い地域防災計画における避難情報を、身近な

地域気象情報として日常的に理解しておくことで、災害時に避難情報がどの程度の危

険を知らせており、自身はどのように行動すべきかを理解する助けとなる。また、昨

今策定が進められている地域性に大きく依存する地区防災計画（内閣府(防災担当), 

2014）について、自然科学の視点から支援するとともに、その計画を地域で実践可能

な具体的なものにすることが想定される。 

本研究では、第7章で示すように、昭和40年の奥越豪雨と同等の大雨による被害想

定を基に、地域気象情報への高解像度内外水氾濫解析モデルの活用を検討するととも

に、防災教育を通じて生徒達の災害イメージの変化からその効果を確認した。 

 

 

参考文献 

 

荒木駿（2004）：記録が語る 伊勢市の災害，光出版印刷株式会社. 

福井県（2008）：九頭竜川水系上流部ブロック河川整備計画 平成19年2月, 福井県. 

福井県土木部（2005）：平成16年7月福井豪雨災害誌. 

服部勇（2005）：自然災害による地域環境の変化,日本海地域の自然と環境,福井大学地域環境

研究教育センター研究紀要,No.12, 85-91. 



- 43 - 

気象庁（2012）：平成24年度出水期における気象情報改善について, 報道発表資料, 気象庁予

報部. 

気象庁（2014）：初めての特別警報の発表に係る市町村ヒアリング調査結果について, 報道発

表資料. 

気象庁ホームページ（2014）：過去の気象データ検索（参照年月日：2014年12月1日）

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

国土交通省（2004）：平成16年7月福井豪雨災害について, 国土交通省報告資料. 

国土交通省河川局（2007）：宮川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料（案）,平成

19年7月11日. 

九頭竜川水系治水百周年記念事業実行委員会（2000）：九頭竜川流域誌－水との戦いそして

共生－. 

三重県防災対策部災害対策課（2014）：平成26年台風第11号に係る対応の検証について 平成

26年11月25日（参照年月日：2014年12月1日） 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/staisaku/taifu11kensyou.htm 

内閣府（2014）：平成26年版防災白書, 日経印刷, pp.158. 

内閣府(防災担当)（2014）：地区防災計画ガイドライン～地域防災力の向上と地域コミュニテ

ィの活性化に向けて～, 平成26年3月. 

大野市（2014）：大野市の概要（参照年月日：2014年12月1日）

http://www.city.ono.fukui.jp/page/1000/gaiyo.html 

高村弘毅・河野忠（1994）：名水を訪ねて－大野盆地の湧水群－御清水, 日本地下水学会誌，

Vol.23，No.3，pp.255-261. 

矢守克也（2010）：アクションリサーチ－実践する人間科学－，新曜社. 

矢守克也（2011）：〈生活防災〉のすすめ（増補版），ナカニシ出版. 

矢守克也・網代剛・吉川肇子（2005）：防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション-クロ

スロードへの招待, ナカニシヤ出版. 

全国知事会（2013）：報告6 災害時における住民避難の実効性確保に関する緊急提言 平成25

年11月（参照年月日：2014年12月1日） 

http://www.nga.gr.jp/data/activity/saigaitaisaku/h25/1395976193394.html 



 

 

 



- 45 - 

 

第 5 章 

地域気象情報の実践に向けた事前調査 

 

5.1 事前アンケート調査の方法 

 

 本章では、地域気象情報の有効性を確認するために実施した事前アンケート調査と、

地域気象情報を検討する上の基礎資料とするために実施したインタビュー調査の結果

について述べる。 

 まず事前アンケート調査であるが、伊勢市中島学区における地域気象情報の取組の

ための事前調査として、地域の気象災害に対する防災意識を明らかにするとともに、

地域気象情報の有効性の確認のためのアンケート調査を実施した。 

対象地域中、宮川の近くに位置する辻久留地区（辻久留 1 丁目、辻久留 2 丁目、辻

久留 3 丁目、辻久留町：図-4.5参照）の住民を対象にアンケート調査を実施した。調

査期間は平成 24 年 6 月 21 日から同年 7 月 6 日までの 16 日間である。調査方法は、伊

勢市辻久留地区の全世帯（郵送配達拒否世帯を除く）に対して郵送による送付及び返

信により実施した。 

 本調査の目的は、まず対象地域の気象災害に対する防災意識を明らかにするための

基礎資料の収集であるが、この目的とともに、対象地域で実施しようとする地域気象

情報の取組について、その有効性を確認することにある。つまり、従来の広域で多様

な気象情報（従来型気象情報）と、地域性を重視した身近な気象情報（地域気象情報）

によるそれぞれの災害時の行動の差異を確認することにより、災害時における地域気

象情報の減災可能性を確認するものである。なお、本調査は取組実施前に実施してお

り、取組開始時点での状況を反映している。 

 アンケート調査項目は、表-5.1 に示すように、「平成 23 年台風 12 号時の災害時の行

動の確認」、「地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動の比較」、「地域コミ

ュニティの現状確認」の大きく 3 つのパートに分かれる。 

第 1 に「平成 23 年台風 12 号時の災害時の行動の確認」により、地域の災害に対す

る現状を確認し、そこから課題抽出を行う。そして第 2 に「地域気象情報と従来型気

象情報による災害時の行動の比較」により、抽出した課題に対する地域気象情報の有

効性について確認を行う。最後に、地域での取組を進めていく上で重要な情報となる

「地域コミュニティの現況確認」を行う。 

 ここでは、このうち、「平成 23 年台風 12 号時の災害時の行動の確認」と「地域気象

情報と従来型気象情報による災害時の行動の比較」の調査結果の一部について検証を 
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表-5.1 辻久留地区防災アンケート調査の設問内容の概要 

 設問番号 設問内容 

平成 23 年台

風 12 号時の

災害時の行動

の確認 

1-1 危険認識のタイミング 

1-2 避難の有無（有⇒1-3,1-4、無⇒1-5） 

1-3 避難期間 

1-4 避難した理由 

1-5 避難しなかった理由 

地域気象情報

と従来型気象

情報による災

害時の行動の

比較 

2-1(1) 

2-1(2) 

2-1(3) 

2-1(4) 

従来型気象情報または地域気象情報を得た際の災害時の行

動 

2-2 気象情報の入手方法 

地域コミュニ

ティの現状確

認 

3-1 地域の危険箇所 

3-2 地域行事への参加状況 

3-3 近所の方との交流状況 

3-4 災害時に一緒に避難する人の確認 

3-5 単独避難の可否 

その他  自由記述 

回答者情報  性別、年齢、職業、居住場所、居住期間 

 

行う。なお、「地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動の比較」の設問につ

いては、従来型気象情報と地域気象情報の比較による影響を避けるために、従来型気

象情報に基づく場合と地域気象情報に基づく場合の 2 種類の調査用紙を作成し、対象

地域の各地区毎に半数ずつ無作為に配布した。そのため、同一の回答者内（within）

の比較ではなく、異なる回答者間（between）で比較している。 

 地域気象情報と従来型気象情報の比較を行う上で、3.1 で述べたように、災害認知

については、不十分な情報に基づく状況判断が想定されることから、不確実な状況に

おける認知判断に関するヒューリスティックスについての研究（中谷内編（2012）、平

川ら（2011）など）等の先行研究を参考とし、情報から災害をイメージする情報表現

として 4 つのパターンを用意した。パターン 1：具体的な身近なものイメージする（生

活指標型）、パターン 2：直感的にイメージを持つことができる（直感認識型）、パタ

ーン 3：過去の経験からイメージする（過去経験型）、パターン 4：情報からイメージ

を構築する（連想理解型）である。 

この考え方に基づき「地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動の比較」

において設定したそれぞれのパターンの特徴とアンケート調査において利用した例を 

表-5.2に示す。 

 



- 47 - 

表-5.2 アンケート調査における地域気象情報と従来型気象情報の設定 

パターン 1 生活指標型（具体的な被害情報による効果） 

地域気象情報 大雨により、辻久留 3 丁目付近が浸水し始めています。 

従来型気象情報 伊勢市に大雨警報が発表されています。 

パターン 2 直観認識型（より直感的でわかりやすい表現による効果） 

地域気象情報 宮川が、あと 1ｍで氾らんします。 

従来型気象情報 宮川の水位が氾濫危険水位を 1.5ｍ超えました。 

パターン 3 過去経験型（過去の災害経験情報の付与による効果） 

地域気象情報 平成 16 年の台風 21 号と同じくらいの大雨が明日朝までに予想されてい

ます。 

従来型気象情報 三重県南部では明日朝までに、24 時間で 750ｍｍの雨が予想されていま

す。 

パターン 4 連想理解型（避難情報の理由の明示による効果） 

地域気象情報 辻久留地区が浸水する恐れが高いため、避難勧告が発表されました。 

従来型気象情報 辻久留地区に避難勧告が発表されました。 

 

 

a）パターン 1：生活指標型（具体的な被害情報による効果） 

 従来型気象情報では、大雨警報の発表に合わせて、「低地での浸水や土砂災害に気を

つけてください」などの現状として定型に近い文言により災害の危険を周知している

が、実際には利用者側は、自身のいる地域がどうなるのか、もっと地域性の高く身近

な、つまり日常生活と密着した指標となるような情報を必要としている。「町のあの場

所が危険だ」、「あの支流が溢れる」など、より具体的で身近な情報であることが重要

である。地域気象情報の検討項目として、発表された気象情報から、地域である程度

共有認識されている危険ポイントを具体的に伝えることが一つの着目点となる。今回

のアンケート調査では、テレビなどで広く伝えられる大雨警報の発表状況ではなく、

その結果、地域で起きている被害情報を伝えることによる行動変化を確認した。 

 

b）パターン 2：直観認識型（より直感的でわかりやすい表現による効果） 

2004 年に各地で発生した風水害による甚大な被害を受け、災害情報は大きく変化し

てきた。このとき、河川水位についても表現の改善が図られたが、例えば氾濫危険水

位といった場合にも、結局その意味を知らない住民にとっては、それがどれほど危険

な状態なのかうまく伝わらない可能性がある。情報から直観的に危険度を認識できる

ことは、危険認識を高める上で重要な視点となる。そこで、危険度を直感的に理解で

きる表現にすることでどのような効果があるか確認した。今回は、河川水位について、

水位表現を河川の底面からの水位でなく、計画高水位までどの程度なのか伝えること

による災害時の行動変化を確認した。 
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c）パターン 3：過去経験型（過去の災害経験情報の付与による効果） 

 人間の状況認識における重要な視点の 1 つに過去の経験が挙げられる。気象現象の

説明ではなく、それを自身の過去の経験情報と結合させることにより、自分自身の危

険という認識の向上が期待される。この過去経験型については、牛山ら（2004）の調

査において、単純な観測値でなく過去の記録など比較の目安となる情報の方が参考と

なると回答した住民が多かったなど、以前から是非が議論されており、実際に気象庁

では平成 20 年 8 月 28 日に、「2000 年 9 月の東海豪雨に匹敵する大雨となっています」

という表現を利用しており（田村, 2009）、利用が図られている（気象庁, 2012）。しか

し、一方で該当する過去の災害で被害に遭遇していない住民にとっては安心情報とな

る危険性も考えられる。そこで、気象現象等を過去の災害名を利用した表現にするこ

とによる災害時の行動変化を確認した。 

本研究では、具体的には、辻久留地区において、ここ数年間で一番被害の大きかっ

た事例を参照する形で、「平成 16 年台風 21 号と同じくらい」という表現を利用した。 

 

d）パターン 4：連想理解型（避難情報の理由の明示による効果） 

 市町村から発表される避難情報は、避難を呼びかけるものの、そもそも情報が伝わ

らなかったり、その情報の真意や危険度が伝わらず、避難に結びつかない事例が報告

されている（吉井（2006）、片田ら（2001）など）。このような場合、単に避難情報が

発表されたという事実だけでなく、避難する必要がある状況を連想し理解できるよう

に、情報を伝えることも重要である。本アンケート調査では、避難理由を明示し、地

域にとって重大な災害状況を連想できるようにすることにより、災害時の行動がどの

ように変化するか確認した。今回は、伊勢市辻久留地区が遭遇する可能性の高い浸水

被害を理由として付加し避難情報を発表した場合の効果を確認した。 

 

以上が、本アンケート調査において設定した地域気象情報の概要である。なお、地域

気象情報は、最終的に地域住民自身が、4.1.3 で示した「地域気象情報の共同構築」を

通じて、専門家や行政とも協働しながら検討し決定することを想定しているが、この

事前アンケート調査では、筆者側で上記のとおり 4 つのパターンを設定した。 

 

 

5.2 事前アンケート調査の結果 

 

5.2.1 回答概況 

 

 アンケート調査の回収率は 40.5％であり、配布世帯数 811 世帯中 329 世帯から回答

を得た。本アンケート調査において設定した従来型気象情報と地域気象情報の 2 種類

の情報に対する回答数は、従来型気象情報が 156 回答、地域気象情報が 173 回答と、

各情報について同等数の回答が得られたと考える。 
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回答者の基本情報である年齢別回答者数を図-5.1に示す。アンケート調査の回答者

は、50 歳以上が全体の約 77％を占めており、平成 22 年の国勢調査結果によると辻久

留地区における 50 歳以上の人口割合は約 50.5%であることから、郵送によるアンケー

ト調査の特性上、在宅時間が長い可能性のある高齢者の回答割合が高くなったと考え

られる。また性別としては、男性 162 回答、女性 160 回答、未記入 7 回答とほぼ同等

数であった。 

0 (0%)0 (0%) 3 (1%)
22 (7%)

51 (16%)

72 (22%)

89 (27%)

68 (21%)

22 (7%)

年齢別回答者数 １０歳未満

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代以上

単一回答形式 （有効回答数：327）  

図-5.1 年齢別回答者数 

 

 次に居住場所別回答者数を図-5.2に示す。図-5.2 から、居住場所としては、浸水害

に対しては影響が小さいと考えられる「宮川の近くの高台」の住民が 44%を占め、逆

に浸水害の影響を受けやすいと考えられる「宮川近くに低地」の住民は 29%であった。

なお、この居住場所については、アンケート調査結果に有意な影響を与えており、ア

ンケート調査の解析においても重要な評価項目となっている。 

 

95 (30%)

140 (44%)

24 (8%)

60 (19%) 居住場所別回答者数

１．宮川の近くの低地

２．宮川の近くの高台

３．宮川から離れた低地

４．宮川から離れた高台

単一回答形式（有効回答数：319）  

図-5.2 居住場所別回答者数 

 

なお、回答者の地域における居住期間は、「30 年以上」居住している住民が約 47％

程度存在し、「20 年以上」を含めると約 68％と、比較的過去からの地域の状況を見知
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った住民が多く、一方で、平成 16 年の災害時には居住していない可能性のある居住期

間「8 年未満」の住民も 15％超存在しており、地域での災害経験については、回答者

の中に多少差があると考えられる。 

 

 

5.2.2 平成 23年台風 12 号時の対応 

 

 まず平成 23 年台風 12 号による浸水被害を被った 2012 年 9 月 4 日当日の本調査の対

象地域における避難情報の発令状況や宮川の水位の状況について簡単に確認しておく。

当時、宮川の水位の上昇に伴い、一部地域（数世帯）に午前 6 時 45 分に避難勧告が発

表され、近くの岩出観測所の水位が氾濫危険水位を超えたことにより 7 時 50 分に同地

域に避難指示が発表された。その後、その他の地域に 8 時 20 分に避難勧告、10 時 25

分に避難指示がそれぞれ発表された。13 時 10 分には、10.08m の岩出観測所において

期間最大水位を記録している。内水氾濫の状況としては、9 時 35 分前に一部地域の冠

水が確認され、午後には床上浸水等の発生が確認されている。このように、避難情報

としては、宮川の河川水位の状況とともに段階的に発表され、浸水が始まる前に発表

がなされていた状況にあった（伊勢市調べ）。 

このような当時の状況下で、平成 23 年台風 12 号時の対応について、避難の有無と

その避難判断の要因を確認し、地域の災害時における課題の検討を行った。 

当時「避難した」と回答した人は 49 人、「避難しなかった」と回答した人は 270 人

と、避難率は回答数全体の 15.3%と低い。実際に危険が迫っていたと考えられる「宮

川近くの低地」に住んでいると回答した住民については、34 人（36.6％）の避難率で

あった。この値は過去に起きた他の地域の風水害時の避難率（岐阜県 7.15 豪雨災害検

証委員会 2012、廣井ら 2003 など）と比較すると高い値であるが、地域全体の防災

を考える上では、十分な値とは言いきれない。そこで、なぜ避難しなかったのかその

判断要因を確認した。 

 図-5.3 に台風 12 号接近に伴う危険を認識したタイミングを示す。この結果から、

紀伊半島の広い範囲で期間総降水量 1000ｍｍを超える記録的な大雨が降った状況下

においても、地域全体において「地域が浸水し始めてから気づいた」とする住民が 53％

を占め、「台風が日本に近づいてきたとき（雨が降り始める前）」及び「台風が近畿地

方に近づいたとき（上陸する前）」と回答し、ある程度事前に地域の危険を認識して

いた住民は、15％程度であった。なお、大雨の際に被害に遭う可能性の高い「宮川近

くの低地」に住む住民においては、他の地域と比較して水害への危険認識は高いと考

えられるが、他の地域と同等の約 51％の人が、浸水し始めてから危険を認識していた。 

次に避難した住民と避難しなかった住民のそれぞれの避難行動の理由を確認した。

図-5.4 に避難した住民の避難のきっかけを示す。地域全体で避難した住民の 60％が、

「避難指示」および「避難勧告」により避難しており、片田ら（2005）や及川ら（2005）

でも確認されているように、避難情報が重要な役割を担っていることがわかった。そ 
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4

49

19

18

4

7

168

48

72

13

29

53

13

18

5

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域全体

宮川近くの低地

宮川近くの高台

宮川から離れた低地

宮川から離れた高台

回答数（横軸は回答割合）

平成23年台風12号時の危険認識タイミング（居住場所別）

1． 台風が日本に近づいてき

たとき（雨が降り始める前）

2． 台風が近畿地方に近づ

いたとき（上陸する前）

3． 台風が上陸した後

4． 辻久留地区が浸水し始め

てから

5． その他

単一回答方式（有効回答数：319）

※地域全体は居住場所を回答していない人を含むため、各居住場所の合計数とは一致しない。
  

図-5.3 平成 23年台風 12号時の危険認識タイミング 

 

14

10

2

1

0

14

6

3

4

1

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3

3

0

0

0

13

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域全体

宮川近くの低地

宮川近くの高台

宮川から離れた低地

宮川から離れた高台

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成23年台風12号時の避難したきっかけ（居住場所別）
1．避難指示

2．避難勧告

3．大雨警報や洪水警報

4．家族の話を聞いて

5．何となく不安になって

6．外の様子を見て

7．床上・床下浸水し始めたの

で
8．その他

※地域全体は居住場所を回答していない人を含むため、各居住場所の合計数とは一致しない。

回答数（横軸は回答割合） 単一回答形式（有効回答数：47）

 

図-5.4 平成 23年台風 12号時の避難した住民の避難きっかけ 

 

