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発刊にあたって

岩手大学地域防災研究センターは、東日本大震災から１年を経て2012年４月より、工学部附属
組織から全学組織になりました。現在、専任教員、兼務教員、客員教員、さらに技術系職員等が
参画し、地域防災や東日本大震災からの復興に資する研究・教育を進めています。
当センターの特徴は、その名前の示す通り、地域防災に焦点を当てていることにあります。津
波、火山、地震、洪水など、災害は発生から復旧・復興まで、場に強く依存する性質を有してお
り、岩手や東北という地域特性に根ざした防災研究・教育に取り組んでいます。
本年報は、地域防災研究センターの教員が平成26年度におこなった活動を、教員ごとに取りま
とめ、その中で特に重要な事項に関する参考資料を掲載したものです。また、センターとして実
施した事業についても、取りまとめました。ご一読の上、皆様の地域の安全・安心や地域再生に
役立て頂くと共に、当センターとの協働に関心を持って頂けましたら、是非ご一報いただければ
と思います。
当センターの設立の趣旨は、地域の住民の皆様を始め、行政、産業界、他大学などと連携し、
地域に最もふさわしい防災、最も望ましい地域再生を推進することです。設立趣旨をご理解いた
だき、今後ともご支援、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

岩手大学地域防災研究センター長
南

正

昭
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地域防災研究センターについて

岩手大学は、平成24年４月１日に地域防災研究センターを設置しました。
地域防災研究センターは、前身の工学部附属地域防災研究センターを強化・拡充し、岩手県及びその周辺
をフィールドに自然災害に関する調査研究及び資料収集を行い、地域の防災研究の拠点となることを目的に
設立された、文理融合の研究センターです。センターに自然災害解析部門、防災まちづくり部門、災害文化
部門の３部門を置き、様々な自然災害に対応した研究や活動を推進しています。

１．事業目的
①

三陸沿岸での安全・安心な地域づくり

②

災害文化の醸成・実践・継承

③

三陸モデルの発信

地域防災とは
既存の防災研究機関では、地震津波の規模及び発生確率の想定に向けた研究が行われ、防発対策の基
本方針の策定に大きく貢献してきました。
一方こうした「自然現象からみた防災」の観点での研究成果を踏まえ、地域ごとの具体的な防災計画
を策定するためには「地域住民から見た防災」、つまり地域防災の観点が必要です。
地域の地形、産業構造、歴史・文化などを考慮し、津波に災害に強い
くりと、地域固有の災害文化を醸成・実践・継承する

⑶

⑴

施設づくり

⑵

まちづ

ひとづくりを機能的に連携させたボトムア

ップ型防災システムが、ここで提案する地域防災です。

２．事業実施概要
●これまで岩手大学が実施してきた地域密着型の活動（防災体制構築への支援、防災教育など）をさらに
拡充し、東日本大震災による被災地の復興に向け、「施設づくり」「まちづくり」「ひとづくり」に貢献
●地域特性に応じた防災対策と、津波常襲地帯に暮らすための知恵である災害文化からなるボトムアップ
型防災システム（三陸モデル）を構築
●三陸モデルを、今後巨大地震の発生が危惧される東南海地域などへ展開
●岩手県が構想する「国際的防災研究拠点（案）」の中核機能として実施
●他大学、他研究機関と連携し、相互補完的な事業実施により効果的な成果を創出
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３．部門紹介
●自然解災害析部門
東日本大震災の地震・津波に対して、震度分布や海岸毎の津波遡上特性を解析して防災対策案を検討
しています。洪水・土砂災害、火山噴火など岩手県で起りうる自然災害を対象とした研究と地域防災力
の向上にむけた研究を推進しています。
⑴

重要公共施設・社会インフラの適正配置
東日本大震災の地震などの詳細震度調査をもとに、物理・地質探査により地域毎の揺れやすさを解
明し、地震動による構造物被害の解析を目指すほか、斜面の安定性評価を行っています。また、地下
構造探査、重力調査などにより、活断層の位置と規模の把握を行い、岩手県内活断層分布図を作成し
て重要施設の配置計画に資することを目指しています。

⑵

海岸保全施設（防波堤など）の適正配置
建物の津波被害特性と市街地での津波氾濫の把握、流体力に対する構造物の耐性評価をもとに津波
に強い町づくりを目指しています。

⑶

避難行動を含む地域防災力の向上
災害時の避難行動調査をもとに避難路などの最適化と地域防災力の向上策の検討や、三陸海岸の津

波履歴・地殻変動の研究、噴火史調査、洪水・土石流災害調査を行っています。

●防災まちづくり部門
東日本大震災の教訓を踏まえた災害に強いまちづくりに関する研究、ならびに復興まちづくりに関す
る研究を、ソフト・ハードの両面から進めていきます。そのために次の３つの分野を設けています。
⑴

地域計画分野
防災まちづくり、復興まちづくりに関する研究を、主にソフト面からアプローチする部門です。東
日本大震災に関しては、被災市町村・地域コミュニティにおける従前の防災体制を再検討し、その課
題整理を通じて、津波災害に強いまちづくりのあり方を明らかにします。

⑵

社会基盤分野
主にハード面からアプローチする分野です。東日本大震災では大津波によって多くの施設・構造物
が壊滅的な被害を受けました。それらの構造・配置上の問題点を解明し、津波災害に強い社会基盤の
設計と配置を研究します。

⑶

災害情報分野
情報面からアプローチする分野です。東日本大震災の直後、被災地内、および被災地と外部との情
報の断絶が、生存者の救出や安全確保、支援物資の供給等に深刻な影響を及ぼしました。災害時に真
に有効な災害情報システムの構築を目指した研究を進めます。

地域防災研究センターについて
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●災害文化部門
東日本大震災の教訓を踏まえた、学校教育・社会教育における防災教育の充実・強化を図ることによ
って、地域防災を担う人材を育成するとともに、災害文化の醸成および継承を目的に以下の活動を行い
ます。
⑴

学校教育・社会教育における防災教育の充実・強化
教育委員会、学校、地域と連携した教材づくりを行い、学校や地域で研究会や学習会を重ね、防災
担当の教諭や地域リーダーを育成し、学校や地域の実情に即した防災教育の充実・強化を図っていま
す。また、「実践的危機管理講座」や「防災・危機管理エキスパート育成講座」を開設することによ
り、地域防災を担う人材の育成に努めています。

⑵

災害文化の醸成と継承
自然災害に関する記録や伝承を収集し、その学習教材化（保存・展示等）に努める共に、科学的考
察を加えることで歴史・文化的な防災教育教材の充実を図り、先人の経験知からの学びを実現する活

動を行っています。なお、記録や伝承の収集、整理、体系化は相当に時間を要する取り組みであり、
地域（教育委員会、郷土史家、古老等）との連携・協力が大いに求められる活動となります。加え
て、歴史や文化を担当する研究者の参加・協力を確保することを目指しています。
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地域防災フォーラム
地域防災研究センターでは、自然災害や防災・減災あるいは被災地の復
興やまちづくりに関する各種取り組みから得られた知見を社会に還元する
ために、「地域防災フォーラム」を定期的に開催しています。

第８回地域防災フォーラム
「平成25年度活動報告会」
６月27日（金）、岩手大学復興祈念銀河ホール
において、第８回地域防災フォーラムが開催され
ました。今回は、平成25年度の成果報告会と講演
会が行われ、一般市民・学生など約70人の参加が
ありました。
第１部では、はじめに南センター長の挨拶があ
り、続けて、当センター客員教授の斎藤徳美先生
による、「３.11から３年余、復興の課題と未来像」
と題した講演が行われ、復興を担う私たちの未来
責任について貴重な示唆をいただきました。
第２部では、３部門（自然災害解析、防災まち
づくり、災害文化）の各部門長からの部門活動の
概要説明と担当教員による個別成果の発表があ
り、当センターの研究者によって、地域に根差し
た多角的な研究・活動が行われていることが紹介
されました。また、越谷副センター長から防災教
育教材の作成報告があり、当センターが防災教育
にも尽力していることが報告されました。
さらに、討論では、南センター長がコーディネータを務め、釜石市の若崎副市長や陸前高田市の市政アド
バイザーである村上清氏にも参加していただき、当センターの展望について貴重なご意見をいただきました。

日時：平成26年６月27日（金）

17：00～19：00

場所：岩手大学復興祈念銀河ホール

プログラム：
開会の挨拶
南

第１部

正昭（地域防災研究センター長、工学部教授）

講演

「３.11から３年余
齋藤
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復興の課題と未来像」

徳美（岩手大学地域防災研究センター客員教授・岩手大学名誉教授）
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第２部

報告・討論

「平成25年度活動報告と今後の展開」
コーディネータ：南

活動報告①

正昭（地域防災研究センター長、工学部教授）

自然災害解析部門報告

自然災害解析部門の概要紹介

土井

宣夫

部門長（地域防災研究センター、教育学部教授）

「2013年８月９日と９月16日の洪水における岩手県矢巾町と盛岡市玉山区の住民避難行動について」
松林由里子（地域防災研究センター、工学部助教）

活動報告②

防災まちづくり部門報告

防災まちづくり部門の概要紹介

松岡

勝実

部門長（地域防災研究センター、人文社会科学部教授）

「大槌町吉里吉里地区における地域自主防災計画策定支援に関するプロジェクトについて」
麥倉

活動報告③

哲（地域防災研究センター、教育学部教授）

災害文化部門報告

災害文化部門の概要紹介

越野

修三

部門長（地域防災研究センター教授）

「災害文化の醸成を確固たるものに～被災地の子ども達の力と多様な自然観をもとに」
山崎

友子（地域防災研究センター、教育学部教授）

防災教育教材の作成報告

越谷

信（地域防災研究センター副センター長、工学部准教授）

被災地の課題と展望について語る齋藤徳美客員教授

開会の挨拶をする南正昭センター長

土井宣夫部門長

松岡勝実部門長

越野修三部門長

越谷信副センター長による防災教育教材の作成報告
地域防災フォーラム
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第９回地域防災フォーラム
「未来への復興まちづくり～
岩手大学×神戸大学連携フォーラム～」
第９回地域防災フォーラムは、東日本大震災か
ら３年を経た被災地が抱える課題について、神戸
大学と連携し阪神淡路大震災からの復興の知見を
踏まえ、平成27年３月に開催される国連防災会議
を視野に入れつつ、未来志向の復興まちづくりに
ついて討議を行いました。岩手大学からは、復興
のまちづくりについてのこれまでの取り組みの紹
介に続き、実践的危機管理、人材育成、市民の意
思による自己実現のまちづくりについて研究発表
がなされました。神戸大学からは、地域特性を考
慮した持続的復興の問題点、災害の記憶を歴史上
切断しない重要性、復興の担い手に焦点を当てた
コミュニティ再生の意義について知見が示されま
した。70名の市民及び学生が集い、総合討論でも
活発な議論が交わされました。復興の過程におい
て課題は多くありますが、希望をつなぐ復興まち
づくりのために、参加者一同、地域や住民に寄り
添いながら活動を推進していく方向性を確認し、
閉会しました。

