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１．はじめに 
 河川研究室では今年度、河川防災技術の開発に関する
研究を行っており、その中で「災害情報コミュニケーシ
ョンに関する調査研究」をテーマの 1 つとしている。こ
れは自然災害時の情報及びその伝達の視点から災害被害
の軽減、危機管理を検討するものであり、有珠山噴火や
東海豪雨等の情報とその伝達について研究を進めている
ところである。 
 こうした中、2001年 6月 18日より 20日まで米国カリ
フォルニア州サクラメントにおいて「カリフォルニア州
減災のためのカンファレンス（ Disaster Resistant 
California）」が開催された。この会議の主旨は、カリフォ
ルニア州内の政府、自治体及び民間が連携して災害時の
被害軽減について議論するものである。今回は日米の合
同セッションを開くこととなり、防災に関する日本の
学・民・官の実務者も参加することとなった。日本側は
国土交通省北海道開発局から熊谷防災対策室長、今河川
情報管理官、当研究所からは河川研究室の井出、横山の 2
名が参加した。その他、内閣府、気象庁、学識経験者、
コンサルタント等からも参加者があった。 
また会議の後、カリフォルニア州及びフロリダ州の防
災機関を訪問し、米国での災害時における情報の役割に
ついて現場を視察する機会を得た。 
 
２．今回の行程及び参加者について 
 米国での災害情報調査に関する主な行程を表-1に示す。 
 

表－1 米国視察の主な行程 
日程 視察箇所 内容 
18～20日 カリフォルニア州サ

クラメント 
減災に関する会議 

21日 カリフォルニア州サ
クラメント 

カリフォルニア州政
府の防災機関視察 

22日 カリフォルニア州サ
ンノゼ 

市の防災機関視察 

27日 フロリダ州 
タラハシー郊外 

フロリダ沿岸の家屋
のハリケーン対策 

28日 フロリダ州 
タラハシー 

米国気象庁及びフロ
リダ州の防災機関視
察 

 
３．会議の概要 
会議は州都サクラメントのシェラトンホテルで開催さ
れた。会議は年 1 回行われ、カリフォルニア州政府、連
邦政府、州内の郡・地方自治体の防災機関、民間団体、
企業等の防災担当の責任者が集まり、災害時の連携、災
害被害の軽減について議論を行っている。今年は従来の
会議に加え、減災に関する国際セッションとして日本の
防災に関する基調講演、プレゼンテーション及び議論が
行われることとなった。カリフォルニア州政府防災会議
実行委員会の日米メンバーは次のとおりである。 
米国側委員： 
ポール・ジャックス氏（カリフォルニア州緊急事態局
（OES）防災支援副局長） 
グナ・セルバドゥレイ氏（カリフォルニア州立大学サン
ノゼ校教授） 
日本側委員： 
河田恵昭氏（京都大学防災研究所 巨大災害研究センタ
ー長、教授） 
川端信正氏（（財）静岡総合研究機構 防災情報研究所研
究員） 
松尾一郎氏（日本災害情報学会事務局 東京支部長） 
日本側は主として地震を中心としたわが国の自然災害
の被害実態、災害観測網及び被害後の対応改善について
説明した。主な内容と講演者は次のとおりである。 
・水害等の自然災害時の情報に関する問題点の提起及
び阪神淡路大震災メモリアルセンターの紹介（京大防災
研、河田教授） 
・津波・高潮による過去の被災事例紹介と被害軽減策
について（京大防災研、河田教授） 
・災害時における近年の政府の対応について（内閣府、
北里審議官） 
・政府の災害情報システム（内閣府、井上参事官補佐） 
・地震データの収集と津波予測について（気象庁、西
出地震情報企画官） 
・2000年東海豪雨時の災害情報に関する問題点分析と
被害軽減策について（災害情報学会、松尾氏） 
・パネルディスカッション「静岡県の企業の防災対