の次に回答数が多いのは、「外の様子を見て」であり、地域全体の 28％である。避難

情報でなく、自己判断で避難を決めている住民が、一定数存在することがわかる。 

 一方、図-5.5に避難しなかった住民のその理由を示す。避難しなかった理由として

多いのは、「災害時にいた場所（自宅など）が高台にあるため、安全だった。」34%、

「危険になるとは思わなかった。自分の場所は安全だと思った。」27%、「近所の人が

避難しなかった」9%、「２階に避難すれば大丈夫だと思った」7%である。この結果は、

前項でも触れたが、高台の住民と低地の住民で、大きく災害時の行動が異なる可能性

を示唆している。実際、「災害時にいた場所（自宅など）が高台にあるため、安全だっ 
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28
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25
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4

0

3

41

21

13

1

6

7
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0

2

0

11

3

5

3
0

155

5

99

3

47

41

15

14

1

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域全体

宮川近くの低地

宮川近くの高台

宮川から離れ

た低地

宮川から離れ

た高台

回答数（横軸は回答割合）

平成23年台風12号時に避難しなかった理由（居住場所別）

1． 危険な状況になるとは思わなかっ

た。自分の場所は安全だと思った。

2． 気づいたら周りが浸水しており、避難

できなかった。

3． ２階に避難すれば大丈夫だと思った

4． 避難情報が伝わらなかった。避難情

報の意味がわからなかった。

5． 家族が避難しなかった

6． 近所の人が避難しなかった

7． 避難するのが面倒だった

8． 自分自身や家族に、体の不自由また

は病気の人がおり、避難できなかった。

9． 災害時にいた場所（自宅など）が高

台にあるため、安全だった。

10． その他

複数回答形式 （有効回答数：262） ※地域全体は居住場所を回答していない人を含むため、各居住場所の合計数とは一致しない。
 

図-5.5 平成 23年台風 12号時の避難しなかった住民のその理由 

 

た。」と回答した住民は、「宮川近くの低地」の住民で 8.4%、「宮川近くの高台」の住

民で 78.0%であった。一方、「宮川近くの低地」の住民は、それ以外の項目として「家

族が避難しなかった」、「近所の人が避難しなかった」が多く回答されていた。また他

の居住場所の住民同様に「危険になるとは思わなかった。自分の場所は安全だと思っ

た。」を回答した住民も 25.0%存在する。このことから、上述の危険認識のタイミング

も考慮すると、正常化の偏見によって危険を過小評価する心理に加え、集団行動心理

に由来する積極的に避難する人がいないことによって生じる避難への抵抗感が加わり、

結果として避難が遅れている可能性がある。なお、「２階に避難すれば大丈夫だと思っ

た」の回答も 15.2%あり、２階建て以上の住居に住む住民については、垂直避難に対

する行動意識が一定数存在することも確認できた。 

 以上、地域の災害意識を確認する上で、浸水害が実際に発生した平成 23 年台風 12

号の際の事例を通して、実際の住民の災害時の行動を確認した。その中で特徴的であ

ったことを以下にまとめる。 

・高台と低地における風水害への意識の違いが、災害時の行動の違い、災害への意

識の違いをもたらしている。 

・実際の災害時には大丈夫だろうと、危険を過小評価する正常化の偏見の意識と、

その結果として生まれる周辺住民が避難しないことによる避難への抵抗感とい

う集団心理が、「宮川の近くの低地」の住民においても存在する。 

このような結果を踏まえ、次項では、地域気象情報による避難行動の改善の可能性に

ついて検証する。 
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5.2.3 従来型気象情報と地域気象情報による災害時の行動の違い 

 

 本項では、従来型気象情報と地域気象情報による災害時の行動の違いについて確認

する。図-5.6、図-5.7、図-5.8、図-5.9に表-5.2に示した 4 つのパターンそれぞれの

情報による災害時の行動の違いを示す。なお、詳細はここでは記載しないが、従来型

気象情報と地域気象情報のそれぞれの回答者について、性別、年齢及び居住場所の構

成割合に顕著な違いはなく同程度であり、これらの偏りによる回答結果への影響はな

かったことを注記しておく。 

以下では、主に、避難を意識した行動の割合にどのような影響を及ぼすかに着目し、

「すぐに避難する」、「避難の準備を始める」（以下、避難行動実施）と回答した人の割

合にどのような違いがあるかを確認した結果を示す。 

4.1.2 でも述べたように、地域気象情報の目的は、情報により、状況把握と危機意識

の事前醸成を助け、早期の災害への対応行動に結びつけることにある。本アンケート 
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図-5.6 地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動比較（パターン 1：生活指標型の例） 
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図-5.7 地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動比較（パターン 2：直観認識型の例） 
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図-5.8 地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動比較（パターン 3：過去経験型の例） 
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図-5.9 地域気象情報と従来型気象情報による災害時の行動比較（パターン 4：連想理解型の例） 

 

調査では、この情報による危機意識の事前醸成による減災効果として、避難行動の意

識にどのような影響を与えるかを主に評価している。つまり地域気象情報による災害

への危機意識の醸成が、災害時の行動を誘引し、必要に応じ避難行動へつなげる、こ

の流れを考慮し、地域気象情報による災害への意識の変化を、避難行動実施率の視点

から評価した。もちろん、ここで得られたデータは、実際の避難行動に関するもので

はなく、アンケート調査上の避難意向に関するものである。しかし、5.1 の調査方法

で述べたとおり、両者の災害時の行動の違いは、同一の回答者に対する比較ではなく、

異なる回答者間で比較しており、その点では情報による事前の災害への意識変化の傾

向としては、信頼性の高いデータを提供していると考えられる。 

 

a）パターン 1：生活指標型（具体的な被害情報による効果） 

この設問は、通常メディア等から得られる市内全域を対象とした気象情報でなく、

具体的に身近な地域の情報を得た際に、住民の災害時の行動にどのような変化がある

かを確認するものである。避難行動実施率は、従来型気象情報の 7.1％と比較して、
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地域気象情報では 24.0％と、16.9%増加している。 

 

b）パターン 2：直観認識型（より直感的でわかりやすい表現による効果） 

この設問では、水位表現をより直感的でわかりやすい表現にした際に、どのような

効果が得られるかを確認するものである。この効果として、避難行動実施率は、従来

型気象情報の場合の 18.6％と比較して、地域気象情報では 36.5％と 17.9%増加してい

る。この設問では、他の３つのパターンと比較した場合に、最も避難行動実施率の増

加が顕著であった。 

 

c）パターン 3：過去経験型（過去の災害経験情報の付与による効果） 

この設問では、地域の災害をイメージしやすい過去に経験している災害事例を利用

した際に、災害時の行動にどのような効果を与えるかを確認している。結果、避難行

動実施率は、従来型気象情報の場合の 15.7％と比較して、地域気象情報では 27.9％と、

12.2%増加している。 

 

d）パターン 4：連想理解型（避難情報の理由の明示による効果） 

この設問では、市町村が発表する避難情報に、避難理由として、地域に身近な災害

現象を明示した場合に得られる効果を確認した。結果、避難行動実施率は、従来型気

象情報の場合の 24.5％と比較して、地域気象情報では 34.2％と、9.7%増加している。 

 

 本調査では、図-5.2で示した居住場所によって避難行動実施率に大きな差があるこ

とが確認された。表-5.3に居住場所別のそれぞれの情報による避難行動実施率と、従

来型気象情報に対して地域気象情報を利用した場合の避難行動実施率の増加率（上昇

率）を示す。生活指標型や直感認識型のパターンでは、高台の回答者を除けば、すべ

て 15%以上の上昇率となっている。一方で、過去経験型や連想理解型のパターンでは、

その他の 2 つパターンと比較して、全体的に上昇率は低い。この理由として、過去経

験型のパターンについては、「宮川近くの低地」以外の地域では、避難行動実施率が低

く、平成 21 年台風 12 号の当時の被害の有無による影響が考えられ、当時被害を受け

なかったことによる安心効果が働いている可能性がある。それでも、高台の場合を除

き、10%超の上昇率を示している点には注目すべきである。また連想理解型のパター

ンについては、そもそも従来型気象情報の避難行動実施率が大きいことが影響してい

ると考えられる。 

最後に、各パターンの比較をまとめる。各設問、表現手法はそれぞれ異なるものの、

共通するのは、従来型気象情報を身近でわかりやすい表現を利用して、イメージでき

る情報とすることにより、一定の避難行動に結びつく可能性があるということである。

これは、5.2.2 で課題として挙がった正常化の偏見を打開する効果を、地域気象情報は

秘めているということを意味する。つまり従来型気象情報を身近な地域表現に翻訳す

ることにより、今まで以上に避難行動へつながる事前の危機意識の醸成につながる可 
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表-5.3 従来型気象情報と地域気象情報の避難行動実施率とその上昇率 

情 報 パ タ

ーン 

情報内容 全体 宮川近く

の低地 

宮川近く

の高台 

宮川から

離れた低

地 

宮川から

離れた高

台 

生 活 指 標

型 

従来型気象情報 7.1% 11.1% 6.8% 10.0% 0.0% 

地域気象情報 24.0% 35.4% 21.2% 29.2% 6.5% 

上昇率 +16.9% +24.2% +14.4% +19.2% +6.5% 

直 観 認 識

型 

従来型気象情報 18.6% 29.5% 12.9% 31.8% 5.0% 

地域気象情報 36.5% 53.1% 30.2% 47.4% 19.7% 

上昇率 +17.9% +23.6% +17.3% +15.6% +14.7% 

過 去 経 験

型 

従来型気象情報 15.7% 22.6% 11.1% 22.7% 8.9% 

地域気象情報 27.9% 41.0% 24.2% 34.8% 10.9% 

上昇率 +12.2% +18.4% +13.1% +12.1% +2.0% 

連 想 理 解

型 

従来型気象情報 24.5% 31.1% 19.6% 33.3% 22.2% 

地域気象情報 34.2% 49.4% 27.4% 47.4% 23.0% 

上昇率 +9.7% +18.3% +7.8% +14.0% +0.7% 

※上昇率：避難行動実施率（地域気象情報）－避難行動実施率（従来型気象情報） 

※下線部は、15％以上の上昇率が確認された箇所。（15％は目安として設定） 

 

能性を秘めている。この効果は、地域住民が自ら検討することで高まり、また地域で

情報を共有することで、「自分だけ避難するのもなぁ」という意識を、「みんな避難す

るだろうから」という意識へと転換することにもつながる。 

しかしながら、一方で、地域気象情報を共有した場合にも、一定数の住民は、待ち

の姿勢を崩さない可能性があることも事実である。実際、「宮川近くの低地」の地域に

おいても、避難行動実施に至っていない「テレビ等で気象情報を確認する」、「外の様

子を確認する」、「誰かに相談する」、「何もしない」、「この情報の意味がわからない」

を選択した人の割合は、地域気象情報を利用した場合においても一定数を占めている。

このことから、今回設定した地域気象情報だけでは、避難行動への意識につながらな

い要因が存在しているのも事実である。そこで、地域気象情報について「宮川近くの

低地」の地域を対象に、すべてのパターンで避難行動実施を選択した者（51 人）とい

ずれか１つのパターンでも避難行動実施を選択しなかった者（65 人）とを比較した。

その結果、後者の特徴として以下のことが確認できた。 

 

・平成 23 年台風 12 号の際の危険認識のタイミングが少し遅い。 

・いずれかのパターンで避難行動未実施である者は、他のパターンでも、避難行動

未実施である傾向がある。 

・40 代の比較的若い人の割合が多く、逆に 80 代以上の高齢者の割合が少ない。 
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・男性の割合がやや多い。 

・「主夫・主婦」、「学生」、「無職・定年後」、「その他」以外の何らかの仕事に従事

している人の割合が高い。 

 

この傾向は、従来型気象情報の場合についても同様であった。このことについては、

上記の「避難行動への意識につながらない要因」を確認する重要な情報となりうるた

め、今後の参考としたい。 

 

 

5.3 インタビュー調査の方法 

 

次に、災害時に住民がどのような点に着目しているかを確認することで、対象地域

における地域気象情報を検討する基礎資料とするため地域住民を対象に実施したイン

タビュー調査について確認する。またこのインタビュー調査の結果をもとに、気象情

報を取り巻く災害リスクに対する人びとの認識の特徴について考察する。 

 インタビュー調査は、対象地域（2,708 世帯、5,930 人、平成 25 年 7 月 31 日時点（伊

勢市人口統計情報））に、ある程度の期間（目安として数十年）在住し、地域防災に関

わったことがあるなど地域の災害に対して造詣の深い人物に協力を依頼した。インタ

ビューでは事前に表-5.4 についてのアンケートを行い、それをもとに、半構造化イン

タビューの形式を取り、地域の実情を様々な視点で語って頂いた。事前アンケートの

構成としては、過去の災害経験（問 1-1,2）、地域の災害時の着目点（問 2）、災害の危

険を感じる規模や表現（問 3-1,2）、地域コミュニティの状況等（問 4-1,23）をそれぞ

れ確認する内容となっている。本研究では、主に、地域の災害時の着目点、災害の危

険を感じる規模や表現が主なテーマとなる。また、気象情報については意図的に研究

者側から触れることはせず、純粋に地域での災害特性を把握する方法や着目点につい

て質問形式でインタビューを実施した。調査への依頼の結果、最終的に 6 名の人物か

らインタビューの了解を得、平成 25 年 3 月にインタビュー調査を別々に実施した。イ

ンタビュー時間は概ね 1 人当たり 1 時間程度である。インタビュー調査を実施した 6 

名は、対象地域内の異なる町の居住者であり、過去や現在において自治会長などを務

められており、長期間地域に在住され、対象地域全体に対してのある程度の知識と災

害経験を持つ方々ばかりである（表-5.5 参照）。実際、対象地域の範囲は 2.2km2（伊

勢市調べ）であり、日常的に行き来する地域内であることから、本調査により、対象

地域の基本的な災害特性は十分に把握できたと考える。なお、この 6 名の内、1 名に

ついては他に地域住民 2 人が同席する形で 3 者からの聞き取りとなった点を注記して

おく。 
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表-5.4 インタビュー調査における事前アンケート概要 

質問番号 質問項目 

問 1-1 あなたは、過去に地域の災害を経験したことはありますか？実際にご自身で経験した

災害を挙げてください。 

問 1-2 あなたは、過去に災害で避難したことがありますか？避難したことのある災害を挙げ

てください。 

問 2 大雨、洪水、土砂災害などの際に、まず危険となる地域の危険箇所や災害の発生の目

安となる場所をいくつか挙げてください。 

問 3-1 大雨、洪水、土砂災害などの際に、どの程度危険になったら、情報を伝えて欲しいで

すか？  

問 3-2 大雨、洪水、土砂災害などの際に、どのような言葉や表現を利用すると、みんなが注

目したり、危険を感じ取りやすいと思いますか？ 

問 4-1 地域で開催しているイベントや年間行事を教えてください。 

問 4-2 あなたが地域活動の鍵（キー）となると思う重要な人やグループ・活動を教えてくだ

さい。 

問 4-3 地域の防災で、不安な点や課題はありますか？自由にご記入ください。 

基本情報 名前、年齢、職業 

 

表-5.5 インタビュー対象者基本情報 

対象者 A さん B さん C さん※ D さん E さん F さん 

年齢 60 代 70 代 70 代 70 代 60 代 80 代 

居住年数 40 年 32 年 50 年 49 年 63 年 83 年 

対象発言数 6 11 13 14 10 5 

 ※２名同席、計３名。 

 

5.4 インタビュー調査の結果 

 

調査対象者が地域の災害を考える上で、どのような点に着目しているかを確認する

ため、インタビュー調査における発言のうち、災害時の着目点についての発言部分を

抜き出し、その発言内容について、時間・場所・現象種別などの基本的な事項を確認

し、その要旨をまとめた。その結果、表-5.5 に示すように、各調査対象者から、計 59

件の災害時の着目点に関する情報を得た。この 59 件について、対象となる現象、その

災害種別、現象の発生場所、量的情報か質的情報か、現象を把握する方法について、

それぞれ分析を行った。その結果を図-5.10、図-5.11、図-5.12、図-5.13、図-5.14

に示す。 

まず調査対象者が言及した現象について確認する。図-5.10 は、インタビュー調査

において調査対象者が言及した現象を示したものであるが、基本的に自然現象にはあ 
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7 (12%)

52 (88%)

インタビュー調査において言及された

現象

自然現象

地域現象

（対象発言数 59個）
 

15 (25%)

14 (24%)21 (36%)

2 (3%)

4 (7%) 3 (5%)

インタビュー調査において言及された

現象の災害種別
大雨

浸水

洪水

暴風

土砂災害

その他

（対象発言数 59個）
 

図-5.10 インタビュー調査において言及され

た現象 

図-5.11 インタビュー調査において言及され

た現象の災害種別 

43 (73%)

14 (24%)

1 (2%) 1 (2%)

インタビュー調査において言及された

現象の発生場所

町内

小学校区内

近隣小学校区

市内

（対象発言数 59個）
 

4 (7%)

55 (93%)

インタビュー調査において言及された

現象の性質

量的情報

質的情報

（対象発言数 59個）
 

図-5.12 インタビュー調査において言及され

た現象の発生場所 

図-5.13 インタビュー調査において言及され

た現象の性質 

39 (66%)
5 (8%)

0 (0%)
15 (25%)

インタビュー調査において言及された

現象の把握方法
現場確認（地域内の影

響把握）

市からの情報(地域外か

らの影響把握)

広く公にはない県や国

からの地域への情報

広く公の情報

（対象発言数 59個）
 

図-5.14 インタビュー調査において言及された現象の把握方法 

 

まり着目せず、その自然現象に伴い発生する地域での発生現象（地域現象）について

語っている割合が 88%と多い。ここでいう自然現象とは、「夏場のゲリラ豪雨のよう

な雨が 1 時間続くと心配になる。」や「伊勢湾台風の時は風がすごかった。」のように、

降水や風などの現象を示しており、「度会橋の河川水位の線を確認する人は結構いる。」

や「心配なのは、土砂である。山に近い家が危険。」などのように、その結果として生

じる河川氾濫や土砂災害など地域で発生する現象については、地域現象として区分し
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ている。このように地域現象についての語りが多かったという点は、気象情報が表現

