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防災科学技術について

和達 清夫

国立防災科学技術センタ ーとし、う名前の機関が今年4月l日に発足して，

防災科学技術の研究展開に新しい要素を加えることになった。この機関は科

学技術庁に属していて，防災科学技術の振興を図ることを日的としている。

そして，具体的の業務（土次のようにきめられてし、る。

l. 多額の経費を要する試験研究施設設備を設置して関係行政機関の共用

l二供すること。

2 職員を派遣して関係行政機関の試験研究に協力すること。

3 総合的試験研究等を実施すること。

4. 総合的試験研究等を効率的かつ計画的に推進するための基礎的な調査

を行なう こと。

5. 内外の資料を整備して提供すること。

6. 技術相談，ならびに委託に応じ総合的試験研究等を実施するほか研究

者，技術者の養成訓練を行なうこと。

現在は発足当初であるため， まだ職員はわずかであり，これらの業務をい

っせし に始めることは困難て事ある。したがっ て，当面はどのような考え方の

もとに，どこから手をつけ業務を発展させあかを検討し，できることから仕

事をすすめている段階である。このために各方面の研究者に参集を願し、，あ

るいは訪問してセンタ ーの業務に関するご意見をうかがってきた。

このたび，本センターの設立と関連して防災科去についての寄稿のご依頼

をうけたので，今日 までのセンターの業務運官につレて各方面と意見交換を

行な l＂ 考えられること会基とし，特に，水害を主におし、て防災科学に関す

る断片的感怨を述べあこととする。

＊ 
＊＊  

防災科学技術とし、 う言葉は耳新しし 、が 設置法では次のようにきめられて



2 

いる。

「天災地変その他山然、現象により生じる災害を未然；こ防止し，これらの災

害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ，およびこれらの災害を復旧す

ること に関する科学校術」

この表現から，

( l) 災害を未然；こ防止する こと

( 2) 被害の拡大を防ぐこと

( 3) 災害を復旧すあこと

の3つの仕事があるわけであるc

災害を未然に防止するのに一番よし、のは，原因そのものに取り組むこと で

ある。自然現象が原因ならばその自然現象が起ら亡ζL、ようにすればよし、。た

とえば，台風；こつL、ていえば，台風が発生しないようにする こと， 発生して

も発達しないよう にすること，台風の進路を変えるミと，等がこれに当る。

現在では3 まだ地震の発生を止めようということはできないが，気象の方

は部分的にせよ，人為的に変える こと の可能性が種々考えられるので，その

方面の議論は少なくなし、。

ここで自然現象の人工調節について考えなければならないこと は，原則と

して自然を人工的に大きく変えれば，目的の現象だけでなく，その影響が他

のことにおよぶこと である。 このよう な影響は，前もってよく考えなければ

ならない問題で，今日すでに行なわれている農業，工業などの大きな変革が

意外にいろいろな方面にその影響をおよぽし，多く の場合それはありがたく

ない影響であることを恕起すべきである。

災害防止の理想はこの原因除去にあり 3 現在の科学者もこの方面に関心を

持ち，ょうやく実用化を 目指す研究が進められつつあるが，何といっても，

自然の舞台は大きいため実験がむずかしレこ と， また経済的の問題も考えね

ばならなレから，その研究も結についたとし、う表現が適当であろう 。ただし

人工降雨や局地気象に対する人工調節やまた為る地域の気候調節などは，す

でに実際的計画がたてられ，また科学的の成果をあげている部面もある。

自然現象は現在まだこれを止めたり， またその勢力を減殺すること fまでき

なレとしても，少な くとも，その起ること を事前に推知できれば，その猛威

に対して防災の応急対策を行なうことができ，ことに緊急な場合に避難など
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の処置によって少なくとも人命の安全を図ることができるc 現象の予知の問