策」：（富士常葉大学、井野教授） 
また会議では、カリフォルニア州での防災・減災につ
いてテーマ別に様々なセッションが行われた。主な内容
は次のとおりである。 
・被害軽減のための政府による解決策に向けてのプレゼ
ンテーション 
・シリコンバレーでの災害低減のための協力について 
・GIS システムによるマッピングと災害による損害推定
のモデリングについて 
・災害被害の低減法について 
・カリフォルニア州の災害対策を構築するための役割に
ついて 
・災害対策共同体の将来の構築について 
また会場内にはカリフォルニア州の主要な自然災害で
ある地震、洪水、野火に関する展示会場が設けられてい
た。ブースでの展示テーマは災害の原因、被害の実態や
その原因、被害軽減策に関するものなど幅広い。政府、
郡、市をはじめ、USGS（米国地質調査局）も数多くの調
査結果をパネルで展示していた。また市販されている防
災用具の展示や使用方法の説明も行われており、防災グ
ッズとして非常用ペンライト、ガス元栓締め用バルブな
どが会議参加者に配布された。これらの中には地震時の
家具固定金具など日本で馴染みのものもあった。また同
封されたパンフレットには災害時の心得や受けられるサ
ービス及び手続きが詳細に書かれていた。 
この会議を通しての印象であるが、議題は他の機関と
の連携、防災システムの構築に関するテーマが多かった。
会議では、連邦政府、州政府、郡・市など自治体の防災
機関に民間企業も加わり，各課題について議論していた。
わが国では阪神大震災後、様々な防災面の見直しが行わ
れているが、行政側の取り組みが大きく取り上げられる
のに比べ、民間の存在感が小さいという印象がある。無
論、日本と米国では国情の違いがあるので、単純に比較
することはできない。しかし米国の災害に関する取り組
みにおいて、民間企業が大きな役割を果たしていること
を実感した。 
 
４．カリフォルニア州の防災機関とその取り組み 
会議後、グナ・セルバドゥレイ教授と会議に参加した

日本側のメンバーで、カリフォルニア州内の防災機関を
視察した。今回訪問したのは次の 4機関である。 
・DWR（California Department of Water Resources ：カリ

フォルニア州水資源局） 
・OES（Governor’s Office of Emergency Service：カリフ

ォルニア州緊急事態業務局） 

・サンノゼ市災害対策本部 
・パロアルト市緊急指令センター 
視察の目的は、州政府の防災に関する取り組みを知る

とともに州と地方自治体、その他の機関との連携を調査
することである。 
 
４．１ DWRについて 

DWR は1956年に設立されたカリフォルニア州の水資源
開発を担う機関である。ここでは、州の水利用計画の調査
立案、農業用水・都市用水の供給、ダムの設計・維持管
理、洪水対策、水環境の保全、水利用に関する教育・啓
蒙などを行っている。 

DWR は州内の水害に備え、以下の業務を行っている。
(1)州の危機管理策を立案するOES（州緊急事態業務局）
に必要な情報提供を行う。 
(2)郡・市等地方自治体の洪水時の危機管理計画に関する
様々な助言をする。 

写真-1 会議場の様子（休憩時間） 

写真-2 水害のパネル展示ブース 



(3)洪水防護のための様々な施設を建設、維持管理を行う。 
(4)降雨予測、洪水の情報収集、自治体及び市民への水害
情報提供を行う。 
(5)被災地支援のための技術要員を派遣する。 
また DWR は、河川、ダム、積雪高などの水理・水文
データについて一般市民に24時間体制で情報を提供して
いる。電話では担当者との直接通話以外にフリーダイヤ
ルによる自動応答サービスがあり、データが 1日 1回更
新されている。カリフォルニア州での洪水発生時期であ
る10月中旬から5月中旬は特に重点的に更新されている。
1996 年にはホームページ(http://cdec.water.ca.gov/)が開設
され、誰でも最新情報を常時入手可能になった。これは
インターネットが早くから普及した米国ならではである
が、防災情報をいち早く住民に提供して活用してもらい
たいという姿勢を強く感じた。日本でも国土交通省がホ
ームページ上で「川の防災情報（http://www.river.go.jp）」
を開設しており、河川研究室も洪水観測時に利用してい
る。インターネットや携帯端末による河川情報の提供が
防災に果たす役割について、今後の研究を行う上で重要
な知見を得ることができる視察であった。 
 