する自然現象の描写、例えば、「明日の朝までに 200mm の雨が予想されています」な

どの表現は、地域の災害に対するリスクコミュニケーションの手法として、十分に機

能しない可能性を示唆している。なお、自然現象を表現した 7 件については、過去の

災害時の現象に触れたものが 3 件、雨について触れたものが 2 件、風について触れた

ものが 2 件であった。 

 では、言及した現象の災害の種類は何であったか、それを示したものが図-5.11 で

ある。図-5.11 の結果から、地域住民が過去に遭遇している大雨や浸水についての言

及が多く見られた。一方で、一番多く言及していたのは洪水についてであり、洪水被

害自体は対象地域においてここ近年は発生していないが、河川の外水氾濫による洪水

については、被害が大きくなることもあり、注視していると言える。このことからは、

過去の災害だけでなく、実際に起こりうる災害に対するリスク認識も十分にあること

が確認された。 

 次にこれらの現象の発生場所を示したのが図-5.12 である。その結果、73%が「町内」、

24%が「小学校区内」と、これら 2 つで 97％を占めた。もちろん河川の氾濫を考慮し

た際に、上流の状況に注目することも可能ではあるし、有効な手法である。しかし、

実際に調査対象者が着目しているのは、「町内」を含む「小学校区内」までが 97％で

ある。このことは、災害を把握する上で、インタビュー対象者は自身に密接に関係す

る地域を対象に捉えており、遠隔地による情報によって、それを捉えるということは

あまりしていないことを示している。地域の災害に対するリスクコミュニケーション

は、このように自身に関係する地域内の現象を対象に行われている。仮に地域に影響

を及ぼす遠隔地の情報がある場合、それを地域での現象に置き換える形で情報提供す

ることが災害リスクコミュニケーションとしては重要となると言える。なお、残りの

2 件については、「近隣小学校区内」は津波関連、「市内」は宮川の洪水被害について

の言及であった。 

また量的表現をどの程度利用しているかを確認するために、雨量や風の強さ、水位

など、量的情報についてどの程度言及しているか確認したのが図-5.13 である。この

結果、量的表現を利用していたものは 4 件のみであり、ほとんどの表現が、「団地内の

微妙な起伏に応じて、雨が流れていく方向は決まっている。」や「宮川堤防の石垣から

の水の吹き出しには注意している。」のように、現象を質的に描写するものであった。

このことは、現在の気象情報で伝えている量的情報（1 時間 80mm、24 時間 500mm）

などの表現は、住民が地域の災害を把握する上でのリスクコミュニケーションには適

さず、量的情報が示す現象の大きさのイメージが伝わらない可能性を秘めている。な

お、量的表現は、水位が 3 件、降水時間が 1 件であった。 

最後に、現時点において、どのような方法であればその現象を把握することが可能

かを確認した。その結果が図-5.14 である。この結果が示すように、身近な地域の現

象に注目していることもあり、「現場確認でしか確認できない」項目が 39 件と 66%を

占めた。一方で、市からの情報提供による把握が可能な市内の広域に及ぶ災害につい
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ては、5 件確認された。また本対象地域の傍を流れる一級河川のように国などにより

管理されているものについては、インターネットで確認できるリアルタイムの情報が

整備されており、そのような情報から確認できるものも 15 件確認された。いずれにせ

よ、最も多かった地域性の高い情報については、把握する方法が整備されていないの

が実情であった。 

以上が、インタビュー調査から得られた地域住民の災害時の着目点についてまとめ

た結果である。これらの結果から、住民が地域の災害を考える上で、広域の気象現象

ではなく、小学校区程度の広さの地域で発生する身近な現象に注目していると言える。

このことは、もし気象情報が住民への災害リスクを伝えることを目的とするのであれ

ば、地域の災害特性を考慮し地域が着目する点をいかに表現するかが重要となり、そ

のような情報を伝えることが情報による災害リスクコミュニケーションにおいては必

要と言える。つまり、気象情報が表現する自然現象の描写（例えば、上述の「明日の

朝 6 時までに伊勢市で 200mm の雨が予想されています。」という表現）は、リスクコ

ミュニケーションの観点からは住民の災害リスクの認知のための情報としては十分で

はなく、そのような自然現象が発生した場合にどうなるのか、インタビュー調査でも

確認された地域が着目する現象（例えば「伊勢市〇〇町の〇〇交差点付近が水没しま

す。」）に結び付けて伝えることが、情報による災害リスクコミュニケーションにとっ

ては有効と言える。 

このことは、前節の事前アンケート調査の結果から得られた知見とも整合する。す

なわち、地域の具体的な場所や過去に発生した地域の災害、住民にわかりやすい表現

などの地域にとって身近な表現を利用することにより、災害時の対応行動に改善が期

待されることを裏付けるものである。 

インタビュー調査の結果の中には、過去の経験から浸水による被害を受けやすい場

所についての情報や、地域固有の象徴物を利用した情報、特定の場所に特化した情報

なども含まれていた。これらの情報は、一見統一感がなく、中には他地域の人から見

れば理解しづらいものもあるが、そこに重要な視点が存在している。そもそも、個人

にとっての気象災害の危険性とは、居住場所に大きく依存している。つまり、地域特

性が顕著である気象災害について、本来必要とされる情報は、これらの地域の災害特

性を反映させた地域独自の情報である。このような地域特性を気象情報に利用するこ

とによる災害時の対応行動の改善が予想される。 

 

 

5.5 事前調査のまとめ 

 

本章では、まず従来型の気象情報と地域気象情報の災害時の対応行動に与える影響

を確認することを通して、災害抑止への効果を確認した。5.1 で示したように、三重

県伊勢市中島学区に位置する過去に内水氾濫の経験を持つ辻久留地区の全世帯を対象
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にアンケート調査を実施したが、この目的は、地域の気象災害に対する防災意識の確

認と、地域気象情報の有効性の確認である。 

アンケート調査の結果から、以下の点が課題として存在していることを確認した。 

  

・災害時における危険認識は遅く、危険になってから認識している住民が 53%と多

かった。 

 ・危険になっても、避難している住民は少なく、回答者中 15.3%であった。 

 ・水害の影響を受けやすい「宮川近くの低地」の住民について、避難しない理由と

して、正常化の偏見による危険意識の醸成不足、集団心理による避難への抵抗感

が確認された。 

 

 この課題に対し、地域気象情報の有効性を確認した結果、本アンケート調査で設定

した 4 つのパターンから以下のことが確認できた。 

 

 ・すべてのパターン例で避難行動実施率に改善が見られた。 

 ・水害の影響を受けやすい「宮川近くの低地」の住民では、すべてのパターンで 15%

以上の上昇率となった。 

 ・事前に地域気象情報を共有することで、課題として挙がった正常化の偏見や避難

への抵抗感を抑制できる可能性があることを確認した。 

 

以上のように、本アンケート調査結果から地域気象情報による減災可能性を確認する

ことができたが、依然避難行動への意識に結びつかない住民（避難行動未実施者）も

いることが確認されている。避難行動未実施者に対する方策およびその要因について

は、引き続き課題と言える。 

 また実際の災害時における行動には、アンケート調査で想定した要因だけでなく、

様々な要因が影響を与える。各個人が置かれた個々の状況によって、災害時の行動が

大きく影響を受けることが容易に予想される。この意味で、地域気象情報は、あくま

で避難行動を促進するための一つの方策に過ぎない。取組を通じて、地域全体におい

て、防災に対する意識を高めていくために、地域気象情報以外の方策についても検討

を進めて行くことが重要であるのは言うまでもない。 

今回設定したそれぞれのパターンの情報は一つの例であり、伝える内容や表現によ

って避難行動実施率自体は変わる可能性が十分ある。そのため、避難行動実施率の上

昇率も重要であるが、情報の違いにより、どのような変化傾向が得られるかに注意し

たい。実際、調査結果から、それぞれのパターンにより、避難行動実施率の上昇率に

は差があることがわかる。このことは、今後、当該対象地域での地域気象情報を具体

的に策定するための参考となる。4.1.2 でも触れたように、基本的に地域気象情報は地

域住民が災害への意識を高めるための地域独自の情報である。そのため、系統だった

分類が必要であるわけではない。しかし、今後、地域気象情報の検討を行っていく上
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でも、上記の内容や表現による災害時の行動への効果については、今後系統的な視点

も入れながら、評価していきたい。 

そのような地域気象情報の検討を行う上で、5.3 及び 5.4 で実施したインタビュー調

査の結果は重要な意味を持つ。このインタビュー調査の目的は、住民の災害時の着目

点を確認することで、地域の災害について再確認することだけにあるのではない。こ

の着目点を気象情報として活用することができれば、気象情報の災害情報としての減

災効果を向上させるとともに、気象情報の作成者と利用者との間の災害リスクコミュ

ニケーションの円滑化を図れる可能性がある。言いかえれば、気象情報の利用者であ

る住民の災害リスクへの認識を高めるとともに、その認識を気象情報の作成者が想定

する災害リスクと一致させ、災害リスクに対する共同意識の醸成につながる可能性が

あるからである。 

 実際に地域気象情報を設定する方法は、ワークショップの実施、投票方式、自主防

災組織による決定など、種々の方法が考えられるが、今回は、5.3 及び 5.4 のインタビ

ュー調査から得られた情報をもとに、対象地域に暮らす人びとにとって有効かつ重要

と考えられるキーワードを抽出し、地域気象情報を試行的に作成した。その例を以下

に挙げる。 

 

① 度会橋オレンジ水位超える情報（度会橋の水位が、オレンジの線を超えました（避

難判断水位）。宮川沿いでは、地表面からの水の湧き出し（ガマ）等の発生が危惧

されます。避難が必要な方は、避難の心積もりをしてください。） 

「オレンジ水位」というのは、対象地域に位置する度会橋に引かれた水位レベル

を表す線の色である（図-5.15参照）。 

 

② 辻久留地区の住民は浸水に備えよう情報（宮川の水位の上昇と市内の大雨により、

辻久留清水や小川町が浸水する可能性があるので、注意してください。） 

平成 16 年と平成 23 年に実際に被害が発生している内水氾濫に関係する情報であ

る。この現象は周辺地域の住民の多くが認識しており、地域の主要幹線道路の冠水

を伴うことから注目度が高い。過去の発生状況から、宮川本流の水位上昇に伴う支

川の排水不良により発生している（図-5.16 参照）。 

 

③ 辻久留台の裏山危険情報（大雨により、辻久留台の裏山が崩れる可能性が非常に高

まっています。） 

対象地域のうち、辻久留台を中心とする地域では、土砂災害の危険箇所にも指定

されるなど、土砂災害の危険が存在する地域である。一方で、この土砂災害の危険

のある地域以外の住民は土砂災害への危険意識はあまりないのも事実である。 

 

さて、このように設定した地域気象情報は、現在の気象情報との間にどのような関

係を見いだせるだろうか。例えば、「①度会橋オレンジ水位超える情報」はどうだろう 



- 64 - 

赤色

紫色

オレンジ色

緑色

  

図-5.15 度会橋における水位レベルの指標 図-5.16 辻久留地区における浸水被害状況 

（引用元：国土交通省中部地方整備局三重河川

国道事務所（2012）） 

 

か。この度会橋のオレンジ水位は、近隣に位置する国土交通省所管の岩出観測所の避

難判断水位と対応している。このことは、この情報が指定河川洪水予報の宮川はん濫

警戒情報と密接に結びつくことを意味しており、宮川はん濫警戒情報を①のように地

域に併せた表現にすることが十分可能である。その他、②辻久留地区の住民は浸水に

備えよう情報については、樋門の操作基準などをもとに内水氾濫の条件を検討するこ

とで条件設定が可能であるし、③辻久留台の裏山危険情報について言えば、土砂災害

に関するメッシュ情報が利用できる。 

これまでの気象観測や気象予測の発展により、気象情報のスケールと利用者が着目

する地域現象のスケールは徐々に縮まりつつある。X バンド MP レーダーのような数

百 m スケールでの降雨観測や、上述の土砂災害などの危険度を示す数 km スケールで

の各種メッシュ情報などのように、精度上の課題はまだあるものの、地域における災

害リスクを考える上では、十分利用できる情報も増えてきている。こうした新しいタ

イプの情報を有効に活用すれば、住民の地域の災害に対する知恵を、単なる個人や地

域の知恵として留めるのでなく、精細化・精緻化された気象情報と結びつけて利用す

ることも可能である。 

さらに、重要なことは、こうした地域気象情報の思考・検討過程を通して生まれる

関係は、単に情報の関係性にとどまらず、気象情報に関わる多用な人びとの間の関係

にも影響を及ぼすと考えられる点である。すなわち、次章で述べるように、地域気象

情報を仲介とした「地域気象情報の共同構築」を通して、気象情報の作成者と利用者

との間に、これまでよりも円滑な新しい災害リスクコミュニケーションが生まれると

考えられる。 
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第 6 章 

地域気象情報の共同構築の試行 

 

6.1 地域気象情報の共同構築の流れ 

 

4.1.3 において、地域気象情報の共同構築について提案した。本章では、実際に伊勢

市中島学区において実施した「地域気象情報の共同構築」の試行の結果から地域気象

情報の共同構築の意義とその可能性について確認する。 

まず、この地域気象情報の共同構築の流れを確認する。地域気象情報の共同構築の

全体の流れを表-6.1に示す。 

大きな流れとして、事前準備段階、内容の設定、利用開始に向けた検討、平常時に

おける地域気象情報の利用、地域気象情報の条件該当時における関係者の対応、定期

的な情報の更新の各段階が想定される。地域を熟知する住民は、地域の災害特性を抽

出し情報内容を設定する。気象情報を熟知する気象台や民間気象会社は、抽出された

地域の災害特性と気象条件を結び付け評価する。自治体は、地域の防災を担う行政機

関として、情報内容の妥当性や過不足を確認するなど、両者を仲介する役割を果たす。

そして、実際に地域気象情報の条件該当時は、関係者が地域の災害特性が反映された

情報を共有し、災害に対応する。この過程が、地域気象情報を仲介した関係者間の災

害リスクコミュニケーションとなり、地域気象情報の共同構築の過程を通じた、気象

情報の作成者と利用の災害リスクに対する共同意識の醸成へとつながる。 

 

 

6.2 伊勢市中島学区における共同構築の試行 

 

試行を実施した対象地域は、図-4.5に示した伊勢市中島学区である。この地域では、

この試行に至るまでの 2 年間、様々な形で取組に向けた下地づくりを行ってきた。そ

の取組状況を表-6.2 に示す。 

フィールド研究を開始した 2012 年は、主に研究者側が主催する形で各種イベント

を実施した。取組開始前に事前の気象災害への意識アンケート調査（5.1 及び 5.2、表

-6.2①）を実施し、その後、気象災害に対する啓発のため、地域の災害について考え

るイベントを実施した（表-6.2②）。2013 年は地域の事情もありイベント回数は少な

いものの、同年地域に発足した中島学区まちづくり協議会との共催の下、地域との連

携を主眼に各種防災イベントを実施している。またイベントとは別に 2013年3月には、

地域で検討する地域気象情報の基礎調査として地域の代表者に対し、地域の災害情報 
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表-6.1 地域気象情報の共同構築に向けた流れ 

各段階 実施項目 
主体 

住民 自治体 気象台※ 

① 事 前 準

備 

関係機関との地域気象情報の利用に向けた事前協議 〇 〇 〇 

地域気象情報の利用に向けた地域における調整 〇   

地域気象情報の内容設定のための方法の検討（ワー

クショップ、投票方式、関係自治会からの意見集約

等） 

〇   

②地域気象

情報の内

容設定 

情報内容の設定方法による地域気象情報の内容検討 〇   

設定内容に対する助言と精査  〇 〇 

設定した地域気象情報の気象条件の検討と、情報提

供の可否の判断 
  〇 

④ 利 用 開

始 

関係者における情報共有方法の検討 〇 〇 〇 

地域における利用方法の検討 〇   

⑤ 平常時 
地域気象情報の日常的な確認 〇   

地域気象情報を利用した定期的な防災訓練の実施 〇   

⑥ 地 域 気

象 情 報

の 条 件

該当時 

地域気象情報に対応する気象条件の該当確認   〇 

地域気象情報の発信と情報共有（災害リスクの共有） 〇 〇 〇 

地域気象情報に応じた災害対応 〇 〇 〇 

⑦ 情 報 の

更新 

地域や社会の状況に応じた定期的な情報内容の更新 〇   

情報の更新における助言と精査  〇 〇 

地域気象情報に対応する気象条件の定期的な見直し   〇 

※民間気象会社等を含む。 

 

に関する聞き取り調査を行う（5.3 及び 5.4、表-6.2③）とともに、同年 12 月には、

地域の全世帯を対象に、地域気象情報の共同構築への参加意思等を確認するアンケー

ト調査を実施した（表-6.2④）。この参加意思の確認結果を図-6.1に示す。図-6.1の

結果から、何らかの形で取組への参加意思を示した人の割合が、60%と半数を超える

結果となった。 

このような地域気象情報の共同構築の試行に向けた下準備を行った後、対象地域の

住民の地域気象情報の共同構築への参加意思を踏まえ、試行に向けた具体的な方法の

検討を進めた。 そして、地域気象情報の共同構築における表-6.1 の②地域気象情報

の内容設定として、2014 年 6 月 29 日に「中島学区地域気象情報の共同構築イベント」

を実施した。 
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表-6.2 伊勢市中島学区におけるこれまでの取組状況 

 開催日  取組  内容 

① 2012.07  気象災害に関する事前の意

識調査 

 辻久留地区を対象にした

事前アンケート調査 

② 2012.07-09 

 

 気象災害への意識啓発  ・タウンウォッチング 

・クロスロード 

・避難について考える 

・地域防災を考える 

③ 2013.03  地域気象情報の検討に向け

た基礎調査 

 地域の災害情報に関する

インタビュー調査 

④ 2013.12  地域気象情報の共同構築へ

の参加意思の確認 

 地区の全世帯に対する防

災意識調査 

⑤ 2014.06  地域気象情報の共同構築の

試行 

 中島学区地域気象情報の

共同構築イベント 

* その他、関連するものとして、防災の日常化にかかる取組や各自治会による防災

訓練などを実施している（4.2.1 参照）。 

 

210, (19%)

227, (21%)

218, (20%)

224, (20%)

25, (2%)

137, (12%)
14, (1%)

42, (4%)

気象情報の共同構築への参加意思

1．取り組んでみたい

2．1,2回でいいなら参加する

3．投票だけなら参加する

4．できれば自治会に任せたい

5．気象庁に任せておけばいい

6．伊勢市がやるべきだ

7．参加したくない

8．その他単一回答方式（有効回答数：1097人)
 

図-6.1 地域気象情報の共同構築の取組への参加意思 

 

上記で示したように、地域気象情報の共同構築の方法としては種々の方法が考えら

れる。住民側の参加方法としては、ワークショップ、投票方式、自主防災組織の代表

者による検討などが考えられる。また同様に関係者間で情報内容を協議する方法も、

代表者による協議形式、意見照会形式、シナリオワークショップなどが考えられる。 

今回の研究では、できる限り多くの住民が参加できることを意図したが、実際に初
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めて地域気象情報の共同構築を行うということと、現時点では地域気象情報の共同構

築に対する理解が住民間で十分でないことを考慮し、まず住民が情報内容について主

体的に検討し（情報作成過程）、その結果を踏まえ、関係機関の代表者がその利用可能

性や重要性について協議する（情報協議過程）という 2 つの手順に分ける方法を採用

した。なお、本実践における各主体は、住民（中島学区まちづくり協議会）、自治体（伊

勢市）、気象台（津地方気象台）である。住民は地域を一番知る地域の専門家として、

自治体は地域に最も近い公的な地域防災の責任者として、気象台は気象情報の専門家

として、それぞれの立場から参加している。ここで、以下に具体的な流れを示す。 

 