題は自然科学の本領であり，学者によって3 従来から最も力を注がれてきた

が，それはまた一般からもその進歩が大いに期待されているところである。

さて，予知の実際であるが，今日の予知のうち最も正確なものは天体の運

行：こ闘するものであろう。日の出， 日の入りの時刻，太陽の高度，日蝕，潮

汐の午満，そして春夏秋冬の季節などはこれであって，これらは一般に予知

としづ言葉で表現されてし、ないくらいである。普通予知といわれるものには

不確実性を含むのであって，その不確実性は，

( l ) 現象がこれを数式で表現するのにあまりに複雑なこと

( 2) 必要な観測資料が十分得難いこと

( 3) 計算：こ時聞を要すること にの点は現代の計算機によって次第に解消さ

れつつあるが）

などの原因からきてし、るc これらは，今後の科学の発達によって，次第に克

服されて，正確迅速な予知が行なわれるであろうことが期待されている。

現在，気象や水の問題は予知の方法が数理的になってきて，音のように経

験ある科学者の直観的判断にたよるとし、ぅ面は次第に少なくなり，客観的方

法となりつつあるっただし，それも広範囲の大勢を予知することが第一歩と

して予をつけられてきているので，各局地の複雑さをとり入れるになまだ日

が遠い憾みがある。現在実地に応用される詳しし、予報というものは，こうし、

うわけから，どうしてもまだかなり直観的判断を必要としていることは止む

をえないといえよう。しかし，あくまでも予報t主客観的方法で行なわれなけ

ればならないという原則に向かつて進むべきである。

自然現象の予報には，天気予報をはじめ，特殊の台風，大雨，大雪，高

j札晩霜などの注意報，警報や長期の天候予想などいわゆる気象に関するも

ののほか，洪水予報や火災警報や津技警報や電波警報などいろいろのものが

ある。そして，スモック注意報や地とり注意報などもでるであろうし，将来

には地震予知情報もでるようになることが期待される。

これらはそれぞれ研究の進展から， rJIJ述の（ 3）条項の克服によって得ら

れるものであるが，この中でも現象の機構の解明とともに，特に十分なる観

測値を得ることが大切であることを強調したい。

一般に予知は，可能といっても精度に限界がある。精度はもちろん科学の
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進歩と施設の整備とによって高くなっていくであろうが，それにしても絶対

にこれに頼れるわけにはL、かなL、。常に予報以上の防災準備が安全のために

大切であろう 。それより大切なこと は， 予報で防ぎうる災害は応急措置によ

るものだけである。根本的に災害を防ぐものは防災の恒久施設である。これ

を不十分にしておいては，いかに正確な予報がだされても災害は依然として

絶えることがないで、あろう。

さて，恒久対策の問題である。まず個々の家についてもいわれることで，

これが台風にも地震にも火事にも，一通りの防災的の安全性を持って建てら

れていればよいが，実際にはなかなかそうではなし、。それよりも大切な問題

は都会のように密集して家がある場合には，その集団としての防災施設が肝

要である。これは都市計画の問題であり，都市防災である。都市だけでなく

地域についても同じことがし、える。

こうした防災施設については，その大宗は公共土木施設であるが，常に問

題になるのは設計条件についてである。 すなわち自然現象との関係において

し、かなる設計がなされるかということで、ある。

さて，防災施設の対象として白然現象を数量的に表現する際，過去何年間

かの観測値を整理して，一つの統計的分布を仮定するのは自然科学の手法で

ある。しかしこのようにして，仮定した分布が実際に合うかどうかは検証す

ることが必要である。かかる検証手段を持たない記述は法則まで高めること

ができない。実際に多くの場合扱われるのはきわめて異常な自然現象が起る’

状態の記述方式であるから検証はなおむずかしい。科学的にこのような困難

があるにもかかわらず，現実に施工するには，ある値を設計条件として採択

しなければならなし、。それは厳薪：こし、 って科学的でないとして も，現在最長

判断と考えられるところによって，防災施設を設計することになる。最近：主

計画とし、う概念がしばしば使われるようになったが，設計条｛lの採択は計画

の分野である。計画がどれだけ科学的になされるように進展するか，それは

今後の問題である。ただしこれは純粋の自然科学のみに関するものではない

かもしれなし、。

設計条件をきめる場合，その条件を起える自然現象が起らないときめてい

るわけではなL、。いつか（まそのような特別異常が起るかもしれなし、。厳密に

レえば施設は極端な異常現象に対処する役剖を持っていないc したがってそ
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のような時のこと，すなわち このような非常事態における施設そのもののこ