４．２ OESについて 
続いて OESを訪問した。OESは 1950年に設立（当時
の名称は州民間防衛局、70年に現在の名称となる）され、
州内の自然災害、人為的災害等様々な緊急事態に対応・
調整を行う、いわば FEMA（連邦危機管理庁）のカリフ
ォルニア州政府版というべき部門である。OES は州内の
各地方に支所を持っており、警戒センターでは 24時間体
制で緊急事態の対応に備えている。OES の災害時の主な
業務を以下にあげる。 
(1)州政府の関係各機関（ハイウェーパトロール、森林保
護・防火局、州兵、運輸局、保険業務局、社会事業局な
ど）と連携して災害対応にあたる 
(2)被災地への災害時緊急機材提供を行う 
(3)被災地方政府が被害評価を行い、連邦・州の援助金及
び貸付金を受給するのを援助する 
(4)個人が連邦、州、地方政府及び米国赤十字等から援助
を受ける際、州や連邦政府機関の調整を行う 
その他、災害に備えて次のような活動を行う。 

(1)住民への防災キャンペーン 
(2)州の緊急時における減災計画の作成 
(3)災害時における様々なマニュアルの整備及び各地方へ
の訓練の実施。 

OESでは災害時における州、地方、対象地域、郡・市、
現場でのそれぞれの活動と連携について定めた標準マニ

ュアルとして、SEMS(Standardized Emergency Management 
System：標準緊急事態管理システム)を作成している。
SEMS作成の主な目的は次の 3点である。 
・災害時の情報コミュニケーションや資材、機材、人
材提供をスムーズに行う 
・共通の用語、基準を用いることにより、異なる機関、
部門の連携を円滑にする 
・できる限り早く災害対応システムを構築し、災害現
場へ対応する 

SEMS の大きな特徴の１つは、用語や基準を統一した
マニュアルに基づいて州内の各機関が行動することであ
る。このことにより、被災地の応援に SEMSの訓練を受
けた組織が応援に来れば、被災地以外（例えば隣の市）
の組織でもマニュアルに従い直ちに救援活動に参加する
ことが可能になる。これは、時間とコストの縮減になり、
被害の軽減ならびに効果的な災害援助につながる。 

写真-3 DWRの建物（サクラメント） 

写真-4 OESの担当者による説明の様子 

http://cdec.water.ca.gov/
http://www.river.go.jp/


 その後建設中のOES新庁舎（今年中に完成予定）を見
学した。新しいビルでは、現在各所に場所に散らばって
ある建物を統合できるとのことであった。建設中の部屋
を見たが、個人スペースはパーティションに区切られる
予定であり、しかも日本と比べ 2～3倍広かった。少しば
かりアメリカ人のオフィス環境をうらやましく思いつつ、
OESでの視察を終了した。 

 
４．３ サンノゼ及びパロアルトの防災について 
続いて市レベルの防災について視察した。サンノゼ市
防災局では市の防災責任者であるFrances Winslow氏から、
災害時の対応マニュアルについて説明を受けた。USGS
（米国地質調査局）は今後 30年以内に 70％の確率で、カ
リフォルニア州沿岸で M6.7 以上の地震が発生すること
を予測している。またサンノゼ市では防災担当職員全員
が、先述したOESが作成した SEMSに基づいた講義と演
習を受けている。さらに独自に「San Jose Prepared（サン
ノゼ、準備せよ）」プログラムを策定し、地震に対する個
人及び近隣住民の共同組織での準備を呼びかけている。
このプログラムでは一般市民を対象にした災害への備え
や被災時の行動についての講習である CERT(Community 
Emergency Response Training)を毎週実施しており、次の４
つの項目から成り立っている。 

(1)家庭での準備と近所での組織 
(2)消火と家庭内の危険物取扱い 
(3)災害時の医療と災害心理 
(4)簡単な点検、救援と損害評価 
その他アマチュア無線による災害時の情報ネットワー
ク構築など、多様な活動が行われている。 
米国では様々な民族が混在しているのがごく普通であ
り、サンノゼにも英語を母国語としない人（スペイン語、
中国語、韓国語、ベトナム語等）が多く住んでいる。ま
たサンノゼはシリコンバレーの中心都市であり、外国人
ビジネスマンや観光客も多く訪れる。このような事情を
考慮し、消防・救急・警察への緊急連絡である 911番（日
本の 110番、119番に相当）では英語以外の様々な言語に
も対応するために、留学生ボランティアをはじめとした
各国語の通訳を配置している。（担当者は「もちろん日本
語にも対応しています」と胸を張っていた。） 
パロアルト市では緊急指令センターと消防署を視察し
た。この緊急センターでは災害時における市の指令セン
ターになるとともに、通常業務で 911 番の電話を担当し
ている。センターには災害時に全ての家に一斉に電話を
かけることができるシステムもあった（これはパロアル
トが人口約 6 万人と小規模な都市であるため可能なシス