日時：平成26年８月３日（日）

10：00～13：00

場所：岩手大学復興祈念銀河ホール

プログラム：

開会あいさつ
越谷

第１部

信（地域防災研究センター副センター長、工学部准教授）

岩手大学

基調報告「地域防災研究センターのこれまでの活動と今後について」
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南

正昭（地域防災研究センター長、工学部教授）

報告「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり
－国連防災会議（陸前高田市分科会）の準備状況－」
村上

清（人文社会科学部客員教授、陸前高田市市政アドバイザー）

報告「防災危機管理のための人材育成について」
越野

第２部

修三（地域防災研究センター教授）

神戸大学

報告「大船渡赤崎地区におけるエンパワメント」
松岡

広路（人間発達環境学研究科教授）

報告「復興過程の大学の地域連携－阪神淡路での歴史分野からの示唆－」
奥村

弘（人文学研究科教授、地域連携推進室長）

報告「兵庫行動枠組みを生かすコミュニティ主体の地域復興－日本とアジアの制度比較－」
金子

由芳（国際協力研究科教授）

総合討論
ファシリテーター

報告

報告

松岡

勝実（岩手大学地域防災研究センター、人文社会科学部教授）

北後

明彦（神戸大学都市安全研究センター長教授）

村上清客員教授

報告

松岡広路教授

金子由芳教授

ファシリテーター

松岡勝実教授

報告

閉会挨拶

奥村弘教授

北後明彦教授

地域防災フォーラム

11

第10回地域防災フォーラム
「東日本大震災に関する調査研究報告
～岩手県における被災から現在まで～」
第10回フォーラムでは、2013年９月、東日本大
震災に関する土木学会東北支部学術合同調査委員
会により発行された調査報告書の中から、岩手県
を対象とした事例や最近の研究成果紹介に60名程
が聴講し、東日本大震災による被害状況および復
興過程についての理解を深めました。
菊地岩手県土木部長からは、岩手県沿岸被災地
域の被害状況、復興計画、復興状況、復興教育や
観光による復興に関する情報の紹介がありまし
た。山本准教授からは、東日本大震災当時の地震
動に関する話題と揺れやすさを探る手法や成果に
ついての研究報告がありました。小山田准教授
は、津波によるコンクリート構造物の破壊につい
ての状況説明・解説と震災瓦礫の有効利用の取り
組みについて報告しました。三宅准教授からは、
小規模漁村における地域の特徴や居住地・公共施
設等の移転先についての活動報告がありました。

日時：平成26年10月18日（日）

10：00～13：00

場所：岩手大学復興祈念銀河ホール

プログラム：

開会あいさつ
越谷

信（地域防災研究センター副センター長、工学部准教授）

講演
「震災から３年半、今被災地はどうなっているか」
菊地
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一彦（岩手県県北広域振興局土木部長）
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報告①
「平成23年東北地方太平洋沖地震の概要と高密度アンケート調査による岩手県南部の詳細震度分布」
山本

英和（地域防災研究センター、工学部准教授）

報告②
「岩手県における津波によるコンクリート構造物の被災事例とがれきの有効利用に関する調査」
小山田哲也（地域防災研究センター、工学部准教授）
報告③
「岩手県の小規模漁村における復興まちづくりの考え方」
三宅

諭（地域防災研究センター、農学部准教授）

閉会の挨拶
南

正昭（地域防災研究センター長、工学部教授）

講演

報告

菊地一彦部長

小山田哲也准教授

報告

報告

山本英和准教授

三宅諭准教授
地域防災フォーラム
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国連防災世界会議
国連防災世界会議は、国際的な防災戦略について議論する国連主催の会
議であり、第１回（1994年、於：横浜）、第２回（2005年、於：神
戸）の会議とも、日本で開催されています。
2015年３月14日～18日、仙台において、第３回国連防災世界会議が
開催されました。本体会議の他、近隣会場にて様々なシンポジウム、展
示、ツアーなどの関連イベントが開催され、述べ15万人が参加しました。
岩手大学地域防災研究センターは、会期中にパブリック・フォーラムを
開催し、またこれまでの取り組みを紹介した展示ブースを出展しました。

第11回地域防災フォーラム
（第３回国連防災世界会議プレイベント）
「3.11から学ぶ危機管理と災害対応」
３月13日（金）、岩手大学復興祈念銀河ホールにおいて、第３回国連防災世界会議・岩手大学主催パブリ
ックフォーラムの関連行事として第11回地域防災フォーラムが開催されました。今回のフォーラムには、一
般市民や学生約70人が集い、東日本大震災から５年目を迎え、３.11から学んだ教訓を今後の危機管理や災害
対応にどのようにつなげていくのか討議を行いました。第1部では、パネリストから、ジェンダー視点から
の危機管理や災害対応、災害医療人や防災に係る人材育成と組織間の相互連携、支援情報の共有のあり方に
ついて報告されました。第２部では、県や市の防災担当者や学校関係者など来場者からも貴重な意見をいた
だきながら、地域防災に関わる多様な人材の育成やその連携の重要性を確認いたしました。
また、フォーラムに先立ちプレ企画として、岩手大学地域防災研究センターの越野修三教授による「入
門・危機管理教室」が開催されました。参加者は、クロスロードゲームを通して、楽しみながら防災・危機
管理を学びました。

日時：平成27年３月13日（金）

14：00～16：30

場所：岩手大学復興祈念銀河ホール

プログラム：
総合司会

松岡

勝実（岩手大学地域防災研究センター、人文社会科学部教授）

開会挨拶
南

正昭（岩手大学地域防災研究センター長、工学部教授）

パネルディスカッション
コーディネータ

村上

清（元国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）人事研修部長）

パネリスト

堀

久美（岩手大学男女共同参画推進室）

眞瀬

智彦（岩手医科大学災害医学講座）

越野

修三（岩手大学地域防災研究センター）

南

正昭（岩手大学地域防災研究センター）

質疑応答・全体討論
閉会挨拶
越谷
16

信

（岩手大学地域防災研究センター副センター長、工学部准教授）
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報告

堀久美准教授

報告

越野修三教授

報告

報告

眞瀬智彦教授

南正昭センター長

国連防災世界会議

17

第３回国連防災世界会議 岩手大学パブリック・フォーラム
（第１２回岩手大学地域防災フォーラム）
「地域社会のレジリエンスとキャパシティ・ビルディング
－被災地での岩手大学の実践と検証－」
平成27年３月、仙台で開催された第３回国連防
災世界会議パブリック・フォーラム」において、
岩手大学主催のフォーラム「地域社会のレジリエ
ンスとキャパシティ・ビルディング－被災地での
岩手大学の実践と検証－」を開催しました。この
フォーラムでは、岩手大学が震災直後から行って
きた、被災地復興に向けた被災地と大学との協働
の歩みを紹介し、その取り組みに対して、外部
の有識者を交えて検証することを目的としてい
ます。
岩渕明学長による開会挨拶のあと、第１部で
は、復興支援活動の事例として、緊急対応、地域
コミュニティの再生、防災教育・研究、なりわい
再建の支援、防災・危機管理人材育成プログラム
の開発に関する実践活動の報告がありました。第
２部のパネルディスカッションでは、国連開発計
画（UNDP）の近藤哲生駐日代表、神戸大学都市
安全研究センターの北後明彦センター長、東北大
学災害科学国際研究所の奥村誠副所長を迎え、レジリエントな地域社会づくりについて意見を交換しま
した。
当日は125名の来場者があり、「岩手の復興教育」プログラムを受講した学生からの感想や、岩手県沿岸か
ら参加した地元住民による被災地の様子など、来場者からも活発な意見がありました。フォーラム参加者及
び来場者とともに被災地にある大学の役割について議論・共有する機会となり、岩手県の潜在力を活かした
取り組み、被災したコミュニティの再建、復興の現場における若者や女性の参画、多様なステークホルダー
の連携、市民がリーダーとなった持続可能な開発、地域を担う人材育成の重要性などが確認されました。最
後に、菅原悦子副学長の閉会挨拶で終了しました。
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日時：平成27年３月18日（水）

９：20～11：40

場所：東京エレクトロンホール宮城

601大会議室（仙台市青葉区国分町３－３－７）

プログラム：
総合司会

尾中夏美（国際連携室・教育推進機構准教授）

開会挨拶
岩手大学長

岩渕

明

実践活動報告
１）イントロダクション
南

緊急対応

正昭（地域防災研究センター長、工学部教授）

２）地域コミュニティの再生
広田

純一（農学部教授）

奥野

雅子（人文社会科学部准教授）

佐々木

誠（三陸復興推進機構特任准教授）

３）防災教育・研究
土屋

明広（教育学部准教授）

４）なりわい再建の支援
阿部

周一（三陸水産研究センター副センター長）

５）防災・危機管理人材育成プログラムの開発
越谷

信（地域防災研究センター副センター長、工学部准教授）

パネルディスカッション
モデレーター：松岡

勝実（人文社会科学部教授）

南

正昭（前掲）

近藤

哲生（国連開発計画（UNDP）駐日代表）

北後

明彦（神戸大学都市安全研究センター長）

奥村

誠（東北大学災害科学国際研究所副所長）

閉会挨拶
菅原

悦子（理事（地域連携・男女共同参画担当）・副学長）

※パネリストとして予定していたアーノルド・ホーウイット博士（ハーバード大学ケネディー政治大学院ア
ッシュセンター長、危機管理プログラム主任）は、御本人の急病のため来日を中止することとなりました。
そのことに伴い、プログラムからお名前を削除しております。
国連防災世界会議
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開会挨拶

実践活動報告

実践活動報告
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岩渕明 学長

総合司会

広田純一 教授

土屋明広 准教授
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実践活動報告

尾中夏美 准教授

実践活動報告

奥野雅子 准教授

阿部周一三陸水産研究センター副センター長

実践活動報告

閉会挨拶

越谷信 副センター長

菅原悦子 理事・副学長

会場の様子

登壇者集合写真

国連防災世界会議
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第３回国連防災世界会議での岩手大学展示ブース開設
第３回国連防災世界会議の会期中、岩手大学は、せんだいメディアテーク５階において各研究部門の活動
紹介を行いました。地域防災研究センターからは、地域防災フォーラム講演録や活動年報（平成24・25年）、
記念グッズを配布するとともに、研究成果のスライド・ビデオ紹介、防災教育関連グッズの展示、震災映像
資料の公開等を行いました。来場者対応は三陸復興推進機構・地域連携推進センター所属のメンバーや岩手
大学学生にも協力してもらい、岩手大学として幅広い活動紹介を行いました。
展示ブースに立ち寄った来場者は、国内外の教育・研究機関の方のみならず、家族連れや仕事帰りのビジ
ネスマン、小学校・中学生・高校生・大学生と大人から子供まで毎日100名を越え、興味を示した分野も防
災かるたや防災教育教材DVD、災害対応に関する人材育成、津波避難誘導の防災アプリ等多岐にわたりま
した。とりわけ、海外の来場者には、インド洋津波と東日本大震災津波被災後の復興状況を比較した第2回
地域防災フォーラム講演録に関心があるようでした。
18日午後には、特任助教3名による活動紹介も行われ、一般の人たちは興味深く聴講していました。