手順① 個人の所有する地域の災害情報の確認 

数名の住民で構成されるグループに分かれて、普段の日常生活で危険を感じたり、

災害を意識する地域の状況を確認する。本試行では、カード（図-6.2）を利用し、

「（どこが）M 診療所下の道、（いつ）大雨の時、（どのくらい）15cm くらい、（ど

うなっている）水がつかる。」のような形で情報を参加住民が作成する方法を採っ

た（図-6.3左写真）。 

 

手順② グループワークによる情報の選択 

各個人の作成した地域の災害情報から地域にとって重要と考えられるものを地

域気象情報の協議対象候補として選択する。今回はまず危険度別に順位付けを行っ

た上で、グループで注目した情報を 3 つ選択し、発表した（図-6.3中央写真）。 

 

手順③ 各主体の代表者による協議 

関係機関の代表者の参加の下、各グループから挙がった情報について、その利用

可能性や重要性の検討を行った。今回の試行においては情報数が多かったことから

時間の関係上、重要と考えられるものを多数決で選択し、検討対象として選抜した。

協議の際は、それぞれの立場から議論に参加し、最終的に〇△×形式で情報の利用

可能性を判定した（図-6.3 右写真）。 

 

手順④ 今後の実践利用に向けた検討 

協議結果を踏まえ、今後の利用に向けた検討課題についてまとめた。 

 

 

6.3 気象情報の作成過程 

 

では、「地域気象情報の共同構築」の試行結果について、試行に参加した住民のア

ンケート調査等から確認する。 

まず、住民を対象に実施した 6.2 の手順①及び手順②の協議対象とする地域気象情

報の作成過程の結果について確認する。今回の試行では、計 12 グループから最終的に 
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どこが（場所）） いつ（時間）

どのくらい（程度） どうなってる（状況・被害）

 

図-6.2 個人災害情報カード 

 

 

図-6.3 地域気象情報の共同構築ワークショップの様子（左写真：手順①（個人の所有する地域

の災害情報の確認）、中央写真：手順②（グループワークによる情報の選択）、右写真：手順③

（各主体の代表者による協議）） 

 

85 個の情報が挙げられた。その中から、地域にとって重要と考えられる情報を各グル

ープ 3 つ選択し、計 36 個の情報が抽出された。詳細はここでは省略するが、「K 町 K

うどん店裏の低地道路、空き地、大量降雨時、過去道路浸水で宅地（空き地）等に腰

まで水が来る、過去の七夕水害、伊勢湾台風で床下浸水を経験している。」といった過

去に経験した周辺の住民しか知らないような情報から、「Y 駅前、日中、10cm 位、道

路が水に浸かっている」といった住民の多くが知る場所の情報まで、地域の特性に応

じた様々な情報が挙げられた。これらの情報から次節で示すように検討対象とする情

報を関係者の代表者で選抜し協議を行うこととなった。 

ここで、この情報作成過程に参加した住民 95 名を対象に実施したアンケート調査

の結果（回答数 88 名）を示す。 

まず回答者の年齢分布を図-6.4 に示す。地域の高齢化率が 32.6%（平成 22 年国勢

調査）と高齢化が少しずつ進んでいる関係もあり、参加者は 60 代以上が多く、70%近

くを占めており、若者の参加率は低かった。 

アンケート調査の項目の一つとして、まず現在の気象情報への課題認識を確認した。

確認内容は、課題①「広い地域を対象としており、地域の災害には利用しづらい（対

象範囲の課題）」、課題②「気象情報からは、地域がどんな状況になるかがよくわから

ない（地域への影響把握の課題）」、課題③「いろんな情報があって、情報の危険度が 
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4, (5%)
7, (8%)

15, (18%)

30, (36%)

22, (26%)

6, (7%)

回答者の年齢分布

４．３０代以下

５．４０代

６．５０代

７．６０代

８．７０代

９．８０代以上

有効回答数(84名)
 

図-6.4 情報作成過程参加住民の年齢分布 

 

52

53

52

37

24

21

23

37

9

8

9

7

0% 50% 100%

①広い地域を対象としており、地域

の災害には利用しづらい。

②気象情報からは、地域がどんな

状況になるかがよくわからない。

③いろんな情報があって、情報の危

険度がよくわからない。

④気象情報が発表されても、最近

はまたかと感じ危機感がない。

現在の気象情報への課題認識

はい

いいえ

わからない

単一回答方式、有効回答数：①(81名)、②(84名)、③(82名)、④(85名)
 

図-6.5 現在の気象情報への課題認識 

 

よくわからない（情報過多）」、課題④「気象情報が発表されても、最近はまたかと感

じ危機感がない（狼少年効果）」の 4 種類である。これらの課題認識の結果を図-6.5

に示す。図-6.5からわかるように、課題④の狼少年効果を除くその他の課題について、

60%超の参加者が気象情報を有効に活用できていないと感じている結果となった。 

このような一定の課題認識が確認された気象情報に対し、今回の地域気象情報の共

同構築がどのような効果があるか確認するため対比質問を用意した。その結果が図

-6.6である。自分たちで作成した情報について、課題①に対し「地域の災害に備える

ために利用しやすい」と回答した人の割合が 71.8%、課題②に対し「災害のイメージ

がわきやすい」と回答した人の割合も 67.1%に上っている。これらは、自分たち自身

の地域を表現していることによる効果と考えられる。また自分たち自身で考えるとい

う参加によるオーナーシップ意識の効果として、課題④に対し「自分たちで考えたこ

とで情報を気に留めやすい」と回答した人の割合も 63.0%に上った。このように、災 



- 73 - 

57%

42%

66%

73%

68%

35%

67%

83%

63%

38%

67%

72%

0% 50% 100%

4．自分たちで考えたことで

情報を気に留めやすい

3．気象台の発表する気象

情報よりわかりやすい

2．災害のイメージがわきや

すい

1．地域の災害に備えるため

に利用しやすい

気象情報の課題に対する改善効果

全体

課題認識なし

の回答者

課題認識あり

の回答者

81
24
52

84
21
53

82
23
52

85
37
37

単一回答方式（有効回答数：表の右側に記載）

 

図-6.6 地域気象情報の共同構築による気象情報の課題に対する改善効果 

* 各結果の中下段に、関連する現在の気象情報への課題認識の有無による違い示す。 

 

害時に気象情報を通じたリスクコミュニケーションを行う上で、地域気象情報の共同

構築という自分たち自身が気象情報に関与するというシステムが、災害リスクへの理

解だけでなく、情報自体に関わりを持つことにより、気象情報を受け取るだけのもの

でなく、自ら注意を向ける対象として認識される可能性を示唆している。一方で、課

題③に対する「気象台の発表する気象情報よりわかりやすい」と回答した人の割合は

38.1%に留まっている。この点については、地域気象情報の共同構築自体が初めての

試みであることが影響していると考えられる。現在の気象情報は、単なる情報でなく

社会において長年醸成されてきた災害文化の一つである。そこには良い意味でも悪い

意味でも、住民にとって社会生活上の位置付けができており、特に、テレビなどのメ

ディアでも頻繁に報道されるほど身近なものである。その点、今回の地域気象情報は、

理解しやすく意識しやすいという意見がある反面、あくまでそのような災害文化の点

から見れば地域住民にとって新参者であり、単なる導入だけではなく、訓練や利用機

会を通じて、地域の災害文化の一つとして受け入れてもらうための期間が必要である

ことを意味していると考える。この点は今後の課題としたい。図-6.6には、併せて図

-6.5 における現在の気象情報への課題認識の有無による違いをそれぞれの項目の中

段と下段に示した。この結果から、図-6.5の課題認識の有無による顕著な差は確認さ

れず、現在の気象情報に課題を感じているから地域気象情報の共同構築に改善効果を

感じるというよりは図-6.6 の結果は地域気象情報の共同構築自体への印象と捉える

方が適切と言える。 

現在の気象情報と比較した改善効果の確認とは別に、このような取組自体に意義を

感じるかどうかを確認した。その結果が図-6.7 である。質問では、①「みんなで考え 
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76

61

72

6

16

7

1

4

2

0

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① みんなで考えることについて

②気象情報の内容を自分たちで決め

られることについて

③情報の内容が地域に身近であること

について

地域気象情報の共同構築について

1

意味がある

2

少し意味がある

3

あまり意味がない

4

意味がない

単一回答方式、有効回答数：①(81名)、②(81名)、③(83名)
 

図-6.7 地域気象情報の共同構築の意義 

 

ることについて（共同構築の意義）」、②「気象情報の内容を自分たちで決められるこ

とについて（気象情報への関与の意義）」、③「情報の内容が地域に身近であることに

ついて（身近な地域気象情報の意義）」を確認し、それぞれ 91.6%、75.3%、88.9%の参

加者が「意味がある」と回答した。今回確認した質問内容は、基本的な事項ではある

が、如何に気象情報を取り巻く環境に関係者間の関係性という視点が利用者にとって

重要であるかを意味する一つの結果と言える。 

最後に、この情報作成過程において参加した住民の気象情報に対する感想を図-6.8

に示す。図-6.8 からわかるように、地域気象情報の共同構築を通じて、「気象情報を

より身近に感じた」と回答した人が 55 人（65.5%）、「気象情報をもっと利用してみた

い」と回答した人が 35 人（41.7%）であった。まだ取組自体への意味が十分伝わって

いないと思われる中、割合としては十分ではないが、半数近くの参加者がこのような

感想を持ったということは、今後の気象情報と住民とのリスクコミュニケーションを

考える上で、重要な結果と言える。また「地域の災害への理解が深まった」と回答し

た人が 56 人（66.7%）であり、住民同士でそれぞれが意識している地域の災害現象を

共有することによる副次的な効果も確認された。単にみんなで気象情報を検討しただ

けでなく、取り組みを通じて地域の災害への意識を共有できたことを示しており、地

域の災害文化の継承としての共同構築の役割を考える上で重要な事実と言える。一方、

「気象情報にもっと関わってみたい」と回答した人は 8 人（9.5%）であり、共同構築

の意義は理解されているものの、今後さらに気象情報への関わりへの意欲を高める上

では、その方法等についてさらなる検討が必要と言える。 
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1．気象情報をより身近に感じた

2．気象情報をもっと利用してみたい

3．地域の災害への理解が深まった

4．気象情報にもっと関わってみたい

5．特に何も感じなかった

6．その他（）

0 10 20 30 40 50 60

取組に参加しての気象情報に対する感想

複数回答方式、有効回答数(84名)
 

図-6.8 地域気象情報の共同構築に参加しての感想 

 

 

6.4 気象情報の協議過程 

 

次に、前節の情報作成過程の終了後に実施した 6.2 の手順③の関係機関の代表者に

よる地域気象情報の具体的な利用に向けた協議の結果について確認する。 

協議方法の概要については 6.2 で述べたが、今回行った情報協議過程の条件設定を

表-6.3 に示す。協議は、6.2 の手順①及び手順②を通して住民が抽出した 36 個の情報

から、地域に大きな影響を与える可能性が高いもの及び情報として重要な指標となる

と考えられるものを、協議参加者の多数決により試行的に 5 つ選択し、検討を行った

（補注（2））。表-6.4 に検討対象となった情報を示す。 

以下、各情報の協議内容について確認していく。まず、例として No.7 における協議

の概要の一部を示す。以下、協議会、自治体、気象台、司会者はそれぞれ中島学区ま

ちづくり協議会、伊勢市危機管理部、津地方気象台、研究者を意味する。 

 

No.7 宮川町～度会橋の間を、昼間で、度会橋ピーヤーオレンジの線以上になると

怖い 

（自治体）新しいオレンジ線では、避難勧告が出た後の段階となる。（補注（3）） 

（協議会）それでは、避難情報を流せばいいので、この情報の意味がなくなるので

はないか。事前情報という位置づけであれば、早い段階の情報でよいの

ではないか。はん濫注意水位でもいいのでは。（特徴①） 

（協議会）危機感のインパクトを出す上では、もっと危険になってからの情報の方

がよいのではないか。（特徴②） 

（気象台）そもそもこの情報は避難を求めるものなのか、それとも事前情報なのか。 

（司会者）基本的には、事前情報としての位置付けである。もし危険になってから

の情報であれば、既存の気象情報や避難情報に基づく必要がある。それ
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を置き換えて地域で利用するのも一つの方法である。 

（気象台）避難情報はどのような基準設定をしているのか。（特徴③） 

（自治体）避難情報は水位に基づいて、宮川河川沿いを６つのブロックに分けて設

定しており、堤防が出来てもその基準が変わるわけではない。 

（司会者）オレンジ線はいつごろ塗り替えられるのか。 

（気象台）塗替え予定であると三重河川国道事務所から伺っている。 

（気象台）地域の人が単にオレンジ線に注目しているのか、それともそのくらいの

水位を気にしているのかは確認をする必要がある。もし水位を気にして

いるのであれば、新しいオレンジ水位ではなく、昔の水位を利用した方

がよい。 

 

表-6.3 地域気象情報の共同構築における協議の条件 

各項目  内容 

参加者  中島学区まちづくり協議会（4 名） 

伊勢市危機管理部（3 名） 

津地方気象台（4 名） 

検討対象情報  住民により抽出された 36 個の情報を対象に、その危険度と重要性か

ら、多数決により試行的に 5 つの情報を選抜した。 

協議方法  各参加者は、それぞれの各立場から自由に意見を述べてもらう。 

議論の焦点  検討対象の気象情報について、その利用に向けた実現可能性 

（情報の改善や情報の重要性等の指摘を含む） 

判定方法  各情報について、協議前と協議後について、〇△×のカードの提示方

式により、その実践利用の可能性を判定する。なお、その際に条件付

きでの提示となることもある。 

判定後の対応  判定結果を踏まえ、地域気象情報として地域での具体的な利用を検討

する（補注（1）） 

 

表-6.4 地域気象情報の共同構築の試行において協議対象となった情報 

番号  情報内容 

No.7  宮川町～度会橋の間を、昼間で、度会橋ピーヤーオレンジの線以上になると怖

い。 

No.12  Ｓ食料品店の近くのがけ、大雨の時、ザーッと水が、がけを流れてくる。 

No.16  宮川堤の一部に（朝）、氾濫水位を超えている、危険な状況になっている、一部

浸水している。 

No.26  Ａ歯科横の水路、現在、道路まで、水に浸かっている。 

No.34  辻久留台団地の奥に山の土砂や石が家庭の湯船一杯分以上落ちてきている。 

* No は住民が抽出した情報に便宜上番号を付記したもの。 
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以上が No.7 の情報に関する協議のやり取りの一部である。この No.7 の情報における

やり取りにも見られるように、この協議全体において、3 種類の特徴的なリスクコミ

ュニケーションが確認された。「気象情報に関わる新たなリスクコミュニケーション」、

「相互の理解を深めるリスクコミュニケーション」、「既存のリスクコミュニケーショ

ンの改善」である。これらのリスクコミュニケーションについて、各情報の協議場面

を基に確認していく。 

 

（1）気象情報に関わる新たなリスクコミュニケーション 

これまでの気象情報には見られない地域気象情報の共同構築を通じて生まれる関

係者間の新たなリスクコミュニケーションが確認された。 

 

・住民自らが情報の危険度への意向を示す場面（上記 No.7 協議中の特徴①、特徴②） 

この場面は、住民側から情報自体がどのような危険度であるべきかに言及する

場面である。既存の気象情報や避難情報では、基本的に受け身であった住民側が、

情報の作成に関わることで、情報がどういう情報であるべきか考える場が創出さ

れている。また住民間でももっと危険度が高い情報がいいのでは等、住民たち自

身でどのような情報として利用していくかを検討する場面が見られた。 

 

・住民側と自治体側で、情報内容の改善を図る場面（No.26 の協議の一場面） 

住民側の認識と自治体側の認識に違いが確認され、それを踏まえて情報内容を

考える場面が見られた。 

 

No.26 A 歯科横の水路、現在、道路まで、水に浸かっている 

（自治体）A 歯科でなく、K 水門の閉門を文章に入れた方がいいのではないか。 

（協議会）正直、K 水門という言葉を今回初めて聞いた。この近くを除いて、中島

学区でもあまり馴染みがない可能性がある。まだ A 歯科や M 橋などの

方が伝わるのではないか。 

（協議会）閉門はどのくらいで閉門しているのか。 

（自治体）それぞれに設定値があり、その水位を目安に閉門操作している。 

 

・情報の表現方法を調整する場面（No.26 の協議の一場面） 

表現方法の改善点が指摘され、関係者間で、表現方法を変更する場面が見られ

た。 

 

No.26 Ａ歯科横の水路、現在、道路まで、水に浸かっている 

（自治体）他の情報にも当てはまるが、地点での情報が多いように考える。地域で

危険を考えるのであれば、もう少し範囲を持って、検討した方がよいの

ではないか。 
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（司会者）地点の情報から、地域の状況を理解するという点で、地点でもよいので

はと考えているが、実際にそこから周辺のイメージを持てているかは再

確認した方がいいかもしれない。 

（協議会）そういう意味では、現時点では関係する周辺の状況も触れるような表現

が適切と考える。 

（自治体）地点での表現は、あまり適切でないと考えるので、再検討してもよいと

思われる。情報文をもっと地域の広がりをもって考えた方がよい。 

（協議会）同様の情報は、住民から挙がっている情報の中にもあるので、これらも

情報の一つとして検討してみるとよい。 

 

（2）相互の理解を深めるリスクコミュニケーション 

各関係者の災害時の対応などを確認するとともに、検討対象の情報との関係性を

確認するリスクコミュニケーションが確認された。 

 

・行政間での災害対応を確認する場面（上記 No.7 協議中の特徴③） 

日頃連携している行政間でも、互いのすべての災害対応を把握するのは難しい

ことが多い。そのような中で、行政間で災害時の対応を確認する場面が見られた。 

 

（3）既存のリスクコミュニケーションの改善 

既存の気象情報を確認し、利用方法の改善を図る、また検討対象の情報への応用

を図るリスクコミュニケーションが確認された。 

 

・住民側から気象情報の利用方法を検討する場面（No.12 の協議の一場面） 

特に地域性の高い現象について、住民側からどのような気象情報が利用できる

のか確認する場面が見られた。 

 

No.12 Ｓ食料品店の近くのがけ、大雨の時、ザーッと水が、がけを流れてくる 

（自治体）この付近は、よく水が溜まるという話は聞いているが、どれほどの危険

性があるのかはわからない。 

（気象台）過去の経験から、どういうときにそれが起こるのかわかれば、ある程度

事前に判断は可能。これはそもそもどういうときに起こるのか。 

（協議会）恐らくゲリラ豪雨のような現象と考えている。その場合、どういう情報

が利用できるのか。 

（気象台）解像度が 1km のレーダー情報が利用できる。事前情報であれば、雷注意

報、大雨警報なども利用できる。 

 

このように、協議の中では、それぞれの意向や情報を基に地域気象情報の内容自体

を関係者間で検討する様子が確認された。またそれ以外にも、関係者間で災害時の対 
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（協議会）

自治体

気象台
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６
 

図-6.9 地域気象情報の共同構築における関係者間のコミュニケーション回数 

* 全体に発信された場合は、発信者以外すべてに発信されたものとして計上している。 

** 細部のやり取りは個別に計上せず、一連の主旨の発言を 1 回として計上している。 

 

