参考資料
防災関連調査研究の戦略的推進ワーキンググループ（第１回）
議事概要

１．ワーキンググループの概要
日

時：平成27年１月９日（金）17:00～19:00

場

所：中央合同庁舎８号館 ３階 災害対策本部会議室

出席者：河田（ 主査）、平田（ 副主査）、石 川、木本、小 池、小浦、 越村、田村、 福和、
森田、和田

各委員

２．議事概要
○松本内閣府大臣政務官挨拶
○関西大学河田主査挨拶。各委員紹介
○ワーキンググループの設置趣旨説明
○防災に関する調 査・研究の現 状、防災関連 調査研究の戦 略的推進ワ ーキンググル ープの
進め方について、内閣府（防災担当）より資料説明

【委員からの主な意見等】

○本ＷＧでは縦割 りを壊すとい うことを考え ていくのでは なく、現在 の枠組みをど のよう
に整理すれば、よ り風通しが良 くなるか、学 術研究と社会 が必要として いる研究と の間
がつながるのかを議論していきたい。
○本ＷＧを進める にあたっては 、各委員が納 得のいくとこ ろを合わせ ながら、１つ 筋を通
す方法で進めていきたい。
○地震調査研究推 進本部の目標 は、ハザード の予測までと 理解してい る。本来はハ ザード
を予測した際、そ れに対応する 災害の予測が あり、それに 対応する対策 が一気通貫 的に
できるべきであるが難しい。
○例えば、南海ト ラフ地震や首 都直下地震に おいて、地震 調査研究推 進本部による 長期評
価、揺れ の予 測、内 閣府防 災によ る被害 想定 の両方 に参加 した立 場での 見解 として は、
両者は完全にはつながっていない。
○実際に対応する 国、県、地方 自治体の防災 担当は、あま り研究のこ とを知らない 。研究
は高度になってい るが、現場の 防災担当者に 上手く伝わっ ていない。か み砕いて説 明す
ること、最終的に住民に対しても成果を伝えることが重要。
○独立行政法人な どは、研究が どのように実 用化されてい くか発表し ているが、大 学にお
いてはその必要が ない。また、 大学において は研究、論文 数で評価され 、必ずしも 住民
への説明が評価に 入っていない 。大学の評価 機構、システ ム自体も変え ていく必要 があ
る。
1

○世の中にはやり たいやりたく ないに関わら ずやらなけれ ばならない ことが多々あ り、防
災はその最たるも のである。研 究者は論文に できるところ をやりたがる ものである 。防
災のような分野では、行政が指導力を発揮しなければいけない。
○災害に関する自 然現象を扱う 気象庁が、大 学等の研究者 に対し、必 要な研究をさ せるこ
とのできる仕組み になっていな い。これを機 に仕組みをよ り良い方向に 進むように して
いきたい。
○防災とは自然現 象の監視・予 測だけではな く、災害が起 こった際の 避難誘導や情 報伝達
など、何段階もの 分野で研究・ 調査がなされ ないと完遂し ないものであ るが、大抵 、自
らの守備範囲のみ を実施しがち なので、総合 的な視野を持 った機関にお いて、首尾 一貫
した研究が進められるよう誘導することが必要。
○人間の安全保障 をどのように 担保するかと いうことは、開発をいかに 持続可能とす るか、
そこに防災・減災 の位置づけが ある。学問は 特に19世紀か ら20世紀にか けて分化、 専門
化していく方向で 進んでいるが 、防災・減災 の問題に対応 しようとする と逆に統合 する
方向でなくてはな らない。しか し、それを評 価する枠組み 、進める枠組 みは無い。 以前
から学融合などの話はあるが進んでいない。
○ネットワーク型 の連携研究機 構をつくり問 題を包括的に 捉えながら 進めていく枠 組みや
分野を超えた情報 等の共有を推 進するシステ ムなど、日本 学術会議の中 で防災・減 災に
ついて議論をしてきた内容を、本ＷＧの議論に反映することができれば と思う。
○調査、自治体へ の技術支援、 地域づくりな どは実施され ているが、 研究において は都市
計画という枠組み の中で論文と なるよう書か ざるを得ない ので、実践へ のつながり が見
え難くなっている可能性がある。
○土地利用等を決 めるバックグ ラウンドとし て防災に関す る知見は非 常に重要だが 、自治
体の中も 縦割 りのま まであ り、蓄 積され てき た多く の知見 が上手 くつな がっ ていな い。
一方、縦割りだか らこそ、専門 的なことが蓄 積されている ので、縦割り を前提とし てネ
ットワークすることは非常に重要。
○都市計画の分野 の中で、地域 再生をまちづ くり・地域づ くりという 形で研究して いる者
は多くいるが、研 究成果という 形で探すこと は難しい。特 に、防災と銘 打たずに実 施し
ている研究は見落としがちなので注意が必要。
○研究の成果がどのくらい活かされているかは、レビューされるべき。
○研究の成果を活 かす研究がど のくらい実施 されているか 。様々な研 究にどのよう な割合
で国の予算が投入され、活かす研究をしているかの調査が必要。
○実証研究や社会 実装を目的と した研究は、 ほとんどが単 年度あるい はそれに近い 研究期
間になっているが 、実際のとこ ろは、社会実 装に関する研 究にも時間が かかる。実 装す
れば終わりではな く、続けてこ その実装であ るので、続け るのにどれだ け研究費と いう
形で適切に投入されているかについて問題意識がある。
○防災・災害の研 究者一人一人 が社会の要請 に応えるとき に、自分は どこの立ち位 置にい
2