日時：平成27年３月14日（土）－18日（水）

10：00～20：00

場所：せんだいメディアテーク（仙台市青葉区春日町２－１）
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第３回国連防災世界会議プレイベント
東北大学「東日本大震災メモリアル」
３月10日（火）、国連世界防災会議のプレイベントとして東北大学川内萩ホールにおいて「東日本大震災
メモリアル」が開催されました。
イベントは２部構成で、第１部は「減災社会の構築に向けて」をテーマに、震災から４年目の節目におい
て、再度、実践的防災学のあり方、特に社会のニーズと学究研究のギャップに着目して参加者とともに考え
るフォーラムとして行われました。国際科学会議会長のゴードン・マクビーン氏の基調講演、元ＵＮＩＳＤ
Ｒ上級アドバイザーのリード・バシャー氏による特別報告の後、震災復興状況報告として岩手大学からは越
野修三教授が「東日本大震災を教訓とした地域防災の取組み」について報告しました。
第２部は、「記憶を未来へ！」をテーマに、トークショーと「大津波」のＮＨＫ３Ｄドキュメンタリー映
画が上映されました。映画は、津波によって被災した家族の環境や心境の変化を３年間にわたって記録した
もので、東日本大震災の記憶と教訓をどのように後世に伝えていくかを問いかける内容でした。

日時：平成27年３月10日（火）

12：30～20：00

場所：東北大学川内萩ホール

国連防災世界会議
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第３回国連防災世界会議パブリック・フォーラム
被災大学間連携シンポジウム
「住民主体の災害復興と大学の役割
－東日本大震災の教訓と神戸・アチェ・四川との比較－」
３月15日（日）、第３回国連防災世界会議パブリック・フォーラムにおいて、神戸大学、東北大学、岩手
大学による被災大学間連携シンポジウム「住民主体の災害復興と大学の役割－東日本大震災の教訓と神戸・
アチェ・四川との比較－」が開催されました。このシンポジウムは、被災者中心の安全なまちづくり実現す
るための課題と、そこで求められる大学の実践的役割について考えることを目的としたものです。阪神・淡
路大震災を経験した神戸大学と、東日本大震災の被災地にある東北大学と岩手大学が連携し、また、海外の
被災経験のある大学と交流して得られた成果などを踏まえながら、実践に向けた議論が行われました。
神戸大学都市安全研究センターの北後明彦センター長による司会・コーディネートで進行され、はじめに
３大学それぞれから開会あいさつがあり、岩手大学からは地域防災研究センターの南正昭センター長があい
さつしました。講演では３大学に加えて、アチェ津波のシャクアラ大学、四川地震の四川大学も参加し、こ
こでは地域防災研究センター防災まちづくり部門の松岡勝実部門長から、岩手大学の震災復興の活動につい
て報告がありました。
続いて、全体討論では報告者全員によるディスカッションが行われ、各々の活動報告を受け、震災復興に
おける大学の役割について意見が述べられました。最後に、神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室の
塩崎賢明名誉教授による閉会挨拶があり、住民主体の震災復興および継続した取り組みの重要性などが確認
されました。

日時：平成27年３月15日（日）

９：10～12：00

場所：仙台市情報・産業プラザ（AER５階）

多目的ホール仙台（市青葉区中央１－３－１）

プログラム：
司会・コーディネーター

神戸大学都市安全研究センター長

北後

開会挨拶
東北大学災害科学国際研究所長

今村

文彦

岩手大学地域防災研究センター長

南

正昭

神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室長
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根木

昭

明彦

第１部

テーマ：災害復興の教訓－東日本大震災・アチェ・四川

１．東日本大震災からの復興計画プロセスに関する教訓
東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻准教授

姥浦道生

２．阪神淡路と東日本―コミュニティ再生
神戸大学大学院国際協力研究科教授

金子由芳

３．四川地震復興６年の評価
中国・四川大学－香港理工大学災害復興管理学院執行院長・教授
〈コメンテーター〉カンタベリー大学法科大学院教授

第２部

顧林生

エリザベス・トゥーミー

テーマ：被災地・被災者の復興と大学

１．復興に向けた被災地における大学の役割
岩手大学地域防災研究センター・人文社会科学部教授

松岡勝実

２．大災害の記憶と研究を伝えていく大学の役割
神戸大学大学院人文学研究科教授・同大学地域連携推進室室長

奥村弘

３．スマトラ津波10年の大学の役割
インドネシア・シャクアラ大学学長

サムスル・リザール

〈コメンテーター〉コベントリ―大学経営・環境・社会学部講師

ユン－ファン・チェン

全体討論

閉会挨拶
神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室

開会あいさつ

南正昭センター長

名誉教授

塩崎賢明

講演

松岡勝実部門長
国連防災世界会議
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մつᶍᆅࡍࡾࠊ
յṇ᩿ᒙ㐠ື
㸦ỿ㝆㸧
ࠊ

ഃࡢỿ㝆ࢆ♧ࡍࠋ
ṇ᩿ᒙࡣ  ᖺᆅ㟈࡛ࡶᰩ㥖ᒣ༡ᮾ
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ᖺᄇⅆࠊ ᖺᄇⅆ࡛Ⓨ⏕ࡋࠊୗὶࡢ୍㛵ᕷࡀᝎࡲࡉ

ฟࡀ࠶ࡾࠊᅇ࣐ࢢ࣐ࡢୖ᪼㏻㊰㸦ᒾ⬦㸧ࢆⓎぢࡋࡓ

ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㇟ࡣ㛗ᮇⅆᒣ⅏ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ

㸦┿㸧
ࠋỈẼᄇⅆࡣከᩘࡢⅆཱྀࡽᑡ࡞ࡃࡶ

⬟ᛶࢆࡶࡘࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

 ᅇⓎ⏕ࡋࠊⅆᒣἾὶ࣭ᅵ▼ὶࡶⓎ⏕ࠋᒣయᔂቯࡣ

ᅗ㸫㸯 ᰩ㥖ᒣࡢⅆᒣάືࡢ⤒⦋㸦ᅵ㸪2015㸧
㸬1981 ᖺ௨㝆ࡢᆅ㟈άືࠊᆅẆኚືࠊᆅ⾲㠃⌧㇟ࢆࡲࡵ࡚࠾ࡾࠊⅆᒣάືࡀ
1990 ᖺ௦ึࡵ㡭ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛άⓎࡋࡓᚋ㟼✜ࡋࠊ2008 ᖺෆ㝣ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࡀࢃࡿ㸬
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┿㸫㸰 ⓑ⃮ࡋࡓ†㸦1944 ᖺⅆཱྀ†㸧ࡢ†Ỉ㸬2014
ᖺ 9 ᭶ 10 ᪥ྜྠㄪᰝᙳ㸬

㸱㸬୕㝣ᾏᓊࡢᆅẆኚືࡢ◊✲
ᮏ◊✲ࡣᒾᡭᏛᕤᏛ㒊㉺㇂ ಙᩍᤵඹྠ࡛ᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡂᯝࡣ㉺㇂ᩍᤵࡢሗ࿌᭩ࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ


┿㸫㸯 ᰩ㥖ᒣᓅ⁐ᒾࡢ࣐ࢢ࣐ୖ᪼㏻㊰㸦୰ኸࡢ✺㉳ࡋ
ࡓᒾ⬦㸧
㸬2014 ᖺ 10 ᭶Ⓨぢࠊᙳ㸬

㸰㸬ᆅᇦ㐃ᦠࡼࡿᰩ㥖ᒣࡢⅆᒣ┘ど
 2006㹼2014 ᖺࡲ࡛ࠊᒾᡭ┴⥲ྜ㜵⅏ᐊ୍࣭㛵ᕷ㐃
ᦠࡋ࡚ᰩ㥖ᒣᒣ⭡ᗈࡃศᕸࡍࡿᄇẼ࣭ Ἠࡢ ᗘ
ᐃࠊ††Ỉࡢⓑ⃮ᗘࡸ᳜≀ࡢᯤṚࡢほᐹࢆᖺ 2
ᅇ㸦Ꮨ⛅Ꮨ㸧ᐇࡋࡓ㸦┿㸫㸰㸧
ࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊྠ
ᆅᇦࡢᆅ⾲㠃⌧㇟ࡢᐇែ⤒ᖺኚࠊⓏᒣ㐨ࡢ◲Ỉ
⣲࢞ࢫ⃰ᗘࡢ≧ἣⓏᒣ⪅ࡢᏳᛶࡘ࠸࡚ึࡵ࡚᫂
ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᰩ㥖ᒣࡢᆅ⾲㠃⌧㇟ࡣࠊ1990 ᖺ௦ึࡵ㡭ࡽ 2006
ᖺࡲ࡛ḟ➨άⓎࡋࡓᚋࠊ2007㹼2008 ᖺ✺↛㟼✜
ࡋࡓ㸦ᅗ㸫㸯㸧
ࠋάືࡀάⓎࡋ࡚࠸ࡓ 2004㹼2006
ᖺࡣࠊᰩ㥖ᒣࡢᒣయ⭾ᙇᮇ୍⮴ࡋࠊάືࡢ✺↛ࡢ㟼
✜ࡣࠊᒣయ⭾ᙇṆᮇᑐᛂࡋࡓࠋ
 2007 ᖺᆅ⾲㠃⌧㇟ࡀ✺↛㟼✜ࡋࡓཎᅉࡣࠊ
2006 ᖺࡲ࡛ቑᅽࡋ࡚࠸ࡓᰩ㥖ᒣ┤ୗࡢ࣐ࢢ࣐⁀ࡾෆ
ࡢⅆᒣᛶὶయࡀࠊ2007㹼2008 ᖺࠊ2008 ᖺᆅ㟈ࡢ㟈※
᩿ᒙࡢୗ㒊ᵓ㐀ࡢᙅ㠃ഃ᪉ὶฟࡋ࡚ࠊ࣐ࢢ࣐⁀ࡾ
ࡢᅽຊࡀపୗࡋࡓࡇࡼࡾࠊ
ᆅ⾲㠃ࡢⅆᒣ࢞ࢫ㔞ࠊ
ỈẼ㔞ࡀῶᑡࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊⅆᒣᛶὶ
యࡢഃ᪉ࡢὶฟࡣࠊ㟈※᩿ᒙ㏆ࡢ㛫㝽ὶయᅽࢆୖ
᪼ࡉࡏࠊ⣙ 1.5㹼1.0 ᖺᚋࠊ᩿ᒙࡍࡾࢆㄏⓎࡉࡏࡓ
᥎ᐃࡋࡓࠋ