応を確認したり、情報をどのようなものにしていくべきか意見が出されるなどした。 

今回の協議における関係者間でのコミュニケーションの回数の状況を図-6.9 に示す。 

結果として、地域性の高い情報であることと住民の利用を配慮したため、協議会側

からのコミュニケーション数が多い結果となった。ただし、3.2.2 の図-3.2 で示した

ように、気象台から自治体を経由して住民に向かう受け取る事を前提とした一方向性

の高い既存の気象情報システムと比較して、リスクコミュニケーションの観点からは、

大きな変化が生まれていると言える。 

次に、協議を踏まえた各情報の実践利用の可能性に対する判定結果を表-6.5 に、挙

がった検討課題を表-6.6 に示す（6.2 手順④）。判定結果について確認すると、No.12

と協議途中で対象外とした No.16 を除き、今回対象とした情報について、肯定的な意

見が出された。しかし、各情報について、それぞれ何らかの条件が付いている。 

No.7 については河川の水位情報の基準が変更された直後と重なったため、新旧どち

らを利用すべきかが検討課題となった。この関係で、情報の位置付けをどうするかが

課題となり、表-6.5に示すように自治体の参加者の内、2 名が「〇→△」へ変化した。 

No.12 の情報については、今回参加した協議会の代表者でも認識が十分でない情報

であったため、近隣にどの程度影響を与えているのか確認が必要となり、他の情報と

比較して「△」が多い結果となった。しかし、最初状況がわからない参加者も協議を

通じて場所や状況への理解が深まり、条件付きではあるが、情報の利用可能性として

は肯定的な意見への変化が見られた。 

No.16 の情報については、No.7 よりも危険な状況を示しており、今回の地域気象情

報で想定している事前に災害リスクへの意識を高めるための情報としては、No.7 の方

が適切という判断が関係者間で出され、協議途中で協議対象から除外された。 
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表-6.5 各協議参加者の判定結果 

検討情報 No.7 No.12 No.16 No.26 No.34 

人物 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 

協議会 

A ○ ○ △ △   ○ ○ ○ ○ 

B ○ ○ △ △ 
  

○ ○ △ ○ 

C ○ ○ ○ ○ 
  

○ ○ ○ ○ 

D ○ ○ × ○ 
  

○ ○ △ ○ 

気象台 

A ○ ○ × △ 
  

△ ○ △ ○ 

B ○ ○ ○ ○ 
  

○ ○ △ ○ 

C ○ ○ △ ○ 
  

○ ○ △ ○ 

D ○ ○ △ △ 
  

○ △ ○ ○ 

自治体 

A ○ ○ △ △ 
  

○ △ ○ ○ 

B ○ △ △ △ 
  

△ △ △ ○ 

C ○ △ △ △ 
  

○ △ ○ ○ 

計 

○ 11 9 2 4 0 0 9 7 5 11 

△ 0 2 7 7 0 0 2 4 6 0 

× 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

* 事前は協議前の参加者の判定数、事後は協議後の参加者の判定数を意味する。 

** 〇：利用可（適切）、△：条件付きで利用可能（要検討）、×：利用不可（不適切） 

*** 濃く塗りつぶした箇所は判定が利用可（適切）に変化した箇所、薄く塗りつぶした箇所は逆

に利用不可（不適切）に変化した箇所を意味する。 

 

表-6.6 各協議対象情報の検討課題 

判定 検討課題 

No.7  
関係地域に新オレンジ水位と旧オレンジ水位のどちらが利用上有用

か確認の上、情報の判断基準の決定を行う。 

No.12 
対象地域の住民がこの現象に危険を感じているのか、またどの程度の

頻度で起きているのか、確認の上、検討対象に入れるかを判断する。 

No.16  
No.16 は、No.7 よりも危険な状況を示しており、No.7 で事前情報とし

ては担保されるため、協議の結果、検討対象から除外した。 

No.26  

A 歯科や M 橋の表現を入れるとともに、表現性を地点ではなく、複

数地点の情報を入れるなど、少し広めの範囲を持って、伝える情報に

変更する。 

No.34  
挙げられた現象が土砂災害の前兆現象なのかを地域に確認の上、前兆

現象であれば、情報としての利用を検討する。 
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No.26 は単一地点での表現ではなく、周辺地域の影響をいくつか組み合わせて情報

を改善した上で利用することとなった。この情報は過去にこの地域で実際に発生した

災害を想定しており、最初肯定的に捉える参加者多かったが、情報表現の改善の必要

性があることから利用可能性としては否定的に変化した参加者が 3 名いた。 

No.34 は No.12 同様一部不明確な情報であり、また表現としても「湯船一杯分以上」

という少し曖昧さが高い表現であったため、最初は「△」と判定した参加者が多かっ

た。しかし、協議を通じて、災害リスクへの認識を確認することで、肯定的に捉える

参加者が増えた。しかし、実際にどのような現象であるのか、通常見られる山肌から

の濁り水なのか、それとも土砂災害の前兆現象のような現象であるのか、確認する必

要があるという判断がなされ、地域に確認した上で、検討対象とすることとなった。 

このように、各情報に対し、様々な判断がなされ種々の検討課題が出されたことは、

リスクコミュニケーションの観点から見た際に、この意義は大変大きい。関係者自ら

が地域気象情報をより有効な情報にするために具体的な改善方法や確認点について議

論がなされたことを意味するからである。これまで気象情報の内容について、住民も

含めた関係者間でこのような実際の災害対応に向けた議論がなされたことは稀である。

多くの場合、日本では、災害の発生前は気象庁から発表される気象情報に対する各種

啓発がなされ、災害の発生後は、気象情報や行政対応の検証や気象情報の改善の検討

がなされてきた。しかし、災害が起きる度に同じことが繰り返されている感が否めな

い。災害に遭う可能性のある住民達がその情報をどのように認識し利用すべきかとい

う災害対応を考える上で重要な議論は十分でない。そのような視点で本協議を評価す

ると、地域気象情報の共同構築は、災害が起こる前に関係者間において災害と気象情

報の関係の理解を深め、災害に備えるリスクコミュニケーションとしての大きな一歩

につながるものと考える。 

一方で、今回の試行では、下記に挙げる点について協議方法や情報の在り方の面か

らいくつかの課題も確認された。 

 

・代表者のみによる欠点 

住民から挙がった情報について検討する上で、数名の代表者だけでは理解でき

ない情報も確認された。この課題については、各自治会から代表者が参加したり、

情報を挙げた住民に事前に聞き取りを行うなど、方法について改善が必要である。

今回は、住民による情報の検討後に、協議を実施したが、住民による情報を一度

整理し内容の確認を行った上で、協議を実施すれば検討課題についてより深い議

論が可能と考える。 

 

・単一地点の情報と面的な情報の選択 

単一地点における情報から自身への影響を推測することも一つの方法ではある。

しかし、協議の中では、関係する複数の地点の状況を表現するなど、一定の範囲

を持った表現の必要性が指摘された。どちらが良いかは情報内容により異なると
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考えられるが、今回協議の対象から外れた情報は、このような面的な情報の作成

に有効利用できると考える。 

 

・情報の危険度と頻度の設定 

地域にとって災害に結び付く情報なのか、それとも日常的に起こりうる情報な

のかの確認が必要となる場面があった。つまり、どのような時にそのような状況

が発生し、地域としてどの程度危険なのか確認が必要な場合がある。また情報の

危険度についてもどのような位置付けとしていくか、今後議論が必要である。仮

に危険度が高い情報を利用する場合、現在の気象情報や避難情報が安全情報とな

らないように十分注意する必要がある。 

 

次に、情報協議過程への参加者に対して行ったアンケート調査の結果から、協議過

程の社会の災害対応に対する意義を確認する。 

まず、住民に実施したのと同様、このような地域気象情報の共同構築についての意

義を確認した。その結果、11 名すべての参加者が「とても意味がある」と回答した（図

-6.10）。 

11, (100%)

0, (0%)0, (0%)
0, (0%) 0, (0%)

地域気象情報の共同構築について

1．とても意味がある

2．少し意味がある

3．あまり意味がない

4．意味がない

5．その他（）

単一回答方式、有効回答数：11名
 

図-6.10 地域気象情報の共同構築に対する感想 

 

また基本事項として、以下の項目について確認を行った。その結果を図-6.11 に示

す。 

 

① 現在の気象情報の災害時における地域住民への有効性 

② 地域気象情報の災害時における地域住民への有効性 

③ 気象情報への関わりについて 

 ④ 住民からの情報を確認した上での、地域災害への認識 
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9 2 000

0% 50% 100%

③ 気象情報への関わりについて

1．もっと関わる方がよい

2．少しは関わる方がよい

3．それほど関わらなくてよい

4．関わらなくてよい

5．その他（）
単一回答方式、有効回答数：11名

2 6 2 00

0% 50% 100%

④ 住民からの情報を確認した上

での、地域災害への認識

1．十分認識していた

2．少し認識していた

3．あまり認識していなかった

4．ほとんど認識していなかった

5．その他（）
単一回答方式、有効回答数：10名

10 1000

0% 50% 100%

② 地域気象情報の災害時にお

ける地域住民への有効性

1．役立つ

2．少しは役立つ

3．あまり役立たない

4．役立たない

5．その他（）
単一回答方式、有効回答数：11名

8 2 001

0% 50% 100%

① 現在の気象情報の災害時に

おける地域住民への有効性

1．役立つと再確認した

2．少しは役立つ

3．やや十分でない

4．不十分だ

5．その他（）
単一回答方式、有効回答数：11名

 

図-6.11 情報協議過程に参加後の感想 

 

図-6.11①及び②の結果からわかるように、協議参加者の多くが現在の気象情報の有効

性を認めつつも、地域気象情報の有効性を是認している。また図-6.11③が示すように

今回の試行に参加して、気象情報への利用者の関わりについて 9 名が「もっと関わる

方がよい」、2 名が「少しは関わる方がよい」と回答した。気象情報の作成者並びにそ

の利用者の両者がこのように、異なる立場で共通の場所に立ち、今回の試行を通じて、

気象情報に様々な関係者が関与することについて肯定的な意見を持ったという事実は

大変重要である。これは、地域気象情報の共同構築というリスクコミュニケーション

が、気象情報を通じた関係者間の災害リスクの共有につながり、最終的に気象情報と

住民を含めた関係者間での災害対応の密接な連携につながる可能性を秘めていること

を示唆するからである。 

また図-6.11④が示すように、地域の災害のリスクについては、「十分認識していた」

という人は 2 名とやや少なく、今回の共同構築の取組を通じて、地域の災害に関する
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意識の共有という点でも有効であることを示す結果となった。 

最後に、アンケートの中で今後の地域気象情報の在り方について、確認を行った。

その中で各参加者からいくつか意見が挙げられた。まず協議会からは情報内容の在り

方に対する意見が複数挙げられた。「住民に喜ばれる情報発信をする方が良い。」、「言

葉のわかりやすさを求めます。」といったものである。一方、気象台からは「気象台が

発表している情報を理解して頂けるよう、PR が必要と感じた。」、「現在の気象情報の

中で中島学区がどのような危険があるかの把握の仕方が重要。」といった気象情報をど

のように利用してもらうか再考する感想が多く挙げられた。また自治体からは「情報

の出し方の整理が必要」、「市の考え方のギャップをなくすこと、調整することが必要。」

など、情報を利用する上での意見が多かった。また共通事項として、定期的な情報の

更新や情報表現の再検討の必要性が挙がった。このように各関係者がそれぞれの視点

で地域気象情報の有効活用に向けた課題検討まで至ったという事実は、今後の地域気

象情報の在り方の検討を進めていく上で、共同構築によるリスクコミュニケーション

の有効性を示す重要な事実の一つと言える。また、様々な意見が出た中でも、多くの

参加者が、「今回の試行に参加してよかった」という感想を我々に伝えて来たという点

も忘れてはならない。 

 

 

6.5 気象情報の共同構築の意義 

 

本章では、従来の気象台から住民へ向かう一方的な気象情報の提供とそれに伴い生

まれる利用者である住民の受動的な態度に対し、4.1.2 で取り上げた地域気象情報の概

念を利用し、伊勢市中島学区において、気象情報に関わる関係者が地域に身近な気象

情報を共同で検討することにより、関係者間の関係性の視点から気象情報にアプロー

チし、災害に対するリスク認識を共有する「地域気象情報の共同構築」を試行し、そ

の結果を踏まえリスクコミュニケーションの観点からその意義を確認した。 

参加した関係者は住民（中島学区まちづくり協議会）、自治体（伊勢市）、気象台（津

地方気象台）である。できる限り多くの住民が参加可能な形式を採ることが望ましい

が、今回の試行は初めての取組ということもあり、情報内容の作成においては多数の

住民が参加できる方法を、情報内容の協議においては関係者の代表が参加する方法を

採用した。ただし、このような方法でも、今後住民に対して協議結果や地域気象情報

の利用方法を説明していくことを踏まえれば、藤垣・廣野編（2008）が社会的合理性

の担保条件として挙げる「意思決定の主体の多様性の保証」、「意思決定に必要な情報

の開示、選択肢の多様性の保証」、「意思決定プロセス、合意形成プロセスの透明性と

公開性の保証、手続きの明確化」を十分満たすものであり、市民参加型モデルの一つ

になりうると考える。 

実際の試行結果として、情報内容の作成過程に参加した住民からは、「みんなで考

えること（共同構築）」の意義について 91.6%の参加者が「意味がある」と回答し、「気
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象情報の内容を自分たちで決められること（気象情報への関与）」については 75.3%の

参加者が、「情報の内容が地域に身近であること（身近な地域気象情報）」については

88.9%の参加者がそれぞれ「意味がある」と回答した。また「地域の災害に備えるた

めに利用しやすい」と回答した人の割合が 71.8%、「災害のイメージがわきやすい」と

回答した人の割合も 67.1%に上りその有効性がある程度確認できた。一方で、気象台

の発表する気象情報との比較においては、「気象台の発表する気象情報よりわかりやす

い」と回答した人の割合は 38.1%に留まっており、本取組に対する今後の地域への浸

透が課題として挙がった。 

情報協議過程においては、参加した関係者の間で、「新たな気象情報に関わるリス

クコミュニケーション」、「相互の理解を深めるリスクコミュニケーション」、「既存の

リスクコミュニケーションの改善」といったリスクコミュニケーションが確認された。

これは、気象情報におけるこれまでの一方向的なコミュニケーションには見られなか

った相互のコミュニケーションである。 

一方で、気象情報がどうあるべきか互いの立場から様々な意見が出され具体的な情

報内容の検討が行われた結果、各情報についていくつかの課題が挙げられた。そして、

試行方法や情報の在り方についても、「代表者のみの協議による欠点」、「単一地点の情

報と面的な情報の選択」、「情報の危険度と頻度の設定」といった点について、課題が

出された。このように協議を通じて課題が挙がることはリスクコミュニケーションに

おいて重要な要素であり、協議により情報への理解が進み、情報が改善されていく可

能性を示していると言える。なお、今回の試行では、住民・自治体・気象台が参加す

る形で情報の利用可能性等を評価する担保を採ったが、地域の災害について検討する

際、今回の試行でも確認されたように、洪水や土砂災害に関係する内容が多く挙がる

ことが想定される。このことから、河川管理者や土木部門の担当者などの参加につい

ても配慮が必要と考える。 

今回の取組はあくまで試行であり、共同構築のための適切な手法や今後の継続的な

取組方法については、さらなる検討が必要である。しかし、実際に本試行を通して、

地域気象情報の共同構築の効果として期待する「災害リスクに対する共通意識の醸成」、

「気象情報のインフォームドコンセントの改善」、「オーナーシップによる災害時対応

行動の改善」、「地域の災害文化の復興と継承」につながるやり取りが垣間見られたこ

とは一つの成果と言え、今後の気象情報の在り方を考えて行く上で大きな一歩につな

がると考える。 

今後、防災イベント等を通じ、関わる住民を増やし、実践利用に向け共同構築した

情報の共有方法や利用方法等を具体化していくとともに、今回の協議を踏まえた課題

についての検討を進め、地域気象情報の継続的な運用と災害対応に与える影響評価を

進めて行きたい。 
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補注  

(1) 検討対象となった情報を気象情報として実際に気象台から自治体や地域に情報提供する方法

も考えられるが、現状の防災気象情報に関わる制度や気象台の体制を考慮するとの関係上、

現実的に難しい。そのため、現在取り組んでいる地域気象情報は、既存の気象情報を地域で

有効活用する事前の参考情報という位置付けとしている。 

(2) 今回の情報協議過程では、協議対象とする情報の選択や協議結果の評価に多数決や選択式に

よる方法を採った。これは、時間の制約上、情報作成過程と情報協議過程を同日に行う必要

があったためでもある。しかし、本来は関係者のリスクコミュニケーションを通じて、情報

の選抜や修正調整等を実施すべきと考える。そのため、4.2 の代表者のみによる欠点の箇所で

も触れるように、情報作成過程と情報協議過程に分けて実施する方法を採用するのであれば、

情報作成後、挙がった情報について内容の整理や必要な情報の確認を行った上で、後日情報

協議過程を行うことが適当と考える。 

(3) 新しいオレンジ線は、対象河川である宮川の避難判断水位が 2014 年に変更されたことに伴い、

橋脚に描かれたオレンジ線の塗り替えが予定されていることを意味している。 
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第 7 章 

地域気象情報への氾濫解析シミュレーションの活用 

 

7.1 高解像度シミュレーション技術との連携 

 

7.1.1 中小河川における洪水対策の課題 

  

第5章及び第6章では、主に住民目線での気象情報に焦点を当てて議論を進めてきた。

では、そのような地域性の高い情報に対して、近年の科学技術、特に観測技術や予測

技術はどのような貢献が可能かを本章では確認する。本章では、4.2.2で取り上げた福

井県大野市を対象に実施した最先端のシミュレーション技術を利用した高解像度内外

水氾濫解析モデルを地域気象情報に活用することによる可能性について確認する。 

 ここで、まず中小河川における洪水対策の課題について確認する。ここで対象とす

るのは、主に大雨による内水氾濫や外水氾濫である。このような洪水時の避難のタイ

ミング・方法を定める場合には、河川・水路群からの複合的な氾濫に基づく浸水情報

を考慮することが望ましい。しかし、中小河川ではその情報収集が困難であるととも

に、十分な情報が住民に伝わらない可能性もある。また、このような短時間に対応が

必要となるような中小河川に関連する災害においては、災害対応の遅れが致命的にな

る可能性がある。そのため、別の方法で迫り来る危機に気づき、判断し、対応を開始

することが必要となる。実際、指定河川洪水予報は主に大規模河川を対象としており

（気象庁, 2007）、洪水注意報・警報も対象区域のいくつかの河川について流域雨量指

数や時間雨量などを利用して洪水の危険度を評価している（田中ら, 2008）。それ以外

の中小河川については基本的にはこれらの情報から評価することとなり、特に近年増

加傾向にある（気象庁, 2013）ゲリラ豪雨のような短時間強雨により発生しうる被害

（平成23年宇治市（宇治市, 2013）など）に見られるような中小河川の氾濫について

は、予測も含め、行政の危険周知も難しいのが実情である。そのため、行政の対応を

待つのではなく、住民自身が災害の予兆を感じ取り対応する必要があり、情報の利活

用だけでなく、事前の想定災害リスクなどを利活用した災害に対する意識啓発が重要

と言える。なお、内水氾濫については、大雨注意報・警報により災害の危険が呼びか

けられているが、河川の増水に伴う排水不良等に伴う内水氾濫については、複合的な

評価が別途必要となるため、詳細な堤内地における中小河川群・水路等の計算が必要

となり、評価は十分とは言えない。 
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7.1.2 高解像度内外水氾濫解析モデル 