るかということ自 体が実はわか っていない。 出口の研究者 は入口の研究 がどこに進 んで
いるか、入口の研究者は社会等の要請を考えなければならないと感じて いる。
○災害・復興科学 研究所におい て、様々な分 野での研究が 可能なのは 、新潟という 災害が
頻発している地域 で、現場の課 題を解決する ために各分野 が協力・機能 し現場で物 事が
解決できているか らである。社 会の要請に応 えての課題解 決という意味 では、学際 分野
の解決力はある程 度機能してい ることを踏ま え、本ＷＧの 議論において 、防災とい う人
の命を守るという ことを目標に した、学の体系化 、知の体 系化をやらな ければいけな い。
○災害を減らすに はどうすれば いいか、長期 的な視点（被 害・リスク の大きい場所 に住ま
ないことを実現す る）、中期的な 視点（リス クに対する抵 抗力を上げる）、短期的な 視点
（被害が出た後で 直ぐに回復で きるようにす る）で、現在 、我々が持っ ている力を 分類
することが大事。
○多くの人を変え るためには先 端より底上げ の研究が良い 、被害を多 く受けるのは 市民な
ので、公よりは個 人を変えるほ うが良い、こ の種類のこと を競争しても 上手くいか ない
ので、一致協力・ 協働したほう が良い、シー ズよりニーズ から考えたほ うが良い、 研究
は分析型になりが ちだが、物を 解決するとき には合成的に 考えた方が良 い。そのよ うな
２面性の中で、従 来型の研究に 対して、ＷＧ においてどの ようなスタン スで議論す るか
整理が必要。
○被害を減らすた めには、研究 成果だけでは なく、産官学 民の総力、 研究分野を超 えた総
力など、各々の場 所で皆の持つ 力を一つに集 めることが可 能な研究体制 や地域の力 など
があることが望ま しい。研究だ けで災害を減 らすと考え過 ぎず、研究の 要素を減災 のた
めにどのように変換するかという作業の接点を議論するのが良い。
○火山防災協議会 での活動を通 して、個人的 には科学研究 と防災ニー ズとの結びつ きにつ
いて体験したが、 これを組織的 に得るのは非 常に難しい。 先端研究を行 いたい若い 世代
に対してニーズをどう伝えるか、どのように誘導するか。
○同じ研究者でも 分野や扱って いるタイムス ケール違うと 、意見の一 致を見ない。 研究者
と行政ニーズのギャップ、学術分野間のギャップという２つのギャップ がある。
○噴火が起こると 、社会は火山 研究を応援し 、観測網を強 化しようと いう方向とな るが、
投資すべき観測資 源、研究資源 が継続的にな っていない。 噴火を予知す るという意 味で
は、噴火前の現象 を知ることが 非常に重要。 発生間隔の長 い現象に関し ては、継続 的に
研究を応援することを政府は考えてほしい。
○経済の力に押さ れて、渋谷・ 大手町・六本 木などで建物 が高層化さ れている。エ ンジニ
アも市民も耳触り の悪いことに 対して聞く耳 をもたないが 、こういうこ とをやめよ うと
言う必要がある。
○例えば、軟弱地 盤に杭を打つ ことで、建物 を建てるため の研究など 、研究者は危 ないこ
とを推進する研究 も実施してい る。既に実現 ・実装されて いることをス トップする には
どうしたら良いか考えている。
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○原子力発電の事 故はディザス ター・バイ・ デザインその もの。基準 ・論文等に一 言、津
波が危ないと記載 したら、注意 喚起したこと になるという ものではない 。よりシビ アに
やりとりすることが必要。
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