㸲㸬ᒾᡭ㜵⅏ࢧࣟࣥࡢ㛤ദ
 2014 ᖺ 9 ᭶ࡢᚚᕌᒣᄇⅆ⅏ᐖࢆ࠺ࡅ࡚ 2014 ᖺ 12 ᭶
13 ᪥ࠊ
ࠕᚚᕌᒣᄇⅆ⅏ᐖࡽࡢᩍカ┴ෆⅆᒣࡢᑐ
ᛂࠖࢆࢸ࣮࣐➨ 9 ᅇࢆ㛤ദࠋᒸ⏣ ᘯྡᩍᤵ
ᚚᕌᒣᄇⅆ⅏ᐖࡳࡿ᪥ᮏࡢⅆᒣ┘どࡢၥ㢟ᑐᛂࠊ
ᮡᮏఙ୍┴❧ᐈဨᩍᤵᚚᕌᒣ⌧ᆅ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ
≧ἣㄢ㢟ࠊ㰻⸨ᚨ⨾ᨺ㏦ᏛᒾᡭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
┴ෆάⅆᒣࡢ㜵⅏ᑐᛂࡘ࠸࡚ㅮ₇㡬࠸ࡓ࠶ࠊ
ࠕᚚ
ᕌᒣᄇⅆ⅏ᐖࡢᩍカᚋࠖࡘ࠸࡚ࣃࢿ࣭ࣝࢹࢫ
࢝ࢵࢩࣙࣥࡋࡓࠋ
 2015 ᖺ 2 ᭶ 21 ᪥ࠊ
ࠕᚚᕌᒣ☬ᲓᒣࡢỈẼ⇿Ⓨ
ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢࠖࢆࢸ࣮࣐➨ 10 ᅇࢆ㛤ദࠋᚚᕌᒣ
ࡢỈẼᄇⅆ࡛ࡣᄇ↮ࢆୖ᪉ୖࡆࡓึᮇࡢỈẼࡣࠊ
ᗘࡀୖ᪼ࡋ࡚ 250㹼278Υ㐩ࡋࡓࠊCoanda ຠᯝ
ࡼࡗ࡚ⅆཱྀࡽ┿ᶓᗈࡀࡿᙉ࠸ᄇ↮ࢆᙧᡂࡋࠊప
ࡢⅆ○ὶࡸᄇ▼ࢆྵࡴᶓẀࡾࡢᄇ↮ࡀⓎ⏕ࡋ࡚⅏ᐖ
࡞ࡗࡓࡇࡀཱྀ༤அᮾྡᩍᤵࡼࡾ᫂ࡽ
ࡉࢀࡓࠋ
参考文献：
土井宣夫・佐々木信良・千葉幸也・岩舘 晋（2015）栗駒山の火山活
動に誘発された 2008 年岩手・宮城内陸地震−地域連携による火山
活動の監視−．岩手大学教育学部研究年報，74，27-49．
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ুடबٺٜଢ଼໐ġ
ࢥڠ໐Ȇ५ུםგġ
せ᪨㸸ᆅ㟈ࡢᦂࢀࡢᆅᇦࡈࡢᢕᥱࢆ┠ᶆࡋ࡚ࠊᇶ♏ⓗ◊✲ࡋ࡚ࡣࠊᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࡢ㧗ᗘࢆ┠ⓗࡋࡓỈ
ᖹືᚤືࡢゎᯒ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲ࡸ⚟ᓥ┴ᗈᖏᇦࣜࢽ࡛ࣞほ ࡉࢀࡓᖖᚤືࡢᆅ㟈Ἴᖸ΅ἲゎᯒࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᛂ⏝ࡋ࡚ᦂࢀࡸࡍࡉ࣐ࢵࣉసᡂࡢࡓࡵࡢᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࡼࡿᆅ┙ࡢ S Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࡢ᥎ᐃࡶ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡸゎᯒࡼࡾᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ㜵⅏㛵ࡍࡿᕷẸྥࡅㅮ₇࡛බ㛤ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ࡽㅮ₇ࢆ⏬ࡶ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜵⅏ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡶ⾜࠸ࠊᆅ㟈㜵⅏ࡿࡓࡼࡿపᏛᖺྥࡅࡢ㜵⅏ព㆑ၨⓎάືࡢ⏬࠾ࡼࡧᐇࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᩍᮦ㐃ᦠࡋࡓㅮ⩏ࡶヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉᖹືᚤື࣮ࣞ᥈ᰝ㸪Love Ἴ㸪S Ἴ㏿ᗘ㸪ᆅ㟈Ἴᖸ΅ἲ㸪ᦂࢀࡸࡍࡉ㸪㜵⅏ព㆑ၨⓎάື
㸯㸬ᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࡢ㧗ᗘࢆ┠ⓗࡋࡓỈᖹືᚤືࡢ
ゎᯒ᪉ἲ㛵ࡍࡿ◊✲
 ᆅ┙ࡢᦂࢀࡸࡍࡉゎᯒ࡛㔜せ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛࠶ࡿ 6 Ἴ
㏿ᗘࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࡀࡼࡃ⏝ࡉࢀࡿ㸬
ᚑ᮶ࡢ᥈ᰝ᪉ἲ࡛ࡣ ᐃࡢᐜ᫆ᛶࡢࡓࡵᚤືࡢୖୗືᡂ
ศࢆ ᐃࡋ࡚ 5D\OHLJK Ἴࡢศᩓ≉ᛶᇶ࡙࠸࡚ゎᯒࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬5D\OHLJK Ἴࡢࡳ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡣほ ࡣᐜ᫆
࡛࠶ࡿࡀゎࡀ୍ពỴᐃ࡛ࡁ࡞࠸ḞⅬࢆᣢࡘ㸬ࡇࡢࡓࡵ
᪤Ꮡࡢᆅ┙㈨ᩱ࡞ࢆཧ⪃ࡋ࡚ᆅୗᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿሙ
ྜࡀከ࠸ࡀࠊᑡ࡞࠸ほ సᴗ࡛ࡃ␗࡞ࡿ≀⌮㔞ࢆྠ
ᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤゎࡢ௵ពᛶࢆ๐ῶࡍࡿࡇࡀྍ⬟
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭱㏆ࡢᚤືィࡣ㸱ᡂศྠ ᐃࡍࡿᶵ
ჾࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᚤືࡢỈᖹືᡂศࡣᚤືࡢ +9
ࢫ࣌ࢡࢺࣝẚ⟬ฟࡢࡳ⏝ࡉࢀࠊ࣮ࣞゎᯒࡣ⏝
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊᚤືࡢỈᖹືᡂ
ศࡣ5DOLHJKἼࡔࡅ࡛࡞ࡃ/RYHἼࡶΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
༢⣧࡞ゎᯒ᪉ἲ࡛ࡣศ㞳ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㰺⸨㸦㸧ࡼࡗ࡚ᥦࡉࢀࡓᚤືࡢỈ
ᖹືᡂศࢆศ㞳ࡍࡿᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࿘ἼᩘἼᩘゎᯒἲ
╔┠ࡋࠊ/RYH Ἴࡢ┦㏿ᗘࡢ⟬ฟࢆヨࡳᡂຌࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊỈᖹືᑐࡋ࡚✵㛫⮬ᕫ┦㛵ἲࡶ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ
࠶ࡲࡾ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸦࠼ࡤࠊᒣᮏ
ࠊ㸧
ࠋᅇࠊ┦㛵ಀᩘ⟬ฟἲࢆಟṇࡋࠊྛ༊㛫࡛
ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆつ᱁ࡍࡿᡭἲࢆ㐺⏝ࡋࡓ⤖ᯝࠊ✵㛫⮬ᕫ
┦㛵ἲ࡛ࡶ /RYH Ἴࡢ┦㏿ᗘࢆ⢭ᗘࡼࡃ⟬ᐃྍ⬟࡛࠶
ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸦ᅗࠊᅗ㸧
ࠋ

ᅗ 63$& ἲ㸪). ἲ㸪). ἲ 5DGLDO ࡢ 5D\OHLJK
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Ἴ┦㏿ᗘࡢẚ㍑

ᅗ ). ἲ㸦7UDQVYHUVH㸧 63$& ἲࡼࡿ /RYH Ἴ┦
㏿ᗘࡢẚ㍑
㸰㸬⚟ᓥ┴ᗈᖏᇦࣜࢽ࡛ࣞほ ࡉࢀࡓᖖᚤືࡢ
ᆅ㟈Ἴᖸ΅ἲゎᯒ
⚟ᓥ┴ἢᓊᇦ┤ୗ࡛ࡣ㏻ᖖᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࡋ࡞࠸࣐ࣥࢺࣝ࢘
࢚ࢵࢪෆ࡛ࢫ࣮ࣉࣛࢫࣛࣈᆅ㟈ࡤࢀࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ
᫂ࡽ࡛࡞࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᑗ᮶ࡇࢀࡽࡢᆅ㟈ࡢ
Ⓨ⏕ᶵᵓࢆ࠶ࡁࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪
῝ࡉ NP ࡽ
NP ⛬ᗘࡢᆅୗᵓ㐀ࢆヲ⣽᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
㸪
㸦බ㈈㸧ᆅ㟈ண▱◊✲⯆ࡣ⚟ᓥ┴⣙ NP ࡢ
⥺㛗⣙NPࡢᆅⅬࡢᗈᖏᇦᆅ㟈ほ Ⅼࢆタࡅ
㸦ᅗ㸧
㸪
 ᖺ  ᭶ࡽ  ᖺ  ᭶ࢃࡓࡗ࡚ᆅ㟈㐃⥆ほ ࢆ
ᐇࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᡃࠎࡣࡑࡢほ グ㘓ࡢ࠺ࡕୖୗືᖖᚤ
ື╔┠ࡋ㸪ᆅ㟈Ἴᖸ΅ἲゎᯒࡼࡾ㔜ྜ┦┦㛵㛵ᩘ
ࡽᆅ┙ࡢࢢ࣮ࣜࣥ㛵ᩘࢆ⟬ᐃࡋ㸦ᅗ㸧
㸪࣐ࣝࢳࣉࣝࣇ
ࣝࢱゎᯒࡼࡾ⩌㏿ᗘࡢศᩓ᭤⥺ࢆᚓ࡚㸪 ⥺᪉ྥࡢ
 ḟඖᆒ㉁ᵓ㐀ࡢゎ᫂ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸬ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᡂ
ᯝ࡛ࡣ㸪
⣙  ⛊⛬ᗘࡢ࿘ᮇࡲ࡛ศ㏿ᗘศᩓ᭤⥺ࢆᚓࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ㸪ᩘ⛊ࡢ▷࿘ᮇ࡛ࡣሙᡤࡼࡗ࡚㏿ᗘࡀ␗࡞ࡿ
ࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓࠊᚓࡽࢀࡓ⩌㏿ᗘࢆ⤒㊰ᖹᆒ᧯స
ࡼࡾࠊ㸰ḟඖศᕸࢆᚓ࡚㸦ᅗ㸧
ࠊ㑇ఏⓗࣝࢦࣜࢬ࣒
ᇶ࡙ࡁ⩌㏿ᗘศᩓ᭤⥺ࡽ 6 Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࢆ㏫ゎᯒࡋࡓࠋ
ࡲࡔࠊ
⌧Ⅼ࡛ࡣヨ⾜ⓗ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀ⣙㸯㸮ᩘ NP ࡢ῝
㒊ࡲ࡛ 6 Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋ

㸲㸬ᆅ㟈㜵⅏ព㆑ၨⓎࢆ┠ⓗࡋࡓྛ✀ㅮ₇ࡸ࣋ࣥ


ᅗ ᗈᖏᇦࣜࢽࣞほ Ⅼ

ࢺࡢᐇ
ᆅᇦ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣ㸪ఫẸࡀ࠸⅏ᐖࡢⓎ⏕࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࡸ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸪ᖖ᪥㡭ࡽ
⅏ᐖᑐࡍࡿព㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㔜せ࡞ࡿ㸬ᡃࠎ
ࡣⅆᒣ㸪ᆅ㟈㛵ࡍࡿ୍⯡ᕷẸྥࡅࡢㅮ₇ࢆ⏬ࡋ㸪
ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ᕷẸཧຍᆺࡢ࣋ࣥࢺࢆ⏬ࠊᐇࡋ
࡚ࡁࡓ㸬
ۑᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㜵⅏㛵ࡍࡿㅮ₇ࠊ㜵⅏ၨⓎάືࡢࣜࢫࢺ
㸲᭶  ᪥ ἑᒣᓅ༠  ᖺࡢᒾᡭᒣᄇⅆ༴ᶵ 
㸳᭶  ᪥ ,16 ᆅ┙㜵⅏◊✲ࠊⅆᒣ㜵⅏᳨ウࠊᒾᡭ㜵⅏ࢧࣟࣥ
㸴᭶  ᪥ ἑᕷᕝ๓⮬ 㜵⅏ㅮ₇
㸶᭶㸷᪥ ᮾࡳࡽ࠸ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ ᆅ㟈㜵⅏ࡿࡓ
㸶᭶  ᪥ ┴⥲ྜ㜵⅏カ⦎ ᆅ㟈㜵⅏ࡿࡓ
 ᭶㸵᪥ ἑෆ୰ᏛᰯᏛぢᏛ㜵⅏ㅮ⩏
 ᭶  ᪥ ᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ㅮ₇
 ᭶  ᪥ ୍ᡞ㧗ᰯ㜵⅏ㅮ₇
 ᭶  ᪥ ,16 ᆅ┙㜵⅏◊✲ࠊⅆᒣ㜵⅏᳨ウࠊᒾᡭ㜵⅏ࢧࣟࣥ
㸯᭶㸵᪥ 㜵⅏ᩍ⫱ᩍᮦ '9' ⏝᪉ἲㅮ⩦ ㅮ⩏₇⩦ ⰼᕳᕷ

ᅗ ᖖᚤືࡢ㔜ྜ┦┦㛵㛵ᩘ⟬ᐃᡭ㡰

 ᭶  ᪥ ᒾᡭ┴㆟⎔ቃ㜵⅏ㄪᰝጤဨ ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ㄝ᫂
㸰᭶  ᪥ ᒾᡭ㜵⅏ࢧࣟࣥ 
㸱᭶㸯᪥ 1+. ࡲࡌ࠻㸳㜵⅏ࡿࡓ㜵⅏ᕝᰗබ㛤㘓㡢
㸱᭶㸲᪥ 1+. ࡲࡌ࠻㸳㜵⅏ࡿࡓ㜵⅏ᕝᰗᨺ㏦
㸱᭶  ᪥ 1+. ࣛࢪ࢜῝ኪ౽㸦ᅜᨺ㏦㸧ᨺ㏦


ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸
(1) 㰺⸨Ⰻᖹࠊᒣᮏⱥࠊ㰺⸨๛ࠊࣥࢣ࣮ࢺ㟈ᗘ⟬ᐃ᪉ἲࡢᨵⰋ
㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠊ6663ࠊ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ㐃ྜ  ᖺࠊࣃࢩ
ࣇࢥᶓࠊ ᖺ㸳᭶  ᪥
(2) ᒣᮏⱥࠊᮅ⏣⯟ࠊ㰺⸨๛ࠊᚤືほ ࡼࡿᒾᡭ┴㝣๓㧗⏣ᕷ

ᅗ ⤒㊰ᖹᆒ⩌㏿ᗘ㸦 ࣨ᭶ᖹᆒ㸧

ࡢᆅ┙ࡢ 6 Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࡢ᥎ᐃࠊබ┈♫ᅋἲே≀⌮᥈ᰝᏛ➨  ᅇ
Ꮫ⾡ㅮ₇ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠊ᪩✄⏣Ꮫᅜ㝿㆟ሙࠊ ᖺ㸳᭶  ᪥

㸱㸬ᦂࢀࡸࡍࡉ࣐ࢵࣉసᡂࡢࡓࡵࡢᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࡼ

(3) Ᏹ㒊㝧Ꮚࠊᒣᮏⱥࠊ㰺⸨๛ࠊ⸨᰿༤ࠊᴟᑠᚤື࣮ࣞ᥈ᰝ
ࡼࡿᒾᡭ┴୍㛵ᕷࡢᆅ┙ࡢ㹑Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࡢ᥎ᐃࠊබ┈♫ᅋἲே≀

ࡿᆅ┙ࡢ 6 Ἴ㏿ᗘᵓ㐀ࡢ᥎ᐃ

⌮᥈ᰝᏛ➨  ᅇᏛ⾡ㅮ₇ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠊ
᪩✄⏣Ꮫᅜ㝿㆟ሙࠊ

 ᆅ┙ࡢᦂࢀࡸࡍࡉࡣ⾲ᒙࡢᖹᆒ 6 Ἴ㏿ᗘࡽᴫ⟬ྍ⬟

 ᖺ㸳᭶  ᪥

࡛࠶ࡿ㸬ᴟࡵ࡚ࢭࣥࢧ࣮㛫㝸ࡢᑠࡉ࠸㓄⨨ࡼࡿᖖᚤ

(4) ᒣᮏⱥࠊ㰺⸨๛ࠊ㜵⅏ၨⓎࢆ┠ⓗࡋࡓᆅ㟈㜵⅏ࡿࡓࡢไస

ືࡢ ᐃࡼࡿࠕᴟᑠᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࠖࡣ㸯P ᅄ᪉⛬ᗘ

ࡑࡢ㐺⏝ࠊ➨  ᅇ᪥ᮏ⮬↛⅏ᐖᏛᏛ⾡ㅮ₇ㅮ₇ᴫせ㞟ࠊ

ࡢᩜᆅࡀ࠶ࢀࡤ༑ศ᥈ᰝྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪 ᐃሙᡤࡢᑡ

SSࠊ ᖺ㸷᭶  ᪥
(5) 㰺⸨๛ࠊᒣᮏⱥࠊ㰺⸨Ⰻᖹࠊ㧗ᐦᗘࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿヲ⣽㟈

࡞࠸᥈ᰝᅔ㞴ᆅᇦ࡛࠶ࡿᕷ⾤ᆅ࡛᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᖹ

ᗘศᕸᆅ㟈ື࣐ࢵࣉ༶᥎ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ㟈ᗘศᕸࡢẚ㍑

ᡂ㸰㸴ᖺᗘࡣ㸪 ᖺ㸳᭶㸰㸴᪥ᐑᇛ┴Ἀ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ

᳨ウࠊ
➨  ᅇ᪥ᮏ⮬↛⅏ᐖᏛᏛ⾡ㅮ₇ㅮ₇ᴫせ㞟ࠊ
SSࠊ

ᆅ㟈ࡢヲ⣽ศᕸࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿἑᕷ㸪▮ᕵ⏫࠾࠸
࡚ᴟᑠᚤື࣮ࣞ᥈ᰝࢆᐇࡋ㸪ᆅ┙ࡢ 6 Ἴ㏿ᗘࡢ᥎ᐃ
ࢆヨࡳࡓ㸬ࡲࡓࠊ௨๓ࡽ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᒾᡭ
┴༡㒊㸦㝣๓㧗⏣ᕷࠊ୍㛵ᕷ㸧࠾ࡅࡿᴟᑠᚤື࣮ࣞ

 ᖺ㸷᭶  ᪥
(6) ⸨᰿༤ࠊᒣᮏⱥࠊ㰺⸨๛ࠊ㧗ᜨࠊ࿘ἼᩘἼᩘἲ✵㛫⮬
ᕫ┦㛵ἲࡼࡿỈᖹᚤືྵࡲࢀࡿ /RYH Ἴࡢ┦㏿ᗘ᥎ᐃࡢ᳨ウ
㹼ᒾᡭᏛ࠾ࡅࡿ㹼ࠊබ┈♫ᅋἲே≀⌮᥈ᰝᏛ➨  ᅇᏛ⾡
ㅮ₇ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠊΎỈࢸࣝࢧࠊ ᖺ  ᭶  ᪥

᥈ᰝࡢゎᯒ⤖ᯝࢆ≀⌮᥈ᰝᏛ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
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⮬↛⅏ᐖゎᯒ㒊㛛
自然災害解析部門
ᕤᏛ㒊࣭㬞ᚿ⏣┤ே
工学部・鴨志田直人
せ᪨㸸ᒾ▼ࡢືⓗኚᙧ࣭ῶ⾶≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪ᆅ┙ᕤᏛᇶ‽ࠕᆅ┙ᮦᩱࡢኚᙧ≉ᛶࢆồࡵࡿࡓࡵ
ࡢ⧞㏉ࡋ୕㍈ヨ㦂᪉ἲࠖ
㸦JGS0542-2009㸧ࡢᒾ▼౪ヨయࡢ㐺⏝ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᖺᗘࡣ㸪⧞㏉ࡋ୕㍈ヨ㦂⏝࠸ࡿ
ᒾ▼⏝୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡢ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡢάືࡋ࡚ࡣ㸪㜵⅏㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ၨⵚάື㛵ࡋ࡚㸪ᆅ
ᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
࣭
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㅮᖌ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࢆᢸᙜࡋ㸪㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࡢᗈሗάື㛵ࡋ࡚㸪
ࠕ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢཷㅮෆࡢసᡂࡸ㸪◊✲ࢭࣥࢱ࣮Web ࢧࢺࡢ᭦᪂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᒾ┙㸪ᆅ㟈ື㸪ືⓗᛂ⟅ゎᯒ㸪ືⓗኚᙧヨ㦂㸪㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸯㸬ᒾ▼ࡢືⓗኚᙧ≉ᛶ࣭ῶ⾶≉ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲

⨨ࡣἜᅽ࣏ࣥࣉࡢ㧗౯࡞⮬ືไᚚ㟼ⓗຍຊ⨨

Ⓨ㟁ᡤ࣭ᕧࢲ࣒࣭㛗ᶫᱱ࡞㔜せタࡢタ⨨ᒾ┙

ࡀᚲせ࡞ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿ Breadthauer ᆺ୕㍈࣋ࢵࢭ

ࡸࢺࣥࢿ࣭ࣝᒾ┙ᩳ㠃࡞ࡢᒾ┙ᵓ㐀≀ࡣ㸪ᆅ㟈ᑐࡋ

ࣝࡢ≉ᚩࡣ㸪㍈ᅽ⏝ࣆࢫࢺࣥࡢฟධࡾక࠺ᣊ᮰ᅽࡢኚ

࡚ᙉ࠸ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡋࡋ㸪㏆ᖺ࠾ࡅࡿᆅ㟈ືࡢᕧ

ືࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ㸪㍈ᅽ⏝ࣆࢫࢺࣥྠࡌ᩿㠃✚ࢆᣢ

ࡸタィᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࡼࡾ㸪ᒾ┙ࢆᑐ㇟ࡍࡿᵓ㐀

ࡘᑒᅽຊㄪᩚࣆࢫࢺࣥࢆ㐃⤖ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓ

≀ࡢタィ࣭ᕤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᪤タᵓ㐀≀ࡢಖᏲ⟶⌮࣭⿵ಟ

ࡵ㸪㧗౯࡞ࢭࣝᅽⓎ⏕⨨ࡣᚲせ࡞ࡃ㸪Ᏻ౯࡞ᡭື࣏ࣥ

࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᚑ᮶ࡶቑࡋ࡚ᒾ▼࣭ᒾ┙ࡢືⓗ≉ᛶࢆ

ࣉ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ㸬

⪃៖ࡋࡓ⪏㟈ᛶホ౯ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢື
ⓗᛂ⟅ゎᯒ࡛ࡣ㸪ᒾ┙≀ᛶ್ࡋ࡚ࠕᒾ▼㸩⠇⌮⩌ࠖࡢ
ືⓗኚᙧ࣭ῶ⾶≉ᛶࡀᚲせ࡞ࡿ㸬ᆅ┙ࡢືⓗຊᏛ≉ᛶ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢヨ㦂᪉ἲࡋ࡚ࡣ㸪ᅵ㉁ᮦᩱ㛵ࡍࡿ
⧞㏉ࡋኚᙧヨ㦂ࡸᾮ≧ヨ㦂࡞ࡢᇶ‽ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
ᒾ▼࣭ᒾ┙ࡢ⧞㏉ࡋᙉᗘ㸪⧞㏉ࡋኚᙧࢆồࡵࡿࡓࡵࡢᇶ
‽ࡣ࡞࠸㸬ᚑࡗ࡚㸪ᒾ▼࣭ᒾ┙ࡢືⓗኚᙧ࣭ῶ⾶≉ᛶ
㛵ࡋ࡚ࡣሗ࿌ࡀᑡ࡞ࡃ㸪
᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᒾ▼ࡢືⓗኚᙧ࣭ῶ⾶≉ᛶࢆ᫂
ࡽࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬ᖺᗘࡣ㸪Ẽᅽୗࡢ୍㍈ᅽ⦰
ᛂຊୗ࠾࠸࡚ືⓗኚᙧヨ㦂ࢆ⾜࠸ᒾ▼ࡢࣖࣥࢢ⋡࣭ῶ
⾶ẚࡢࡦࡎࡳࣞ࣋ࣝ౫Ꮡᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬
ᮏᖺᗘࡣ㸪
୕㍈ᅽ⦰ᛂຊୗ࠾ࡅࡿືⓗኚᙧヨ㦂(1)ࡢᐇྥࡅ࡚
୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡢ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ%UHDGWKDXHU ᆺ୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡢᴫせ

୕㍈ᅽ⦰ヨ㦂⨨ࡣ㸪୕㍈ᅽຊᐊ㸦୕㍈࣋ࢵࢭࣝ㸧
࣭ࢭ
ࣝᅽⓎ⏕⨨࣭ᅽ⦰⨨Ⲵ㔜࣭ኚ ᐃ⨨ࡽᵓᡂ
ࡉࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛⏝ࡍࡿᒾ▼⏝୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡣ㸪⛅⏣
Ꮫᒾ┙ᕤᏛ◊✲ᐊࡼࡾ↓ൾ࡛⏝ࡋࡓ Breadthauer ᆺ
ࡢ୕㍈࣋ࢵࢭ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬୕㍈ᅽ⦰ヨ㦂ࢆᐇࡍࡿ㝿ࡣ
ᣊ᮰ᅽ㸦ࢭࣝᅽ㸧ࡸ㛫㝽Ỉᅽࢆ୍ᐃಖᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ㸬ࡋࡋ㸪୍⯡ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡣ㸪㍈
ᅽ⏝ࣆࢫࢺࣥࡀᅽຊ࣋ࢵࢭࣝෆ㒊ࢆฟධࡾࡍࡿ㝿㸪ᣊ
᮰ᅽࡢ㈇Ⲵ፹య࡛࠶ࡿᶵᲔἜࡢయ✚ࡀኚືࡋ㸪ࡑࢀక
࠸ᣊ᮰ᅽࡀኚືࡍࡿ࠸࠺ᶵ⬟ⓗḞⅬࢆ᭷ࡍࡿ.ࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࡇࡢᵝ࡞୕㍈࣋ࢵࢭࣝࢆ⏝ࡍࡿሙྜ㸪ࢭࣝᅽⓎ⏕
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┿࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝ୰ࡢ୕㍈࣋ࢵࢭࣝ

୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡢ
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛⏝ࡍࡿ
Brreadthauer ᆺ
ᆺ୕㍈࣋ࢵࢭࣝࡢ
ᮏ
◊✲ㄢ㢟࡛⏝ࡍࡿ Breadthauer
ᵝࢆ௨ୗ♧ࡍ㸬
ᵝࢆ௨ୗ♧ࡍ㸬

ࢺࡢ᭦᪂ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࢺࡢ᭦᪂ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ദㅮᗙࡢཷㅮෆࡢసᡂ࡛ࡣ㸪
ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ദㅮᗙࡢཷㅮෆࡢసᡂ࡛ࡣ㸪

࣭୕㍈࣋ࢵࢭࣝእᑍἲ㸸ȭ120400mm
࣭୕㍈࣋ࢵࢭࣝእᑍἲ㸸ȭ120400mm

ᆅ
ᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᕤᏛ㒊♫⎔ቃᕤᏛ⛉ࡢඹྠ
ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᕤᏛ㒊♫⎔ቃᕤᏛ⛉ࡢඹྠ

࣭୕㍈࣋ࢵࢭࣝෆᑍἲ㸸ȭ80160mm
࣭୕㍈࣋ࢵࢭࣝෆᑍἲ㸸ȭ80160mm

ദ
ᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸪ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿ
ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ദᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸪
࣭
ࠕ㜵
ࠕ㜵

࣭౪ヨయᑍἲ㸸᭱ȭ3570mm
࣭౪ヨయᑍἲ㸸᭱ȭ3570mm

2)
⅏
࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᖹᡂ 26
26 ᖺᗘཷㅮෆ
ᖺᗘཷㅮෆ((2)
⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᖹᡂ

࣭㍈ᅽ⏝ࣆࢫࢺࣥ㈏ධ㔞㸸᭱
30mm
m
࣭㍈ᅽ⏝ࣆࢫࢺࣥ㈏ධ㔞㸸᭱ 30m

ࢆసᡂࡋࡓ
ࢆ
సᡂࡋࡓ㸦
㸦┿㸧
㸬ᮏ
ᮏཷㅮෆࡣ㸪
ཷㅮෆࡣ㸪ᮏ
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᏛእ
┿㸧
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᏛእ

࣭ᣊ᮰ᅽ㸸᭱
20MPa
Pa
࣭
ᣊ᮰ᅽ㸸᭱ 20M

㐃ᦠᶵ㛵ࢆࡣࡌࡵ㸪ᒾᡭᏛ┦ዲ༠ຊ༠ᐃᕷ㸪┒ᒸ
㐃
ᦠᶵ㛵ࢆࡣࡌࡵ㸪ᒾᡭᏛ┦ዲ༠ຊ༠ᐃᕷ㸪┒ᒸ
3

㸧ࡢሙྜ࡛
ࡇࢀࡣ㸪จ⅊ᒾ㸦ᐦᗘ
1.7g/cm
ࢀࡣ㸪จ⅊ᒾ㸦ᐦᗘ 1.
7g//cm 㸧ࡢሙྜ࡛
ࡇ
ࡣᆅୗ
ࡣᆅୗ 120m ࡢᆅᅽ┦ᙜࡋ㸪ⰼᓵᒾ㸦ᐦ
ࡢᆅᅽ┦ᙜࡋ㸪ⰼᓵᒾ㸦ᐦ
3

ᕷ⏫ෆ㐃ྜ࡞
ᕷ⏫ෆ㐃ྜ࡞ 400 ᯛ㓄ᕸࡋࡓ㸬
ᯛ㓄ᕸࡋࡓ㸬
ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆᗈࡃ୍⯡ఏ
ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆᗈࡃ୍⯡ఏ

ࡢᆅᅽ
ࡢሙྜ࡛ࡣᆅୗ 75m ࡢ
ᆅᅽ
ᗘ 2.7g/cm
2.7g//cm 㸧ࡢሙྜ࡛ࡣᆅୗ

3)
㸬ᆅ
㸬
ᆅ
࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚
ࢧࢺࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ
HE ࢧ
ࢺࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ((3)
࠼
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ ::HE

┦ᙜࡍࡿ㸬
┦ᙜࡍࡿ㸬

ᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮:HE
ࢧࢺࡢ᭦᪂࡛ࡣ㸪
:HE
࣮࣌ࢪࡢ
ࢺࡢ᭦᪂࡛ࡣ㸪
:HE ࣌
ᇦ
㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮:HE ࢧ
࣮ࢪࡢ
ⱥㄒ⾲グࡢ㸪:RUG3UHVV
ࡢࢵࣉࢹ࣮ࢺ㸪ሗබ
ࢵࣉࢹ࣮ࢺ㸪ሗබ
ⱥ
ㄒ⾲グࡢ㸪:RUG3UHVV ࡢ

㸰㸬㜵⅏㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ၨⵚάື
㸰㸬㜵⅏㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭ၨⵚάື
ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
࣭
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂ
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚㸪㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࢥ࣮ࢫࡢㅮᖌ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚㸪㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࢥ࣮ࢫࡢㅮᖌ