テムであると説明を受けた）。911番の指令センターには
消防・救急担当と、警察担当のオペレータが同じ部屋の
中で勤務している。かかってきた緊急電話は消防・救急
担当と警察担当に直ちに分けられるとのことであった。 
その後パロアルト市消防署に移動した。敷地内にはト
ラック用のコンテナが 2 両置いてあった。コンテナ内部
は災害時に直ちに必要となる資材（ロープ、工具、発電
機など）が入っている。日本でもこのような防災用の機
材はよく倉庫に備蓄してある。倉庫ではなくコンテナに
した理由についてたずねたところ、「コンテナはトラッ
クで簡単に移動できるので必要箇所にすばやく運搬でき
効率的な上、火災等の危険が迫ってもコンテナなら機材
を安全な箇所に避難することができる。」との答えだった。
このようなコンテナを倉庫代わりにしている点は非常に
興味深かった。 
  

写真-6 災害時用コンテナ内部の備品 

写真-5 サンノゼ市防災局での説明の様子 



今回訪問したカリフォルニア州は、1994年のノースリ
ッジなど、米国でも地震が多い地方である。そのため、
地震に対する備えは他州に比べ進んでいると考えられる。
またサンノゼ市のような市民の訓練まで含めた防災体制
が、米国の他の都市で備えられているかはわからない。
しかし、住民、市、州など様々なレベルで「隣人の被害
は隣人で救援する」という防災に対する基本姿勢を強く
感じ取れた視察であった。 
 
６．メキシコ湾沿岸の家屋 
 カリフォルニア州での会議及び視察終了後、井出と横
山でフロリダの州都タラハシーに向かい、フロリダ州立
大学のマーク・シュメックリー助教授と合流した。シュ
メックリー助教授は 1997年から 99年まで科学技術庁の
フェローシップにより開発土木研究所で研究を行ってい
る。今回の調査ではフロリダ州内でのコンタクトパーソ
ン兼通訳としていろいろと協力していただいた。 
まずタラハシーから南下して、メキシコ湾岸へと向か
った。この付近は海沿いのリゾート地として、多くの別
荘や退職者の住居がある地域であるとともに、ハリケー
ンが頻繁に襲来する地域でもある。写真-7 は砂嘴である
島上に建てられた家屋である。この島は平坦な上に細長
い形をしており、広いところでも幅 1km 程度しかない。
大規模なハリケーンが来るたびに島の先端部は高波に侵
食されるため、地図には「島の形が変化している可能性
があります」と書いてあった。この地域では海岸沿いの
すべての家はハリケーンによる高潮・高波対策のため、1
階部分はピロティ―構造でガレージとして利用しており、
住居は 2 階以上である。これはハリケーン襲来で危険が
予測される場合、住民は安全な地域に事前に避難し、浸
水しない2階以上を高波から防護するという考えである。
このような住宅を見るだけでも、ハリケーンの猛威を想
像するには十分な光景だった。 
 
７．フロリダ州の防災機関 
 フロリダ州の災害はハリケーンにより特徴付けられ、
防災には気象予報が大きな役割を占めると考えられる。
そこでタラハシー市内では、次の 2 つの防災機関を視察
することにした。 
・NWS (National Weather Service) Tallahassee Office（米
国気象庁タラハシー気象台） 
・EOC（State Emergency Operations Center：フロリダ州
緊急事態センター） 
 
７．１ NWSタラハシー気象台について 

まずタラハシー空港内にあるNWSを訪れた。NWSは
全米各地に気象台があり、フロリダ州内にもタラハシー
以外にマイアミ等 5 箇所の気象台がある。タラハシー気
象台ではフロリダ、ジョージア、アラバマの 3 州にまた
がる部分を管轄している。 
気象観測を行い、天気予報ならびに気象や災害に関す
る注意報、警報を出すのは日本と同じである。NWSの関
連業務の 1 つに、これらの気象情報や関連情報をコンピ
ュータ音声によるラジオ自動放送により全米に24時間提
供している「NOAA Weather Radio」がある。この専用放
送は一般のAM／FMラジオとは異なる専用の7周波数で
放送されており、市販の専用ラジオで簡単に受信できる。
ラジオは機能により値段は異なるが、最も安いものなら
20米ドル台で買える。またコンピュータによる自動放送
のため、時々刻々変化する気象情報を昼夜問わずリアル
タイムで入手できる。タラハシーをはじめとしたフロリ
ダ州は、ハリケーンの常襲地帯であり、多くの被害を出
している。実際に多くの市民がNOAA Weather Radioの情
報をもとにハリケーン等自然災害への対策を行っている。 
 