 

 2.2で触れたように、科学技術の進展に伴い、観測情報の高解像度化が進み、それに

呼応する形でシミュレーション技術も高解像度化が進められてきた。その結果、現状

では、気象予測や氾濫解析の分野では数十ｍから数百ｍの解像度によるシミュレーシ

ョンが、さらにヒートアイランド評価などに用いられる都市キャノピーモデルなどに

おいては数ｍの解像度のシミュレーションも行われるようになってきている。このよ

うなシミュレーション技術の高解像度化に伴い、地域気象情報において取り上げるよ

うな住民目線での地域における災害現象の再現性も着実に向上してきている。このこ

とは、従来と異なり、モデル結果と住民の所有する地域情報を結び付けることが可能

となってきていることを意味している。つまり、シミュレーション技術を活用した住

民の地域の災害リスクに対する意識の向上を図ることが可能となってきていることを

意味する。 

そのため、高解像度のシミュレーション技術により、事前に地域の災害リスクを確

認するとともに、その地域情報と気象情報を結び付け地域気象情報として利用するこ

とができれば、前項のような災害に対しても事前に災害リスクを認識し適切な対応を

取ることも可能となる。 

 氾濫濫解析モデルとしては数多くのものが開発されているが、前項のような課題に

対応するには、従来の外水氾濫だけではなく、内水氾濫に関係する地域の詳細な情報

を考慮する必要がある。実際に、空間解像度の高い氾濫解解析による地域の災害リス

クの把握を行っている事例もある。瀧ら（2010）は、広域的な氾濫原を 50m メッシュ

という解像度で解析し、自治会単位での氾濫リスクを、内外水氾濫を同時に扱える統

合水理型モデルを用いて分析を行った。また、田中ら（2012）は、同様のモデルを利

用し、想定された内外水氾濫現象と過去の災害教訓から住民の自主的な避難につなが

る情報の作成を試みている。これらの事例は、空間解像度の高いモデルを利用し、地

域の中小河川群の氾濫リスクを評価するために利用した事例であるが、まだ事例とし

ては少ない。 

ここで対象とする大野市内については、過去の浸水実績より、河川からの氾濫（越

水・堤防の破堤）のみならず内水氾濫も考慮することが必要である。実際には、対象

となる河川が氾濫する前に、農業排水路、普通河川や小規模な一級河川などの氾濫が

先に生じることも想定される。このような現象を表現するため、本研究では、中島ら

（2014）の内外水氾濫解析モデルを利用した。このモデルは、河道内の水理モデル、

堤内地の氾濫流の水理モデルおよび雨水管線（水路）の水理モデルを組み合わせたも

のである。河道モデルとして、Dynamics wave モデルを適用するとともに、河道網は

一次元不定流計算を適用し、有堤部における越水や破堤は堤防高以上の水位で氾濫（越

水・溢水）が生じる現象と順次破堤を追跡できる平面 2 次元氾濫水理モデルが適用し

ている。氾濫解析手法の概要は表-7.1のとおりである。また氾濫解析の各種条件は表

-7.2のとおりである。 
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7.1.3 解析事例と検討結果～昭和 40年奥越豪雨～ 

 

今回、過去事例として 4.2.2 でも紹介した死者・行方不明者 11 名という地域に甚大

な被害をもたらした昭和 40 年 9 月の奥越豪雨を対象として分析を行った。奥越豪雨当

時の大野観測所における降水分布を図-7.1 に示す。なお、当時はレーダーデータ等の

空間解像度の高い観測データがないことから、行政機関管理の雨量観測所の雨量値を

基に、対象範囲周辺の複数の観測所から距離に応じた加重平均で算出した雨量をメッ

シュ毎に設定されたものを利用した。この雨量に基づく、図-4.9で示した有終西小学

校周辺における内外水氾濫解析モデルによる浸水予測結果を図-7.2に示す。この結果 

 

表-7.1 氾濫解析手法 

項目 内容 

河道 一次元不定流モデル（Dynamics wave） 

氾濫原 二次元不定流モデル（Dynamics wave） 

排水路モデル 一次元不定流モデル（Diffusion wave） 

 

表-7.2 氾濫解析条件 

項目 内容 

設定降雨 実績降雨：奥越豪雨 

河道設定 九頭竜川、真名川、清滝川、赤根川、木瓜川、日詰川を河道として設定 

地盤高 レーザープロファイラー（LP）地盤高（5m メッシュ標高）を基に 25m メッシュ平

均地盤高を設定 

粗度係数 宅地以外（農地(0.060)、道路(0.047)、その他(0.050)の粗度と、 国土基盤地図情報に

含まれている建物の外形データより算定した建物占有率を使った合成粗度 

排水路 大野市排水路計画と現地調査を基に、 水路網および諸元を設定 

構造物 道路、鉄道、支川堤防等の盛土構造物を基礎情報とし、LP データを活用した比較

検討により、盛土構造物の位置および諸元を設定 
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図-7.1 昭和 40 年奥越豪雨当時の大野観測所における降水分布 
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地域概要図             FT = 19 

  

 FT = 20                 FT = 21 

図-7.2 奥越豪雨型降水分布に基づく氾濫解析モデルによるその浸水予測結果 

（泉町周辺地域：左上図赤線内、FT：初期時刻からの経過時間） 

 

から、有終西小学校の南に位置する地域（泉町）において、深いところで、1.0-2.0m

の浸水が確認された。 

このように高解像度内外水氾濫解析モデルを利用することにより、想定降水条件の

下、中小河川群・水路の詳細な状況把握が可能であり、様々な豪雨に対して、事前に

地域の浸水リスクを住民が理解することが可能である。 

では、このような高解像度のモデル結果をどのように利用できるか、「モデル結果

から得られる避難判断の指標となる地域性の高い情報」、「モデル結果に基づく地域情

報と気象情報等の関係」、「地域気象情報と高解像度内外水氾濫解析モデルの連携」の

点からそれぞれ確認していく。 

 

（1）モデル結果から得られる避難判断の指標となる地域性の高い情報 

上記で内外水氾濫解析モデルを利用し、地域の詳細な浸水状況を確認した。本解析

の解像度は25mであるため、地域住民にとってより身近な場所の状況を理解すること 
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地点①（FT=18.5）

 

地点②（FT=21）

 

地点③（FT=21）

 

地点④（FT=21）

 

図-7.3 奥越豪雨型降水時の氾濫解析モデルによる泉町内の想定浸水状況 

（FT：初期時刻からの経過時間） 

 

が可能である。そこで、この解析結果を下に、地域の浸水リスクを地域住民の視点か

ら確認していく。 

 

a）第1段階：道路の冠水・床下浸水 

 図-7.2に示した泉町内の各地点の浸水想定イメージを図-7.3に示す。また図-7.4に

泉町における浸水状況とこのとき想定される気象情報や隣接する赤根川の水位情報を

時系列としてそれぞれ示す。泉町内でまず浸水する地域は地点①である。FT=18.5（以

下、FTは図-7.1における経過時間と同じものを意味する。）の時点でこの地域は水路

からの越水及び床下浸水が確認される。そのため、初期段階として、地域住民にもわ

かる地点①の水路の越水の危険を情報として知らせることが有効と言える。 

 

b）第2段階：家屋の床上浸水 

 次の段階として、FT=19.0 の時点で、泉町内地点②において浸水し始め、一部床上

浸水となる。 

 

c）第3段階：歩行困難エリアの発生 

 第3段階として、地域に歩行困難エリアが発生し始める。本事例では、泉町の他地域

との行き来に重要な幹線道路である地点②の箇所が歩行困難になることが予想され、

周辺の浸水により見えなくなった水路等に流される危険が生じる。また地点③や地点

④など地域住民がよく知る箇所も浸水し始めることから、これらの地点を第3段階の災

害リスクの指標として捉え、地域の災害状況を伝えることで、被害を抑制しうる。 
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このように各段階に応じた地域住民にとって身近な地点の状況を、災害リスク情報と

して、地域で共有することで、災害リスクの適切な把握につなげることが可能となる。 

 

（2）モデル結果に基づく地域情報と気象情報等の関係 

次に、モデル結果に基づく地域の状況（地域情報）と気象情報等の関係性を確認す

る。図-7.4 には地域の状況と併せて、想定される気象情報や河川情報の該当状況が示

してある。なお、各情報は、平成 26 年 3 月 1 日時点での基準を採用し、大雨や洪水の

気象情報については基準項目のうち雨量基準を評価対象とし、赤根川の水位情報につ

いては、大橋観測所を基準とした。また大雨特別警報についても、雨量基準のみを評

価し基準該当格子数は省略しているため、実際の発令基準とは異なり、目安として示

している。 
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図-7.4 奥越豪雨型降水時の泉町における浸水予測と想定される気象情報・河川情報等の時系列

変化 

 

図-7.4から、まず泉町が被災し始める前段階として赤根川が氾濫危険水位を超過す

る。この段階では泉町への被害はない。しかし、その後大雨注意報基準を超える降水

に到達すると地域内で道路冠水と床下浸水が始まる。さらに大雨警報基準を超えると

床上浸水する世帯が発生する。そして、3 時間降水量が大雨特別警報基準に到達した

段階では歩行困難と 1 階水没が確認される。 

このように、本事例では、大雨注意報・警報・特別警報について、それぞれの基準

雨量と泉町の被害レベルとの対応がよい結果となった。このことは、例えば、赤根川

の氾濫危険水位超過の見込みと大雨警報の発表が予想される場合に、単に「赤根川が
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氾濫危険水位を越え、大雨警報が発表されました。」と既存の気象情報や河川情報を伝

えるのでなく、具体的に泉町内での床上浸水の可能性を知らせることで、地域住民に

今後の地域の状況を事前に伝えることが可能と言える。 

また大雨特別警報については、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい状況下で、

災害が起きているもしくはいつ起きてもおかしくない場合に発表される情報であり、

実際に図-7.4において泉町内で歩行困難区域や 1階水没が発生している。このことは、

地域の被害が段階的に進んでいくことを考慮すると、第 2 段階の床上浸水の段階で、

次の大雨特別警報に相応する地域の災害を予見した災害対応の検討が可能であること

を意味している。つまり、地域の情報と気象情報を結び付けて理解しておくことによ

り、地域の状況や気象情報から、その後の地域の状況を連想させ、事前に災害時の対

応行動を励起させる効果をもたらし得る。 

 

（3）地域気象情報と高解像度内外水氾濫解析モデルの連携 

本事例の泉町内における浸水は、赤根川が増水している状況下で、多量の降水によ

り、地域において排水不良が発生、地域の浸水に至った事例である。このことは、上

述の結果からもわかるように、赤根川の水位と地域の降水量から、地域の被害予想が

ある程度可能であることを示している。つまり、赤根川大橋観測所における水位状況

と、レーダー情報や大雨警報などの地域での降水量の予想を利用することで、これら

の情報を事前に地域住民にとって身近な災害情報に変換して利用することが可能であ

る。さらに図-7.4 からわかるように上記（1）の第 1 段階から第 3 段階まで 2 時間の

余裕があることを加味すると、まずは地域の道路冠水を指標として、次の地域の危険

を事前に共有することで事前の災害対応への活用も可能である。 

ここでは奥越豪雨の降水パターンを事例に議論を展開してきたが、実際には、降水

規模のパターンを複数確認し、より詳細な評価が必要である。しかし、このように高

解像度内外水氾濫解析モデルを利用し、その結果と気象情報を結び付けることにより、

これらの情報を身近な地域気象情報として利用し、地域の災害へのイメージを高める

ことにつなげることが可能と言える。またこのことは、地域防災計画がどのような災

害を想定し、どのような役割を果たしうるか広く住民に伝えることにもつながると言

える。 

 

 

7.2 高解像度シミュレーション技術の結果を利用した実践型防災教育 

 

7.2.1 有終西小学校における実践型防災教育 

  

 前節の結果を地域気象情報として利用した場合にどのような効果が得られるか。前

節で取り上げた奥越豪雨の事例は、大野市の地域防災計画における事前災害想定の一

つとなっている。そこで、大野市立有終西小学校において 2014 年 4 月から 6 月の期間
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にかけて、7.1.3 で示したシミュレーション結果を利用し、小学 5 年生 39 名を対象に

計 4 回の防災教育を実施した。ここで、小学生を対象としたのは、本研究を行う上で、

大野市より小学校における防災教育を実施し、小学生を通じて災害への意識を地域へ

波及させたいという要望があったためである。本節では、この結果から、高解像度シ

ミュレーション技術の地域気象情報への活用による効果を確認する。 

有終西小学校における防災教育では、実際に前節で取り上げた高解像度の氾濫解析

の結果である地域防災計画における事前災害想定を利用し、地域性の高い災害情報を

地域に身近な情報として児童の目線で捉えることにより、どのような防災教育の効果

と災害に対する意識の変化が生まれるかを確認した。なお、住民を対象でなく児童を

対象としているのは、子ども達に対する防災教育の実施とそこから地域住民への意識

変化の派生を考慮しているからである。 

本実践型防災教育における授業内容の概要を表-7.3に、成果として作成した地域の

浸水リスクマップ（通称：子ども地域防災計画）の一例を図-7.5にそれぞれ示す。な

お、授業時の様子は 4.2.2 の図-4.10に示した。 

授業においては、児童たち自身が浸水想定を現地で確認し、そこから身近な指標物

と一緒に写真を撮るなどしながら、地域の防災マップを作成することを通して、氾濫

解析の結果を児童でもわかる地域の情報として整理できるようにした。また、これが

単なる学習ではなく、学区内で実際に発生しうる地域防災計画が想定する自分達の災

害リスクである点を説明した。 

 

 

7.2.2 アンケート結果から得られる浸水リスクに対する意識の変化 

 

 防災教育に参加した児童に対して、高解像度内外水氾濫解析モデルに基づく地域の

浸水リスクを伝える前と防災教育を通じて地域の浸水リスクを身近な地域気象情報と

して確認した後で、災害に対するイメージがどのように変化したか、「災害と言われて

思いつくこと」という自由記述のアンケート結果から確認した。 

 

表-7.3 有終西小学校における実践型防災教育の実施内容 

 実施日 内容 

第 1 回 2014.4.25 学校周辺における浸水リスクの勉強と現地確認 

第 2 回 2014.5.15 地域の浸水リスクマップ作成 

第 3 回 2014.5.21 地域防災計画の意味と水害時の対応（クロスロード） 

第 4 回 2014.6.4 児童による地域の浸水リスクマップの保護者や住民

への発表会 
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図-7.5 児童達が作成した地域の浸水リスクマップの例 

 

まず回答における災害の種別の結果を図-7.6に示す。対象である小学 5 年生にとっ

ては、大野市周辺において被害をもたらした 2004 年の福井豪雨は経験しているものの、

当時年齢が 1 歳前後であったことを考慮すると、実際に災害に遭遇したという認識は

ほぼないと考えられる。つまり、児童たちにとって災害はテレビなどを通じて認識し

たものが多いと想定される。実際、図-7.6 に示すように、事前調査における災害のイ

メージとして、比較的身近に存在する大雨や氾濫などのリスク以上に、地震や津波へ

のリスクの関心が高くなっている．一方、事後調査においては、地域の身近な災害リ

スクである水害に対するリスクを挙げる生徒が大幅に増加している。またそれと同時

に 2011 年に発生した東日本大震災や火災、事故、停電を除く、土砂災害や風、地震（一

般）などの他の災害についても言及する生徒が増えている点も特徴である。このよう

な特徴は、担任の先生からの意見として挙がった『日常の会話で「浸水深」という専

門用語が聞かれるなど、この学習のインパクトの強さを感じる。また、発表の時の感

想などを聞いていると、水害に対する考えが、はっきりと持てるようになっていた。

水害だけでなく、その他の災害に関しても子供達は一人ひとり考える所があったよう

だ。少なくとも洪水が起きた時、又起きそうな時に、赤根川に近づこうとする児童は

この学年では一人もいないと思う。』という発言からも伺える事実である。ただし、当
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該地区は冬季に雪害の可能性がある地域であるが、今回の防災教育では対象としなか

った雪害については災害のイメージが十分でない点も確認された。 

本防災教育では大雨に関連するリスクを対象としているため、このような結果は当

然とも言えるが、一方で、児童達の災害に対するイメージ自体にも大きな変化が確認

された。災害のイメージに対する回答表現の結果を表-7.4に示す。事前調査では、圧

倒的に「地震」や「台風」などの単語のみによる表現が多く、災害に対する具体的な

イメージを描写した児童は 5 名しかいなかった。しかし、事後調査においては、具体

的な災害時の状況を描写する生徒の人数が 5 人から 22 人に増え、災害のイメージとし

て自分たちの地域のことを挙げる生徒が 1 名から 15 名に増えていた。また災害時の行

動を挙げる生徒も 8 名存在した。平均文字数も 17.7 文字から 90.1 文字と 5 倍以上に

なっていた。この結果は、テレビなどを通じて理解していた他の地域における災害を、

児童たちにとって災害リスクを身近な情報として確認することを通して、災害を自分

自身のこととして認識するに至った効果と考えられる。 

なお、授業後において、地域防災計画を理解したという生徒が 39 人中 37 人いた点

も、地域防災計画を今後住民の視点に落とし込む、すなわち防災の日常化を図る上で

も、今回の検討は重要な結果であり、今後の洪水対策におけるひとつの方向性を示し

たと言える。 

 

 

図-7.6 児童に対する災害イメージ調査における災害の種類別の回答数 

 

表-7.4 児童に対する災害イメージ調査における各表現内容の言及数と文字数 

表現内容等 回答数 災害の描写 災害時の行動 地域のこと 平均文字数 

事前調査 38 5 0 1 17.7 文字 

事後調査 39 22 8 15 90.1 文字 
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7.3 地域気象情報と最先端の科学技術の連携 

 