㛤࣎ࢱࣥࡢ㏣ຍࣜࣥࢡసᡂ㸪ᐃⅬ┿ᢞ✏⏝ࢩࢫࢸ࣒
ᡂ㸪ᐃⅬ┿ᢞ✏⏝ࢩࢫࢸ࣒
㛤
࣎ࢱࣥࡢ㏣ຍࣜࣥࢡసᡂ
ࡢᑟධ࡞ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ
ࢧࢺࡢ㐠⏝ࡘ࠸
ࡢ
ᑟධ࡞ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ ::HE
HE ࢧ
ࢺࡢ㐠⏝ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪
ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ௵ᩍဨࢆ୰ᚰ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬
࡚ࡣ㸪
ᮏ◊
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ௵ᩍဨࢆ୰ᚰ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬


ࡋ࡚ᇶ♏ㅮ⩦ࠕᆅᏛࠖࢆ㸪ࢸู࣮࣐ㅮ⩦ࠕⅆᒣ㸩㜵⅏㛵
ࡋ࡚ᇶ♏ㅮ⩦ࠕᆅᏛࠖࢆ㸪ࢸู࣮࣐ㅮ⩦ࠕⅆᒣ㸩㜵⅏㛵
㐃タどᐹ◊ಟࠖࠕ࢚ࢥ࣭㜵⅏ྜྠどᐹ◊ಟࠖࢆ㸪ࡑ
㐃タどᐹ◊ಟࠖࠕ࢚ࢥ࣭㜵⅏ྜྠどᐹ◊ಟࠖࢆ㸪ࡑ
ࡋ࡚ಟไసࡢࡓࡵࡢࠕ
₇⩦ࠖࢆ
ᢸᙜࡋࡓ㸬ල
యⓗࡣ㸪
ࡋ࡚ಟไసࡢࡓࡵࡢ
ࠕ₇⩦ࠖ
ࢆᢸᙜࡋࡓ㸬
ලయⓗࡣ㸪
ᆅᏛ࡛ࡣᐇ㦂ࢆᢸᙜࡋ㸪㜵⅏㛵㐃タ◊ಟ࡛ࡣ㸪
ᆅᏛ࡛ࡣᐇ㦂ࢆᢸᙜࡋ㸪㜵⅏㛵㐃タ◊ಟ࡛ࡣ㸪
࣮ࣁࢺ࣮ࣈⅆᒣᒁ ᅜ
ᅵ㏻┬ᒾᡭἙᕝᅜ㐨ົᡤ 
㸪
࣮ࣁࢺ࣮ࣈⅆᒣᒁ
ᅜᅵ㏻┬ᒾᡭἙᕝᅜ㐨ົᡤ
㸪
࢚ࢥ࣭㜵⅏ྜྠどᐹ◊ಟ࡛ࡣ㸪㝣๓㧗⏣ᕷࡢ㜵₻ሐ࣭Ẽ
࢚ࢥ࣭㜵⅏ྜྠどᐹ◊ಟ࡛ࡣ㸪㝣๓㧗⏣ᕷࡢ㜵₻ሐ࣭Ẽ
ᕝỈ㛛࣭ᕷ⾤ᆅᔞୖࡆᕤ⯪Ώᕷࡢ⯪Ώίࢭ
ᕝỈ㛛࣭ᕷ⾤ᆅᔞୖࡆᕤ⯪Ώᕷࡢ⯪Ώίࢭ
ࣥࢱ࣮ཷㅮ⏕ࡢᘬ⋡ࢆᢸᙜࡋࡓ㸦
┿㸧
ࣥࢱ࣮ཷㅮ⏕ࡢᘬ⋡ࢆᢸᙜࡋࡓ
㸦┿㸧
㸬ࡑ
ࡑࡢࡶ
ࡢࡶ
ᮏ
࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ࡢ
ᮏ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ࡢ
άືࡶ⾜ࡗࡓ㸬
άືࡶ⾜ࡗࡓ㸬


┿ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ

┿ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
࣭
ࠕ
㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ

⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷㅮෆ㸦ᕥ⾲㠃㸪ྑ㠃㸧
⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷㅮෆ㸦ᕥ⾲㠃㸪ྑ㠃㸧

ཧ⪃㈨ᩱ㸦ᖺሗῧ㸧
㸸
㸸

ཧ
⪃㈨ᩱ㸦ᖺሗῧ㸧
≉࡞ࡋ
≉
࡞ࡋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸
ཧ
⪃ᩥ⊩㸸

ᆅ┙ᮦᩱヨ㦂ࡢ᪉ἲゎㄝѸศࡢ㸰Ѹ
┙ᮦᩱヨ㦂ࡢ᪉ἲゎㄝѸศࡢ㸰Ѹ㸪
㸦
㸦ၿ㸪ᮾ
ၿ㸪ᮾ
(1)
(1) ᆅ┙ᕤᏛ㸸
ᆅ┙
┙ᕤᏛ㸸ᆅ
ி
ி㸪㸧
㸪SS
㸪㸧
㸪
SS
(2)
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂࣉ
(2) ᒾᡭᏛ㸸ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ᒾᡭᏛ㸸ᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
ᡂࣉ
࣭
ࠕ
㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂ
ࣟ ࢢ ࣛ ࣒ ᖹ ᡂ 
ࣟࢢ࣒ࣛᖹᡂ
ᖺᗘཷㅮෆ㸪KWWSZZZFDQGHLZDWHX
 ᖺ
ᗘ ཷ ㅮ  ෆ 㸪 KWWSZZZ
ZZZ
ZFDQGHLZDWHX
DDFMS6H/6(&SDQISGI㸦㜀ぴ᪥
FMS6H/6(&SDQISGI㸦㜀ぴ᪥ 㸧
㸧
(3
ᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸸ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㸪KWWSUFUGP
(3)) ᒾ
ᒾᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸸ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㸪KWWSUFUGP
LLZDWHXDFMS㸦㜀ぴ᪥
ZDWHXDFMS㸦㜀ぴ᪥ 㸧
㸧

┿ ᾏᓊ⅏ᐖᪧᕤ㸦㝣๓㧗⏣ᕷ㸧どᐹࡢᵝᏊ
ᾏᓊ⅏ᐖᪧᕤ㸦㝣๓㧗⏣ᕷ㸧どᐹࡢᵝᏊ
┿

㸱
㸬ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᗈሗ㛵ࡍࡿάື
㸱㸬ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᗈሗ㛵ࡍࡿάື
ᆅ
ᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀദࡍࡿᴗࡘ࠸࡚㸪ᗈࡃ
ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀദࡍࡿᴗࡘ࠸࡚㸪ᗈࡃ
ᕷ
Ẹ࿘▱ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᕷẸ࿘▱ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ദㅮᗙࡢཷㅮෆࡢసᡂᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮:HE ࢧ
ദㅮᗙࡢཷㅮෆࡢసᡂᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮:HE
自然災害解析部門
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ুடबٺٜଢ଼໐ġ
ڠ໐Ȇ֔ၻాൽġ
せ᪨㸸㏆ᖺከⓎࡍࡿ⅏ᐖࡽᆅᇦఫẸࢆᏲࡿࡓࡵࡣࠊᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⏕
ࡋࡓ㞵⅏ᐖࡼࡾࠊ⛅⏣┴ཬࡧᒾᡭ┴ྛᆅ࡛⏒࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮍࡔࡘ࡚⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸⅏ᐖ
┤㠃ࡋࡓࠊ㔜せ࡞ࡿࡢࡀఫẸࡢ㆙ᡄ㑊㞴࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢࣁ࣮ࢻᑐ⟇ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ࠸ఫẸࡀ༴ᶵឤࢆᣢ
ࡕࠊ㌟ࡢᏳࢆᏲࡿࡢ࠸ࡗࡓࢯࣇࢺᑐ⟇ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋᅇࡣᕷࡢඛ㐩ᆅ༊ࠊ㞸▼⏫ࡢᶫሙᆅ༊ࠊ⣸Ἴ⏫ࡢ
༡ఏἲᑎᆅ༊ࢆᑐ㇟⅏ᐖᙜࡢఫẸࡢ⾜ືࡘ࠸࡚ㄪࠊࡑࡢෆᐜࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢ⅏ᐖᑐࡋ࡚ࠊఫẸ
ࡣఱࢆ⪃࠼ࠊ࠺㑊㞴ࡋ࡚ࡺࡃࡁ࡞ࡢ⪃ᐹࢆࡋࡓࠋ
 8 ᭶ 9 ᪥⛅⏣࣭ᒾᡭ㞵⅏ᐖ㸪ఫẸࡢ㆙ᡄ㑊㞴⾜ື㸪ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ㸪㜵⅏ព㆑㸪
㸯㸪⛅⏣┴ᕷ⏣ἑ†⏣ἑඛ㐩ᆅ༊㛵ࡍࡿఫẸ⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝ
ඛ㐩ᆅ༊ࡣࠊⲴⴥᒣࡸ⛅⏣㥖ࣨᓅࠊඛ㐩ᕝᅖࡲࢀࡓ
ᆅ༊࡛ࠊᅇࡢᩳ㠃ᔂቯࡣࠊᆅ༊ഃࠊⲴⴥᒣ᪉㠃ࡢᩳ
㠃ࡀᔂቯࡋࡓࠋᔂቯࡣᆅୗࡢ⢓ᅵᒙࡽ⏕ࡌࡓつᶍᔂ
ቯ࡛࠶ࡾࠊ⛣ືᅵ㔞ࡣ 14000 ੑࢆ㉸࠼ࠊ㔞ࡢὶᮌࡼ
ࡗ࡚⿕ᐖࡀᣑࡋࡓ㸦┿-1㸧
ࠋᅇࡣඛ㐩ᆅ༊࡛ 9 ᪥
11㸸35 Ⓨ⏕ࡋࡓ⅏ᐖࢆ⤒㦂ࡋࡓఫẸࢆᑐ㇟ྜィ㸲㌺
ᕷᙺᡤࡢᢸᙜ⪅ᑐࡋ࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⪺ࡁྲྀࡾෆᐜࡣࠊ⅏ᐖࡢ㑊㞴⾜ືࡸሗࡢධᡭ᪉ἲࠊ
๓⌧㇟࡞ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ⅏ᐖᚋࡣඛ㐩ᆅ༊ࡢఫẸࡢ༙
ࡣࠊᕷᙺᡤࡢ㞄ࡢ⏣ἑ†⥲ྜ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㑊㞴ࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ⅏ᐖ┤ᚋࡣࠊᾘ㜵ᅋࡢࡧࡅ
ࡼࡾࠊᆅ༊ෆࡢ㧗ྎ࠶ࡿఫᏯࡸඛ㐩㤋୍㑊㞴
ࢆࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ⾜ᨻ࡛ 13㸸53 㑊㞴່࿌ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓࡀࠊ
༊㛗ࡀࡑࡢሗࢆᚓࡓࡢࡀࠊ14㸸30 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ
ᣦᐃ㑊㞴ᡤ࡛࠶ࡿ⏣ἑ†⥲ྜ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㑊㞴ࡍࡿࡼ
࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࠊኤ᪉ࡈࢁࡲ࡛ࢇࡢఫẸࡀ㑊㞴
ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㑊㞴່࿌Ⓨ௧ࡢ㐜ࢀࠊ༊㛗
ࡢఏ㐩ࡲ࡛ࡢࢱ࣒ࣛࢢ࡛࠶ࡿࠋ㑊㞴່࿌ࡣつᶍᔂ
ቯࡀ㉳ࡁࡓ⣙ 2 㛫༙ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ㞵ࡢࣆ࣮
ࢡࡣ 8 ྎ࡛࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊⓎ௧ࡀᚋᡭᅇࡗ
࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
ఫẸࡢ᪩ᮇ㑊㞴ࡶࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ
Ⓨ௧ࡋ࡚ࡶ⌧ሙ࡛⅏ᐖᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿ༊㛗ఏࢃࡾ࡙ࡽ
࠸ࡇࡀᅇࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࡼࡾ᪩ᮇ
Ⓨ௧ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸪ᒾᡭ┴㞸▼⏫ᶫሙᆅ༊㛵ࡍࡿఫẸࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ᶫሙᆅ༊ࡣࠊᒣࡢ㇂⨨ࡍࡿᆅ༊࡛࿘ࡾࡣ᳃ᯘᅖ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㐨 46 ྕ⥺ᕪࡍࡿᙧ࡛ᆅ༊ෆࢆ
❳ᕝࡀὶࢀ࡚࠾ࡾࠊᅇࡢ⅏ᐖࡣࠊୖὶࡽὶࢀ࡚ࡁࡓ
ὶᮌࡀᶫ⬮ࢆሰ࠸ࡔࡇ࡛Ỉࡀ㉺ὶࡋࠊᾐỈ⿕ᐖ࡞ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࠋࡑࡢỏ℃ࡼࡾࠊᆅ༊ࢆ㏻ࡿ၏୍ࡢ㐨࡛࠶ࡿ
ᅜ㐨 46 ྕ⥺ࡀᑍ᩿ࡉࢀࠊ
ᣦᐃ㑊㞴ᡤ࡛࠶ࡿᶫሙᑠᏛᰯࡸ
㐨ࡢ㥐㑊㞴ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊᆅ༊ࡀᏙ❧ࡋࡓࠋᅇ
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ࡣᆅ༊ෆ࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓ㸦┿-2㸧
ࠋ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉཧຍࡋࡓఫẸ 13 ேࢆᑐ㇟ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲タၥᩘࡣ 34 ၥ࡛࠶ࡿࠋ