とも，第2段の防災の構えのことも，その他関係することすべてにわたって

よく考えておくべきである。

伊勢湾台風の例でし、ぇ：ま第2線堤，第3線j是の意味もこれである。そして

一般には，設計条件全超える事態の発生を予知して避難すること，さらには

広誌の救助活動が対処方法として大切である。これらすべてにわたって手段

の一つ一つには自然科学や技術の進歩が取り入れられるであろうが，災害防

止や救助全体の体系は自然科学や技術だけから成り立っているのではない。

災害を復旧することは大きく分けて，応急的なものと恒久的なものとにな

ろう。応急的なものに広義の救助活動に含まれるが，恒久的な方は，むしろ

振出しに戻って災害を未然に防止することである。その時の科学や技術の最

善なっく して復旧計画を立てるべきであるが，これについては，もちろん恒

久的復旧とは以前の施設の状態に再還することでなく，その時の被災に徴し

て新しく改良された恒久的防災施設を整備すべきであり，その基本概念は前

？こ述べた通り である。

〉ド
ネ水

自然科学はその法則という形で自然を表現し，法則に基づき予知が可能と

なり実践に移される。そして予知や実践を通じて法則の価値が高められる。

このような繰返しを着実に行なうことが，一般に科学的方法でもそうである

ようにきわめて大切である。そうでなければ，いつまでもそれら仮設はその

ままであり，いくつか対立仮設がある場合には，どの仮設が妥当であるかを

きめる ことができなし、。繰返しにより発展できる方法で，表現されるものが

科学の対象たりうる。当然のことであるが，数学や自然科学の言葉で語られ

ているだけでは，防災科学としての価値はほとんどないといえよう。

技術もそれ自身で繰返しの子段を持っている。ある物を造って使ってみれ

ばし、ろいろなことがわかり，その知識は次の物全造る時に役立つ。その点で

は繰返しの早くできる音llFうほど検証がしぞすし、。

防災施設，特に土木施設を造る技術には，二重の意味で繰返しの困難があ

る。一つは繰返しの間隔が長いことである。時がたてば施設そのものも竣工

時と同じ丈夫さであるというわけにし、かない。もう一つは施設に対する自然

の働きかけが施設のなかった時と違ってくることである。一般にはこの種の
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相互作用を考えなくてもよい場合もあろうが，防災に関する物を造る技術で

はこのことは本質的の条件である。したがって，竣工後かなりの年月がたっ

てから設計条件に近しvあるし、は超える自然現象が起った時に得られた知識

を，技術に還元するのはなかなかむずかしし、。しかも，このような知識は特

定の範囲の技術者，すなわち施設を造った技術者のグループに還元されるよ

うな慣習になっているように思われる。一般に科学でも技術でも，それぞれ

が，専門に分かれて得られた知識を還元吸収するような仕組みになっている

が，科学の方が技術よりは広い範囲に還元される傾向があるので，比較的共

通の話題になりやすし、。したがって国際交流も自然である。一例であるが，

科学の法則t土一般に特許権の対象にならない。技術の研究は一般論として基

礎的共通的になりにくレ上に，自然現象を相手とする技術は別絡のむずかし

さをf持っているよう tこ思われる。

* 木本

技術の基礎は自然科学に支えられL，自然科学の観測実験手段や解析機械は

技術に支えられている。強烈な自然現象を観測しようとする場合，測器その

ものが十分それに耐えうる必要があるが，そこには3 どれだけの強さまで測

れるようにするかとしづ設計基準の問題がある。 何分にも極端に激しい現象

はまだ測った経験のなレことが多いから，厳密な意味では自然科学的の判断

ができにくいのであるが，防災科学においてはこの点も重要な問題でみる。

防災，科学，技術，研究，どの言葉を最初にとっても， それぞれに考えは

発展していき， したがって多くの組合せ方が考えられる。行政的あるいは政

治的lこは，これらの組合せ方のうちどれをとるかが問題であろう。しかし，

それはとにかくとして筆者が思うことは，自然の猛威そのものは防げなレと

しても，それから起る災害は防止軽減できるのである。したがって少なくと

も防災科学技術のためには国家がもっと投資をしても，それだけの甲斐があ

るということである。日本はたしかに外国の先進国なみに，いや部分的には

それ以上に防災に関しては精神的にも物質的にも力を入れてし、ると思 う。し

かし，日本が災害国といわれ，年々これだけの災害を受けている現実を思え

ば，防災科学技術のいま一層の推進を図る ことは当然であり，またそれだけ

に本防災センタ ーの責務の重大なことを感ずるのである。

（国立防災科学技術センタ一所長 理博）
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