 2.2 や 2.3 で取り上げたように、気象に関係する観測技術や予測技術は、時代と共に

大きく変化してきている。2.2 では取り上げなかったが、局地的豪雨に備えるために、

豪雨の卵を発見し事前に備えようとする取組（中北他, 2014）や短時間に降水等をス

キャニング可能なフェーズドアレイレーダーの実用化も進みつつある（真木, 2014）。

予測技術についても、2.2 で取り上げた LFM は 3 時間毎に高解像度の予測情報を提供

し、最新の観測情報を同化することにより災害対応等に役立てようとしている。また

新たに今後、豪雨予測の信頼度情報提供のためのメソアンサンブル予報システム

（MEPS）の運用が予定されている（小野, 2012）。 

このような科学技術の進展が進む中、本章において地域気象情報にこのような最新

の科学技術がどのように活用可能かを検討するため、その一つとして高解像度内外水

氾濫解析モデルとの連携を、福井県大野市有終西学区を対象に検討した。高解像度内

外水氾濫解析モデルを利用し、大野市における奥越豪雨の事例を対象に、中小規模の

河川における想定災害リスクを評価するとともに、そこから地域にとって身近な災害

情報の検討を行った。そして、わかりやすく身近な情報として災害情報を提供する枠

組みの一つとして、地域気象情報の概念を導入し、氾濫解析モデルと地域の災害情報

の関係性について、現行の気象情報との関係性を含め評価した。その結果、氾濫解析

モデルを利用することで、事前に地域の浸水リスクを評価し、そのリスク情報を従来

から慣れ親しんだ気象情報や地域の災害情報と結びつけることで、今後起こりうる豪

雨被害に対して、事前に対応できる可能性を示すとともに、内外水氾濫に対する住民

自らの避難判断の目安について、地域情報や気象情報から設定できる可能性を示した。 

 またこの結果を基に、大野市立有終西小学校 5 年生 39 名を対象に、氾濫解析の結果

を地域の身近な災害情報として捉える実践型防災教育を実施し、災害に対するイメー

ジの変化をアンケート調査により確認した。その結果、多数の生徒が災害に対して具

体的なイメージを持つとともに、災害を自分たちの地域のこととして捉えるという変

化が確認され、事前に氾濫解析の結果を身近な情報として確認し利用することの一つ 

の有用性を示した。 

このように、中小河川群の周囲に居住する住民の適切な災害時の対応行動を支援す

るために、高解像度内外水氾濫解析モデルの解析結果から地区毎の浸水リスクを評価

し、さらに浸水リスクと現行の気象情報の関係性を確認するとともに、地域にとって

身近なリスク情報である地域気象情報として利用することが可能である。これは、特

に中小河川群等の地域性の影響を大きく受ける災害については、地域気象情報との親

和性が高いこととも関係していると考える。 

そして、災害リスクの認識を高めることは適切な災害リスクの理解を進め、災害情

報に対する過度な情報待ちの改善につながりうるとともに、地域気象情報を利用し地

域防災計画や地区防災計画の日常化を進めることで、地域住民と災害情報とのリスク

コミュニケーションの活性化も期待される。またその他の最新の科学技術を地域気象
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情報と連携させていくことで、地域気象情報を単に地域性の高い身近な情報というだ

けではなく、より信頼性の高いまた地域住民の求める情報を表現可能な情報として活

用していくことが期待できる。 
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第 8 章 

結論 

 

8.1 研究のまとめ 

 

本研究は、現在の気象情報を情報の利用者と作成者など、そこに関わる人々の関係

性から振り返り、改めて今後の気象情報の在り方を検討するものであった。 

日本は、災害列島と言われるように、毎年何らかの災害が発生する地理的条件を有

している。そのような環境の中、科学技術を駆使した気象情報は日本における災害研

究とともに、発展してきた。第 1 章でも述べたように、現在の気象情報には課題もあ

る一方で、その有用性は多くの人々が認める事実の一つである。しかし、実際に各種

の防災気象情報が発令される最中、本当に災害が発生した時、「どうしてこうなったん

だ」、「こんな経験は初めてだ」、そういった声が、依然各地の被災地で聞こえてくるの

も事実である。気象情報に関わる研究者として、このような現状に対し、気象情報が

真に災害抑止につながるために有効に役立てたい、既存の気象情報におけるアプロー

チが真に災害に対応するために有効であるのか、そのような思いや疑問から本研究は

始まった。 

本研究では、上記のとおり、気象情報の関係者間の関係性に着目し、リスクコミュ

ニケーションの観点から、その関係性を高め、社会において共通の災害リスクを共有

するための方策について、実際のフィールドにおける取組や研究を通して検討した。 

研究としては、情報内容の観点からは主にボトムアップ型のアプローチを試みてい

るが、ボトムアップ型による情報設定を前提としているわけではない。最終的には、

関係者間でよりよい情報を検討し共有していくことが重要である。第 6 章でも触れた

ように、現在の注意報や警報は日本社会が構築してきた一つの文化である。本研究は、

災害リスクを共有できるような一つの文化としてのよりよい気象情報が社会で形成さ

れることを目指すものでもある。第 6 章で実施した「地域気象情報の共同構築」は、

そのための一つの方法として提示したものである。実際にこのような関係者での協議

に筆者自身参加して感じたのは、それぞれの関係者が如何に防災のことを真剣に考え、

そして悩んでいるかということであった。そして、同時に関係者それぞれの思いや知

識が十分に結びついておらず、あくまでそれぞれの立場で考えていたという事実も確

認できた。本研究における試行において、多くの参加者が肯定的な意思を示している

事はその一つの表れと言えるのではなかろうか。このような関係者間の思いや知識を

結びつける本試行のようまリスクコミュニケーションの重要性を改めて感じるととも
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に、TV・ラジオ・インターネットなど多様なメディアで共有され、子どもから大人ま

で知っている身近な存在である気象情報がそのために果たせる役割は大きいと考える。

これまで課題解決の方法として、コンセンサス会議やサイエンスカフェのように、リ

スクコミュニケーションを活用した種々の取組が試みられてきた。過去の取組を振り

返ると、遺伝子組み換え作物や原子力発電など、比較的利害関係において住民側がリ

スクをどの程度負うのかという点が焦点になる事例が多いように感じる。もちろん、

そこには課題解決という視点が強く意識されているからでもある。しかし、そのよう

な事案に対し、気象情報という関係者すべてが負う共通の社会リスクに対して、リス

クコミュニケーション通じて課題解決を図る取組は、リスクコミュニケーションの効

果を高めやすく有効なツールではないかと考える。 

また第 7 章では、科学技術を利用したアプローチにおいて、自然現象の表現性の向

上に取り組むこととともに、そのような最先端の科学技術を社会に還元していく方法

をより高度に開発していくことの必要性と重要性を改めて確認した。そして、その一

つとして、地域気象情報は、このような技術による成果を社会に還元するための一つ

の仲介役としての役割を果たしうる。 

本研究を通じて考える地域気象情報を通じたリスクコミュニケーションと災害対

応のイメージを改めて図-8.1に示す。各種ハザードマップや最先端科学技術を利用し

たシミュレーション結果などの既存の各種情報、日常生活で意識している地域の災害

リスクや過去の災害経験などの地域住民の知識、気象台などの発表する各種観測・予

測情報などのリアルタイム情報、そういった地域住民、市町村、都道府県、気象台、

河川事務所、研究機関などの関係者が持つ災害に関する様々な知識や情報を地域気象

情報を通じたリスクコミュニケーションにより結び付け、関係者の知識の融合を図り、 

 

図-8.1 地域気象情報を通じたリスクコミュニケーションと災害対応 
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災害リスクの意識を共有する。そして、実際の災害時はリアルタイム情報を利用して、

災害対応に備えるものである。 

2.3 でも取り挙げたように、現在、防災気象情報はレベル化という新たな枠組みへ

の移行が検討されている。今後、気象情報は時代の流れに応じ、様々な形で変化して

いくことが想定される。その中で、災害に関わる人々が気象情報にどのように関係し

ていくであろうか。完璧である気象情報はあり得ない、そして完璧である気象情報が

登場したとしても、それが完璧な災害対応に結び付くわけではない。いずれにせよ、

災害とは社会という枠組みの中で発生し、防災はその社会を形成する人々やシステム

等により行われるものである。その中で、気象情報が真に防災に有効活用できる社会

システムとして構築されていくためには、本研究でも取り上げた関係者間のリスクコ

ミュニケーションを形成する情報として機能することが重要と考える。 

 

 

8.2 地域気象情報の実践利用に向けた展望 

 

 本研究では、地域気象情報の実践利用に向けた基礎研究として、議論を進めてきた。

実際のフィールドでは、本研究で取り上げた取組以降も、研究者も加わる形で地域気

象情報の実践利用に向けた調整や検討が進められている。その後の地域の取組状況は、

本研究が今後地域防災に与える影響を評価する上で重要であることから、ここで取り

あげたい。 

 まず本研究で検討対象として取り上げられた地域気象情報と関係する従来型気象情

報を表-8.1に示す。なお、大野市有終西学区の地域気象情報は、7.1.3 で取りあげた

泉地区の指標となる地点の浸水情報を基に作成したものである。表-8.1が示すように、

それぞれの地域気象情報に関係する気象情報は多数ある。河川と関係するような内外

水氾濫については、指定河川洪水予報や水位情報などが重要な情報となる。河川に関

係しないゲリラ豪雨などによる内水氾濫については、レーダー情報を利用した高解像

度の降水ナウキャストが大きな鍵となる。予測精度がまだ十分でない土砂災害につい

ては、まずは土砂災害警戒情報にも利用されている土壌雨量指数を基にした土砂災害

警戒メッシュ情報の利用が前提となるだろう。これらの従来型気象情報を基に地域気

象情報の該当条件について一定の評価が可能である。しかし、本研究の目指すところ

は、現在の気象台から利用者への一方向の流れの強い受け取ることを基本とする従来

型の気象情報に捉われるのではなく、双方向のコミュニケーションを創出する地域気

象情報を社会において関係者間の同意の下、ある程度自由に構築していくことである。

一方、利用者である地域住民自らが自身の命を守るために行う取組とは言え、6 章の

補注（1）にも記載したように、現在の防災気象情報の社会制度上、情報としての制限

を受けざる負えないのが現状である。そこで、現在の地域気象情報は独自の予報や観

測などではなく、気象台の発表した情報を地域で有効利用するという形を採っている。

そのため、表-8.1で挙げる従来型気象情報をどのように利用するかが実践利用におい 
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表-8.1 本研究で取り上げた地域気象情報と関係する代表的な従来型気象情報 

地域 検討対象となった地域気象情報 関係する代表的な従来型気象情報 

伊 

勢 

市 

中 

島 

学 

区 

宮川町～度会橋の間を、昼間で、度

会橋ピーヤーオレンジの線以上にな

ると怖い。 

・指定河川洪水予報（宮川） 

・水位情報（宮川岩出） 

・府県気象情報（三重県南部） 

Ｓ食料品店の近くのがけ、大雨の時、

ザーッと水が、がけを流れてくる。 

・大雨（浸水）注意報、警報（伊勢市） 

・雷注意報（伊勢市） 

・降水ナウキャスト 

宮川堤の一部に（朝）、氾濫水位を超

えている、危険な状況になっている、

一部浸水している。 

・指定河川洪水予報（宮川） 

・水位情報（宮川岩出） 

・府県気象情報（三重県南部） 

Ａ歯科横の水路、現在、道路まで、

水に浸かっている。 

・水位情報（宮川岩出） 

・府県気象情報（三重県南部） 

・降水ナウキャスト 

辻久留台団地の奥に山の土砂や石が

家庭の湯船一杯分以上落ちてきてい

る。 

・土砂災害メッシュ情報 

・土砂災害警戒情報（土壌雨量指数） 

・大雨（土砂災害）注意報、警報（伊勢市） 

大 

野 

市 

有 
終 

西 

学 

区 

泉地区の幹線道路沿いの水路から越

水し、周辺で床下浸水している。 

・水位情報（赤根川大橋） 

・大雨（浸水）注意報、警報（大野市） 

・降水ナウキャスト 泉地区の赤根川近くで一部床上浸水

すしている。 

泉地区の幹線道路が歩行困難にな

り、他への行き来ができなくなって

いる。 

新堀清水周辺が浸水している。 

義景公園の水路から越水し、周辺が

浸水している。 

 

て重要な視点となる。 

伊勢市中島学区における取組では、共同構築の試行と並行する形で、5.5 で試行的

に作成した地域気象情報を含むいくつかの情報について、津地方気象台と連携し、事

前に地域で災害に対する意識を持ち、災害に備えるために利用する上での気象条件の

検討を行った。過去の災害状況や気象情報の想定する災害リスクを考慮し、現状で住

民でも手軽に確認できる情報に限定するなど、地域の意見も踏まえながら検討を行っ

た。詳細は省略するが、その検討結果の一部を表-8.2に示す。これらの情報の意図す

る災害現象については、住民からも第 6 章の地域気象情報の共同構築の試行において

リスクとして認識していることが確認された。このことから、試験的に 2014 年 7 月 1 
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表-8.2 検討対象の中島学区地域気象情報の条件設定 

情報内容 設定条件 

①辻久留地区の住民は浸水に

備えよう情報 

・岩出川の水位が 6.58m を越える。 

または 

・三重県府県気象情報により、三重県南部に日最大降水量

700mm を超える降水が予想される。 

② 度会橋オレンジ水位超え

る情報 

・指定河川洪水予報において、避難判断水位に到達するこ

とが予想される。 

③ 辻久留台の裏山危険情報 ・伊勢市土砂災害情報相互通報システムにおいて、対象地

域内のメッシュが「注意」以上（注意・警戒・危険）の

対象となる。 

 

日から中島学区まちづくり協議会のメーリングリスト等を利用する形で、これらの情

報を地域で共有する取組を開始した。仮に表-8.2に示す条件に該当した場合は、地域

で災害に対する事前意識を持とうという位置づけである。現状としては、あくまで事

前に地域で災害リスクへの意識を持つことを目的としており、災害が切迫するような

状況が近づいた場合は、既存の気象情報や避難情報で対応することを前提としている。

この運用開始以降、地域では台風等の接近が予想される場合に、住民間で気象情報の

確認を行い災害に備えるなど、気象情報を自分達の地域と結び付けて考える行動が見

られるようになっている。そして、今後、既存の気象情報や避難情報を含め、これら

の情報を地域や住民個人でどのように利用していくか、地域気象情報の取組を通じて

考えて行くことが計画されている。 

大野市有終西学区においても、次の展開として、有終西小学校における防災教育と

連携する形での大野市地域気象情報の具体的な検討が計画されており、今後、地域住

民自ら気象情報と地域の災害の関係について考えていくことが期待される。 

 このような各フィールドでの動向を顧みると、地域気象情報が果たす役割、それは

災害が迫っている際に地域気象情報を通じて災害に備える意識を共有するだけでなく、

地域気象情報を通して地域において災害意識が育まれていく過程に、従来型の気象情

報との大きな違いがあるのかもしれない。今後、フィールド研究を通じて、地域気象

情報の実践利用を通じた地域の変化や地域気象情報を利用した災害対応の検証を進め

て行きたい。 

 

 

8.3 研究としての今後の展開 

 

 最後に地域気象情報に関する研究の今後の展開を、5 つの視点から述べたい。 
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（1）地域気象情報の社会制度設計 

 本研究では、地域気象情の基礎研究として、災害時対応行動に対するその効果やそ

の共同構築の試行を伊勢市中島学区において実施した。そのため、このような形式に

よる気象情報がどの程度社会的に受け入れられ、実際に社会におけるシステムとして

有効であるかは今後議論が必要である。 

 現在の気象台の現状を鑑みた際に、このような地域性の高い視点をすべての地域に

対して取り入れることは、地域状況の把握などの必要性から人的にも現実的に難しい

と言える。このような視点を情報に取り入れるためには、やはり市町村の役割が欠か

せない。一方、現在、特別警報は気象業務法第十三条の二第二項において、基準設定

について都道府県知事の意見を聴くこととなっているが、警報・注意報の基準設定は

特に規定はなく、運用上として都道府県や市町村に確認している状況である。このよ

うな制度下において、法的にも実質的にも、自治体の担当者が気象台と同等のレベル

で気象条件について議論することは難しいと考える。気象条件については、やはり気

象の専門家である気象台に多くの部分を頼っているのが現状である。このように、自

治体から見れば、地域の災害リスクはある程度認識していたとしても、気象状況との

関係性については十分理解していないのが現状である。であるとすれば、自治体が地

域の情報を吸い上げ、気象台がそれに応じた気象条件を設定することが、地域気象情

報の制度設計としては現実的な方法と言える。自治体が仲介する形で、住民の地域情

報と気象台の気象情報を結び付けるリスクコミュニケーションは既存の体系でもでき

ないわけではない。さらに言えば、全国的に同規模の災害を意図した警報・注意報の

基準を当てはめるのではなく、住民が求める基準を警報・注意報の基準に当てはめる

ことも検討の一つである。地域住民からすれば、全国共通である意味はあまりなく、

むしろ自分たちが注意すべき現象に対応したものである方が災害対応を考える上では

都合もよく理解できると言える。 

自治体に仲介役を求める一方で、現在 20 年近く年間総売上高が 300 億円前後で頭

打ちしている（気象庁,  2013）民間気象業務や全国に 9,058 人（2014.4.1 時点、気象

庁（2014a））いる気象予報士の活用も一つの方法と言える。もちろんこの場合、災害

への対応という大きな責任が伴うため、法的な責任の明確化が重要であるのは言うま

でもない。例えば、気象予報士が地域情報に合せて設定した気象条件を気象台が確認

するという許可制度を設けるなどが考えられる。 

また共同構築自体の手法については、本研究では一つの手法しか試みておらず、社

会システムとして導入する際には、対象地域の規模やその手法の適正化も必要である。

多数の地域が存在することを考えると、現実的には、同じ場で議論するよりは、上記

で述べたように、自治体が仲介する形で小学校区単位を対象に、地域情報と気象情報

を結び付けることが適当と考える。 

 

（2）地域における地域気象情報の円滑な運用 

 地域気象情報は作成するだけでは意味がない。6.5 でも触れたように、それが地域
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防災の文化を継承していく一つのツールとなることが求められる。そのためには、比

較的理解しやすく取り組みやすい形で、地域気象情報への理解を高めることも重要で

ある。現在、この点については、ゲーミング手法を活用した方法として、4.2.1 でも取

りあげたセルフウェザーゲームの利用を検討している。セルフウェザーゲームは、地

域情報と気象情報を結び付けるためのツールとしてこれまで 3 回の試行を行い、現在

ゲームとしての精緻化を図っている段階である。今後、地域気象情報の共同構築へ応

用するために引き続き開発とそのアーティファクトとしての位置付けを研究して行く。 

 また一方で、災害に関する各種情報との連携も重要である。特に、既に一般的に流

通しているハザードマップを地域気象情報に落とし込んでいくことは、ハザードマッ

プの有効利用の観点からも重要であり、効果的である。このような既存の災害情報の

地域気象情報への応用についても今後検討が必要である。 

 

（3）防災教育への地域気象情報の活用 

 本研究では、伊勢市中島学区及び大野市有終西学区の両方で、防災教育とも関係し

た実践研究を進めてきた。大野市有終西小学校における研究成果からもわかるように、

地域性の高い情報は、小学 5 年生でも理解しやすく自身の災害リスクを十分に認識で

きることが確認されている。このことから、小学校の段階で、様々な災害リスクを地

域気象情報を通じて学ぶことは、災害リスクを自身に関係するものとして捉える素養

を身に付ける練習という意味でも、実践型防災教育として効果的と考える。さらに踏

み込めば、このような防災教育を通じて、地域住民から地域情報を収集し、地域気象

情報へ応用していくことも可能である。これは、地域気象情報の共同構築の一つの有

効な手法となりうる。いずれにせよ、自分自身の命・周りの人の命を守ることが求め

られる防災教育において、単に災害とはどのようなものか学ぶだけでなく、実際にそ

れを自分自身のこととして、また地域のこととして理解する能力を身につけることは

重要である。 

 