７．２ EOCについて 

EOCはカリフォルニア州でのOESと同様、緊急時に州
内外の関係各機関と連携して災害対応を指揮する州の行
政機関である。フロリダ州の災害対応は、カリフォルニ
ア州とほぼ同様である。災害時には、運輸、通信、食料・
水の供給をはじめとして計17種類の緊急サポートが州か
ら被災地に提供される。フロリダ州での災害の特徴の 1
つとして、ハリケーンによる被害がある。そのため、州
防災管理局のホームページ（http://www.floridadisaster.org/）
等でハリケーン対策を宣伝している。EOCには、各部門
のスタッフが一同に集まるオペレーティングルームをは
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じめとして、メディアルームなど一通りの設備が揃って
いる。ビル内の 1 室には、タラハシーの全てのラジオ・
テレビが放送不能になった場合に備えて、緊急のラジオ
放送が可能な設備があった。担当者の説明では、幸いに
も今まで一度も使用されていないとのことである。しか
しマスコミなどの情報源がすべてダウンするという、最
悪の事態まで対応を考慮しているのは非常に心強いもの
を感じた。また屋外には、災害時に備えて、コンテナタ
イプの衛星通信車が配置されていた。 
 
８．おわりに 
今回の防災機関や防災情報に関する視察を通して、防
災用の機材、設備及び自然災害に対する学術調査に関し
ては日米間の差は感じなかった。一方、カリフォルニア
州の SEMSに示されるように、米国の災害時対応マニュ
アルはよく整備されているとの感想を持った。特に関連

機関との連携体制は、日本に比べ進んでいる印象を受け
た。日常から緊急時の体制を準備し、用語や様々な規格
を統一し、災害時の行動を規定しておくことは、異なる
組織間で円滑かつ正確な情報コミュニケーションを行う
ことができ、他の機関も迅速に救援参加が可能となる。
単に「マニュアル」というと、型通りで硬直していると
いうマイナスイメージが浮かびがちである。しかしここ
でいうマニュアルはそういう意味のものではなく、共通
の基盤を準備するための道具と考えられるものである。 
また米国の防災機関といえば、合衆国政府の機関であ
る連邦危機管理庁（FEMA）が有名である。しかし今回
の視察では、州、市の各レベルでそれぞれ、災害時の役
割に応じた危機管理体制をとっている現状をみることが
できた。わが国でも災害時における隣接自治体や警察、
消防、自衛隊など他機関との連携については様々な議論
が起こっている。今後の防災機関間の連携・協力を考え
る上で、米国の連携体制は参考にする点が多いと考える。 
 最後に「百聞は一見に如かず」というが、米国の防災
機関で担当者の声を直接聞くことができ、非常にいい経
験をできたと実感している。今回の出張で得たものを今
後の研究業務に役立てていきたい。 
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ルバドゥレイ教授は、会議の実行委員会、カリフォルニ
ア州内視察のコーディネート役に加え、各訪問先では流
暢な日本語でわれわれに説明して下さいました。マー
ク・シュメックリー助教授は、フロリダ州内の各機関で
のアポイントメントをとっていただいた上に、多忙な中
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参考 
今回視察した米国内の各機関の URL を以下に掲載す
る（英語）。 

(1)カリフォルニア州政府 
水資源局（DWR）： 
http;//www.water.ca.gov/ 
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緊急事態業務局（OES）： 
http://www.oes.ca.gov/ 
(2)カリフォルニア州内地方自治体 
サンノゼ市災害対策本部： 
http://www.ci.san-jose.ca.us/oes/oes.htm 
パロアルト市緊急センター： 
http://www.city.palo-alto.ca.us/support/links/pages/Emerg

ency_Management/ 

(3)フロリダ州政府 
緊急事態センター（EOC）： 
http://www.dca.state.fl.us/eoc/ 
(4)連邦政府 
米国気象庁（NWS）： 
http://www.nws.noaa.gov/ 
NWSタラハシー気象台： 
http://www.srh.noaa.gov/tlh/ 
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