（4）地域気象情報の表現方法 

 地域気象情報は、共同構築を通じて関係者達自身で自分達が災害に対応しやすいよ

うに決定するのが本来の主旨であり、何らかの標準化を図ることを求めるものではな

い。しかし、3.1.3 でも触れたように、各種研究において災害情報の表現の在り方が議

論されており、実際に表現方法の有効性に一定の傾向があるのも事実である。そのた

め、今後、地域気象情報の在り方を検討していく上で、その言語表現の在り方も一つ

の研究対象となる。特に、実際に被災した地域の声は特に重要である。実際、平成 16

年台風 23 号で円山川の破堤により市街地が浸水し大きな被害を受けた兵庫県豊岡市

（豊岡市, 2005）では、災害時における情報収集・伝達の課題を踏まえ、14 パターン

の情報表現を作成し（水害時における情報収集・伝達検討会, 2005）、実際に利用して

いる。このような災害経験に基づく情報表現の全国的な共有と継承も地域気象情報を

効果的なものとする上で、検討の意義がある。 
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（5）自然科学情報の地域気象情報への応用 

 気象予測や気象観測の分野では、本来の目的から自然現象をいかに把握し表現する

かが重視される。しかし、最近では、最終的なプロダクトを意識した研究開発も多く

見られるようになってきている。7.3 で取り上げた「豪雨の卵」は実際に近畿地方整

備局で試験運用が始まっている（上野ら, 2014）、また気象庁のホームページでも平成

26 年 8 月 7 日から高解像度降水ナウキャストの運用が始まっているが（気象庁, 2014b）、

これは各種気象情報の重ね合わせができるだけでなく、道路や鉄道、河川の情報と組

み合わせた表示を可能としており、自然科学の研究成果を社会情報とうまく結合させ

ている。このように、実践利用を意図した技術開発をすることは、防災研究において

特に求められることと言える。それは、社会心理学の分野が問題解決型を前提とする

ように（竹村, 2004）、社会に直接関係する防災研究も災害から社会や人を守る課題解

決思考が強い学問分野であるからではなかろうか。 

今後、地域気象情報を円滑に運用する上で、地域気象情報に有効に役立てられるよ

うな自然科学情報の開発も必要と言える。 

 

本研究は、気象情報に関わる人々の関係性にアプローチする実践研究としては、始

まったばかりである。今後、フィールドでの実践を通じて、その有効性の検証を重ね

るとともに、上記で挙げた今後の展望について、検討を進めて行くこととなる。検討

課題は多いものの、前節でも触れたように今後の展望は広く、社会的には 4.2.2 で触

れたように地区防災計画の法整備化が行われるなど、親和性の高い社会制度の整備や

本研究と方向性を同じくする研究も見られるようになってきている。こういった社会

的な流れとも呼応しながら、地域気象情報を通じたリスクコミュニケーションの社会

科学的探究を進めて行きたい。 

 最後に、本研究が気象情報の将来の発展と防災へのさらなる有効活用の一助となり、

社会と自然が共に歩み、よりよい地球環境を導いて行くことを祈り、本研究の結びと

する。 
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いつも思う研究を一日一日できることの喜び、いつも思うフィールドに集うみんな

と防災に取り組む興奮、いつも思う災害から人の命を守りたいと強く願う仲間たちと

語り合う幸せ、博士後期課程に入学し、ここに至るまで約 4 年の月日が流れた、ここ

に至るまで様々な方と出会い、そして同時に多くの思いと出会った。 

伊勢市中島学区におけるフィールド研究は、最初は失敗の連続だった。ひたすら地

域に足を運ぶ日々、行政・自治会・学校・住民様々な方と何度も話しを重ね、ただ時

間だけが過ぎていった。そんな中ようやく、地域で防災のイベントを開催することと

なった。しかし、地域の方と企画したイベントに集まった人はわずか数名、関係者の

方が多い中、涙しながら取り組んだ。少しずつ防災に関心を持ってもらうことを祈っ

て、次のイベントに向け、猛暑の中みんなでビラ配りをした。次のイベントには、20

名超、そして次は 70 名超少しずつ人数が増えていった。「竹之内君、やったなぁ。」う

れしそうに語る関係者の方の声は今でも忘れることはない。今では、中島学区まちづ

くり協議会のご協力もあり、多いときには 200 名を越える方がイベントに参加して頂

いている。地域を歩けば、京都大学の人と声もかかるようにもなった。 

大野市有終西学区におけるフィールド研究では、見知らぬ土地で行政の方々と一緒

に地域を歩き、地域を知る事から始まった研究だった。遠いところから来た我々を地

域の皆さんがどのように受け入れてくれるかという不安の中、小学校の教員の方々は

我々を快く受け入れ温かく見守ってくださった。子ども達もいつも笑顔で迎えてくれ

た。最後の授業でクラス全員の児童にサインを求められ、ひたすらサインした時間は、

私のフィールド研究において忘れられない思い出です。 

今思えば、フィールドにおいて一から研究を始めることは、そこに参加する方々一

人一人の意識を変えていくことと同じであり、一人一人に防災に関心を持ってもらう

ことに等しい。まだ中島学区における取組は始まってから数年しか経過していないが、

少しずつ地域に防災を通じた輪が生まれつつあると感じている。有終西学区における

取組もこれからが本番である。今、私自身の研究フィールドがあるのは、本当にたく

さんの方のおかげである。その思いに感謝するとともに、これからも応えていきたい。 

もう一度言いたい、いつも思う研究を一日一日できることの喜び、いつも思うフィ

ールドに集うみんなと防災に取り組む興奮、いつも思う災害から人の命を守りたいと

強く願う仲間たちと語り合う幸せ、これからもその思いを大切にしながら防災・減災

にかかる研究を続けていきたい。 

本研究を進めるにおいて、矢守克也教授（京都大学防災研究所）にはいつも温かく

ご指導いただきました。この研究が始まったきっかけは矢守先生と出会った 2009 年
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10 月に静岡で開催された日本災害情報学会第 11 回研究発表大会でした。あの時の先

生のご講演を聞いたときの感動は今でも覚えています。当時まだ荒削りだった自身の

研究が、先生のご指導の下、何とかここまでやってくることができました。改めて感

謝申し上げます。そして、まだまだ未熟な身、引き続きご指導ご鞭撻いただきたくお

願い申し上げます。 

多々納裕一教授（京都大学防災研究所）には、アドバイザーとして、いつも研究に

対する新たな視点と研究の作法をご指導いただきました。そして、防災研究における

研究者の責任について、多くのことを学ばせていただきました。この 4 年間、先生と

ざっくばらんに話す議論の時間は大変楽しい時間でした。 

中北英一教授（京都大学防災研究所）には、京都大学大学院工学研究科都市環境工

学専攻修士課程においてご指導いただき、6 年ぶりに異なる立場でご指導いただくこ

ととなりました。先生にご指導いただいた修士課程当時の自身の研究に対する姿勢の

幼さを恥じつつも当時の先生のやさしさや温かい厳しさが思い出され、懐かしい思い

で一杯でした。博士後期課程では、アドバイザーとして、私を一人の社会人・研究者

として、ご指導いただき本当に感謝しております。先生とこうして再度研究に従事で

きたことは、私にとって幸せでした。 

 その他、京都大学防災研究所の教員の方々には、大変お世話になりました。特に、

畑山満則准教授には IT との連携、横松宗太准教授には統計学やゼミ、鈴木進吾助教に

はサーバー利用等、研究活動を進める上で、様々なアドバイスを頂きました。ここに

改めて感謝申し上げます。山口弘誠特定助教には、中北研究室の皆さんとのパイプ役

としても大変協力いただくとともに、また 1 歳上の先輩としても研究を進める上で貴

重なご意見をいただきました。 

奥村与志弘助教（京都大学地球環境学堂）には、学部時代からの同級生として互い

の研究について気軽に意見が言い合えることに感謝しています。 

巨大災害研究センターの事務室の方々、特に西村有希子さん、酒井順子さん、松本

充代さんには、普段私が研究室にいないこともあり、多大な迷惑をおかけしたことも

多かったと思います。いつも迅速に事務対応をしていただき、研究を進める上で、支

えになってくださったこと、深く感謝しています。 

また多々納裕一教授の秘書山下敦代さん、中北英一教授の秘書辻まゆみさんにも、

先生方との日程調整等大変お世話になりました。同郷の山下さんにまた赤福をお持ち

したいと思います。辻さんには 6 年ぶりの再会にも関わらず、変わらぬ雰囲気と笑顔

で接していただき、本当にうれしく思いました。 

矢守研究室の皆さんにも、感謝を申し上げてもきりがありません。そして、一緒に

切磋琢磨する日々は本当に楽しい時間でした。 

 宮本匠特定研究員には、颯爽と研究室に現れ私の研究に新たな風を送り込むと同時、

大切な島田真吾先生を虜にしてしまいました。宮本さんの社会学の研究に対する姿勢

は私にとって大変輝き、自分自身の研究に対する態度を正すきっかけとなり、研究の

深淵を探ることの楽しさを改めて教えていただきました。 
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 近藤誠司さん（現：関西大学社会安全学部助教）には、研究室の偉大な先輩として

君臨し、いつも高い所におられるようでいつも近くから、研究のみならず、研究者と

しての生き方を教えていただきました。 

 島田真吾先生（当時京都府教育委員会派遣）には、伊勢市におけるプロジェクトの

出だしに始まり、宮川中学校での防災教育や、地域でのアンケートやインタビュー調

査など、本当にたくさんのご協力をいただきました。今の伊勢市のプロジェクトがあ

るのも、あの時の先生のご協力があったからと素直に思います。また現役の小学校教

員として、防災教育を行う上での様々なアドバイスをいただきました。先生のご指導

が、今の私のフィールドでの防災教育の糧となっています。是非、これからも防災教

育においてご一緒できればと思います。 

 河田慈人くんと中西千尋くんには、共通のフィールドを持つ研究者として連携して

頂きました。宮川中学校における防災教育、地域イベントの開催、アンケート調査の

集計等、共に研究を進めてきた仲間です。二人にとって、一緒に研究した日々が今後

の人生の糧になることを願います。駅前のファミレスでのいつもの反省会、回数は二

桁になるでしょうか、忘れないでください。本当にありがとう。 

孫英英さんと李旉昕さんは、一緒に博士課程を歩んだメンバーとして感謝申し上げ

ます。二人には、お互いのフィールドについて情報交換するなど、自身のフィールド

を客観的に顧みる機会を提供して頂きました。私が休日研究室に行っても、いつもそ

こにおられる孫さんとは、真面目な話からくだらない話までいろんなディスカッショ

ンし研究生活に潤いを与えてくれました。李さんにも、台湾の友人との交流の機会を

提供いただくなど、国際的な視点で研究する機会をいただきました。 

岩堀卓弥くん、岩田啓孝くん（平成 24 年 3 月卒業）、谷澤亮也くんには、入学の頃

から学生生活のいろんな面でお世話になりました。特に岩堀くんは、次は君の番です、

がんばってください。その他、谷口慎一郎さん、伊勢正さん、杉山高志くん、足立智

美さん、日岡惇くん、細谷良夫くん、山内太郎くん（平成 26 年 3 月卒業）、野嶋太加

志くんにも感謝申し上げます。 

また中北研究室の皆さんにも、フィールドで協力いただきました。金原知穂さん（平

成 26 年 3 月卒業）と西脇隆太くん（平成 26 年 3 月卒業）は一緒に宮川中学校で授業

に取り組んだり、地域イベントで漫才をしてもらったりもしました。峠嘉哉くんと北

側有輝くんには、有終西小学校で児童たちと街の危険場所の確認をしてもらいました。

その他、尹星心さん（当時特任助教）含め、皆さんと伊賀の山奥の観測所で、寒い中、

気象学や水文学について語り合った時間も私の研究にとって大切な時間でした。 

京都大学防災研究所の他の研究室の皆さんにも本当にお世話になりました。特に蒋

新宇（多々納研究室）と三宅英和さん（林研究室）には、共に博士課程を学んだ間柄

として、心強い存在でした。感謝するとともに、これからもよろしくお願いします。 

そして、各地のフィールドでもたくさんの方々にお世話になりました。 

伊勢市では、中島学区各自治会、中島学区まちづくり協議会、宮川中学校、伊勢市

役所、伊勢市教育委員会、津地方気象台等の様々な方にご協力をいただきました。 
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伊勢市危機管理課の藤原宏之さんには、研究を始めるに当たって、様々なアドバイ

スをいただき、また同い年の防災に携わる者として、本当にたくさんの協力をいただ

きました。藤原さんがいなければ、本研究も始まる事すらできなかったでしょう。 

伊勢市教育委員会の籠谷芳行先生には、宮川中学校との連携において、いつも笑顔

で多大な貢献をいただきました。 

宮川中学校の東浦道範教頭先生には、防災教育を行う上で、担任の先生方との調整

を含め、いつも前向きに防災教育と地域イベントを応援して頂きました。また鈴木茂

男先生には、防災教育を始めた初年度から授業の進め方等でアドバイスを頂くととも

に、一緒に地域イベントに協力いただきました。 

津地方気象台の竹内一男様と澤田充延様には、この 4 年間本当に多くのご協力を頂

きました。特に澤田充延様には、本研究が始まる以前から津地方気象台との連携にお

いてご尽力頂きました。お二人がいなければ、本研究の円滑な遂行は難しかったのは

間違いないでしょう。私が尊敬する気象業界の大先輩です。今後とも気象情報の在り

方についてご議論頂ければ幸いです。 

ぎゅーとら辻久留店での取組においては、山村前店長、岸村店長に多大なご協力を

いただき、いつもモニターのエラーがあると連絡をいただき、無茶な注文にもいつも

GO サインを出していただき感謝しております。 

中島学区まちづくり協議会では、特に木野本勝美現会長、杉谷誠安心・安全委員会

委員長、森浅雄事務局長、杉山謙三参与、中野泰男参与の方々のおかげでフィールド

研究や地域防災イベントの開催を皆さんとご一緒することができました。皆さまとの

時に厳しい議論や楽しいイベントは、本研究を進める上での一番重要なコミュニケー

ションです。引き続き、よろしくお願いします。 

また中島学区まちづくり協議会安心・安全委員会の皆さん、そして中島学区の住民

の皆さんには、我々と一緒に防災に取り組んでいただいていることに改めて感謝申し

上げます。皆さんとの活動の一つ一つが研究の礎となっています。 

その他、以下の方々に伊勢市中島学区における研究の様々な面でお世話になりまし

た。ここに列記させていただきます。 

 

伊勢市危機管理課 角前明、中村龍平、山口一馬、白木信行、中居渉、中川芳明、

太田英明、林裕一朗 

伊勢市教育委員会 宮崎吉博、勢力よしみ 

宮川中学校 西徳久、川口且也、西川美幸、大森清之、ルガール美紀 

津地方気象台 故小西達男、畔上三代守、本田彰、草野富二雄、大洲光知夫、久保

健三、船山亘、山本暁子 

株式会社ぎゅーとら 竹内誠 

株式会社第一紙工 森田英克 

当時三重河川国道事務所 尾俣功 

（敬称略） 
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大野市の取組においても、たくさんの方にご協力をいただきました。 

大野市防災防犯課の養老伸介様、羽生雅則様には、大野市の関係者との調整を一手

に引き受けていただくとともに、石橋を叩いて渡る盤石の態勢で研究にかかる事業を

進めていただきました。 

有終西小学校の担任である宮本聡先生、廣瀬ゆう子先生には、授業の円滑な進行に

協力いただくとともに、生徒達の素直な意見を伝えていただきました。 

株式会社建設技術研究所大阪本社の田中耕司次長、中島秀明様には、大野市の取組

を進める上で、技術上の多大なご協力をいただきました。田中次長には、氾濫解析シ

ミュレーションとの連携など、技術面でアドバイス頂くとともに、水文分野の先輩と

して、いろんな知識を伝授いただきました。 

また有終西小学校の 5 年生の皆さんにも、我々と一緒に防災に取り組んでいただき

感謝申し上げます。伊勢市中島学区同様、皆さんとの活動の一つ一つが研究の礎とな

っています。 

その他、以下の方々に大野市有終西学区における研究の様々な面でお世話になりま

した。ここに列記させていただきます。 

 

大野市防災防犯課 臼井一 

有終西小学校 長谷部祐円 

株式会社建設技術研究所 大阪本社 中畑摩耶、西部絵里 

（敬称略） 

 

また研究を進める上で、気象庁本庁の先輩方や、かつての同期の皆様にも様々なア

ドバイスと協力をいただきました。 

大先輩である市澤成介さま（元気象庁）、牧原康隆（元気象庁）、隈健一さま（当時

参事官）、村中明さま（当時予報部予報課長）、大林正典さま（現観測部計画課長）、向

井利明（名古屋地方気象台）の皆さまには本研究を進める上で、陰ながらいつも応援

いただきました。 

当時民間事業振興課の中岡実代子（旧姓：藤村）様、新井隆之様には、本取組を行

う上での気象情報の利用面でのサポートをいただきました。 

大河原斎揚くん、川口和哉くん、髙木康伸くん、新原俊樹くん、金谷均くんには、

気象庁同期として、退職後もいろんな形で力添えを頂き、今でも良き友人として交流

頂けることに感謝申し上げます。 

その他、研究に対する知見を深める上で重要な機会となった災害調査など、NPO 法

人環境防災総合政策研究機構の松尾一郎様、加村邦茂様、作間敦様、当時同機構在籍

の本田康隆様、新堀賢志様、宇田優子様には、災害現場に関わる上で、大きな刺激を

頂きました。 

また友人で多気町役場の池田有一くんには、平成 23 年台風 12 号の災害調査をご一

緒してもらうなど、同郷の友として、いつも応援して頂いています。 
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そして、三重県の職場の皆さまには、仕事をしながら研究をする私を受け入れてい

ただき、感謝申し上げます。 

 最後に、最愛の家族に感謝したいと思います。父清史、母玲子、兄正記、祖母きみ

子、故祖父米吉には今迄本当に家族として応援していただきました。ありがとうござ

います。 

そして、本研究の過程でもう一人家族が増えました。2013 年 5 月 10 日妻である瞳

と入籍、同年 6 月 2 日式を挙げました。結婚後、新婚にも関わらず、研究に没頭する

私を陰ながらいつも支え、平日・休日問わずフィールドに出かける私に多少文句を言

いつつも、いつも傍にいてくれる、そんな妻瞳に、今後歩んでいく人生への感謝も含

め、お礼を言いたいと思います。ありがとう。 

 本論もそろそろ締めくくりです。最後に、改めてこの研究に関わって下さったすべ

ての皆さんに深い感謝の意を表したいと思います。この私自身の研究も長い旅路の出

発地点に立ったばかりです。これからも引き続きのご指導ご鞭撻のお願い、そして皆

さんと一緒に防災の世界を探究させていただきたいと思います。今後ともよろしくお

願い申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 