┿ ᕷ࡛ᖹᡂᖺ᭶᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᩳ㠃ᔂቯ
ࡼࡿᅵ▼ὶ
㑊㞴ࡋࡓሙᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖᙜ㑊㞴ࡋࡓሙᡤࡘ
࠸࡚㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ㑊㞴ࡋࡓேࡢ༙ࡣᶫ
ሙᑠᏛᰯྥ࠼ࡎࠊከᑡࡢഛࡀ࠶ࡿᶫሙබẸ㤋
㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋࡲࡓࠊබẸ㤋㑊㞴ࡋ
ࡓேࡣබẸ㤋⮬యࡶᾐỈࡋ࡚ࡁࡓࡇࡽࠊእࡢ㐨㊰
㑊㞴ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡶ࠺ᑡࡋỈࡉࡀቑࡏࡤὶࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡑࡢሙᡤ㑊㞴ࡋࡓ⌮⏤ࢆ
⪺࠸ࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊ
ࠕ㐨ࡀ㏻ࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠖࡸࠕᾘ㜵ᅋࡸ
༊㛗ࡉࢇࡢᣦ♧࡛ࠖ࠸࠺⌮⏤ࡀከࡃࠊࡸࡣࡾ㑊㞴㊰ࡢ
ᑍ᩿ࡀࡁ࡞ᨭ㞀ࢆཬࡰࡋࡓࡇࡀศࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ
ᆅ༊࡛ࡣᾘ㜵ᅋࡀ᪩࠸ᮇࡽࡧࡅࢆࡋࠊ㑊㞴ࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୍㒊ࡢఫẸࡣ᪩ᮇᑠᏛᰯ㑊
㞴ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᏙ❧ࡋࡓఫẸࡶ↓බẸ㤋㑊㞴ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡸ㜵⅏㛵ಀ⪅ࡢ
⣲᪩࠸ุ᩿ࡀᆅ༊యࡢ᪩ᮇ㑊㞴⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡃࡿ࠸
࠺ࡇࡀゝ࠼ࡿࠋ

㸱㸬ᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫༡ఏἲᑎᆅ༊㛵ࡍࡿఫẸࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ

┿ 㞸▼⏫ᶫሙᆅ༊࡛⾜ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊ
 ᙳ 
༡ఏἲᑎᆅ༊ࡣࠊᡪ≧ᆅゝࢃࢀࡿᆅᙧ࡛୰ኸࢆᅄศ
ࡢ୍ᕝࡀ㏻ࡾࠊᬑẁࡣ㎰ᴗ⏝⏝ࡉࢀࡿ㎰ᴗ⏝Ỉ㊰
⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᕝᖜࡀ⊃ࡃࠊ
Ἑᗋࡀὸࡃࠊ
Ỉ⬟ຊࡀప࠸ࡓࡵࠊ▷㛫㞵ࡀ㝆ࡿὥỈ⅏ᐖࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࠋᅇࡢ⅏ᐖࡣࠊᆅ༊すഃࡢỈศ⚄♫㏆ࡃ
ࡽὶࢀฟࡿᅵ▼ὶࢆᅄศࡢ୍ᕝࡀฟࡋࡁࢀࡎࠊ㉺ὶ
ࡍࡿᙧ࡛ὥỈ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋᗈ⠊ᅖࢃࡓࡗ࡚ᐙᒇࡸỈ
⏣࡛ᾐỈ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋᮏᆅ༊࠾࠸࡚ࡶ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆ㛤ദࡋࡓ㸦┿-3㸧
ࠋᆅ༊ෆ࡛㛤ദࡉࢀࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉཧຍࡋࡓఫẸ 15 ேࢆᑐ㇟ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ⥲タၥᩘࡣ 22 ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᆅ༊࡛ࡶࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠࡛ࠕ㑊㞴ࡋࡓሙᡤࠖ
ࡘ࠸࡚⪺࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊᅇࠊᅇ⟅ࡋࡓఫẸࡢ୰
㑊㞴ࡋࡓఫẸࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᆅ༊ࡣ᫇ࡽᅄศࡢ୍
ᕝࡢỏ℃ࡼࡿὥỈࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕᅇࡶࡋࡓࡇ
ࡣ↓࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࠸࠺Ἔ᩿ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ
㝿㞵ࡢࣆ࣮ࢡ࡞ࡿࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸
㞵ࡽ࠼࡚࠸ࡿ᪉ࡀከࡃࠊࡑࡢࡇࢁࡣእࢆṌ࠸࡚㑊
㞴ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊ㑊㞴ࡋࡼ࠺ࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠸
࠺≧ែ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᚋࡢ㝆Ỉࡶぢ㏻ࡋࡓ᪩ᮇ㑊
㞴ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡵ
ᅗ-1  3 ᆅ༊ࡢఫẸࡢ㑊㞴⾜ືࡘ࠸࡚ࡲࡵࡓࠋᅗ
-1 ࡼࡾ⅏ᐖఫẸࡀ᪩ᮇ㑊㞴ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᚲせ࡞㡯┠
ࢆ᥎ᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎࠊุ᩿ຊࡢ࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮
ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋᶫሙᆅ༊ࡣ⾜ᨻࡽᣦ♧ࡀ࠶ࡿ๓⮬
㛗⮬ࡽุ᩿ࡋࠊ㑊㞴ࢆಁࡋࡓࠋࡇࡢุ᩿ࡼࡾࠊ୍㒊
ࡢఫẸࢆ᪩ᮇ㑊㞴ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻ
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
㑊㞴່࿌ࢆ᪩ᮇฟࡋࠊ
ఏ㐩ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⅏ᐖࡢඛ㐩ᆅ༊࡛ࡣᅵ◁⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡓᚋࡣࡍࡄࡣ
Ⓨ௧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡲࡾຠᯝࢆⓎࡋ࡞ࡗࡓࠋⓎ௧
ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࡸఏ㐩᪉ἲࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾ㎿㏿Ⓨ
௧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚഛࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ༡ఏἲᑎᆅ༊
ࡢ⤖ᯝࡽࢃࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕ㐣ཤྠ⛬ᗘࡢ⅏ᐖࢆ⤒㦂
ࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓఫẸࡶᅇࡢ⅏ᐖ࡛㑊㞴⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡇࡽࠊ⿕⅏⤒㦂ࢆḟࡢ⅏ᐖᙺ❧࡚ࡿࡇࡀ
㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ୍ᗘ⅏ᐖ⿕⅏ࡋࡓᚋࡶࠕ࠶ࡢࡣ
ᛧࡗࡓࠖ
࡛῭ࡲࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕḟ㉳ࡁࡓࡁ࠺
⾜ືࡋࡼ࠺ࠖ⪃࠼࡚࠾ࡃࡇࡀࠊࢆᏲࡿࡓࡵᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓḟࡢ⾜ືࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡓࡵࠊ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞ఫẸࡀ㞟ࡲࡾࠊ
⅏ᐖࡘ࠸࡚ࡾ㏉ࡾࠊ
ᚋࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿሙࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋᮏ
ሗ࿌ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓఫẸࡢⓙᵝ㸪ᕷ⏫ᮧࡢ
᪉ࠎ㸪ᒾᡭ┴◁㜵⅏ᐖㄢ㸪ᒾᡭ┴ᨻ⟇᥎㐍ᐊࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿከࡃࡢ᪉ࠎཌࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

  ᅗ㸫㸯 㸱ᆅ༊ࡢఫẸࡢ㑊㞴⾜ືࡘ࠸࡚
ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸
 Ⰻἑ㐨ஓ㸦ศᢸᇳ➹㸧
㸦㸧
ᒾᡭ┴࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇἲࡢ᥎㐍ྥࡅࡓ᪉⟇ࡢ᳨
ウ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ ᒾᡭ┴┴Ẹ༠ാᆺホ౯᥎㐍ᴗ㸪
SS㸬
 㛗㇂ᕝுኴ࣭Ⰻἑ㐨ஓ࣭Ⳣཎ᫂⚈࣭ᒣ⏣㇂⪽ኴ  
⛅⏣࣭ᒾᡭ㞵⅏ᐖ࠾ࡅࡿఫẸࡢ㆙ᡄ㑊
㞴㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ㸬ᅵᮌᏛᮾᨭ㒊ᖹᡂ  ᖺᗘᢏ

┿ ⣸Ἴ⏫ᶫሙᆅ༊࡛⾜ࢃࢀࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ
ᵝᏊ  ᙳ 

⾡◊✲Ⓨ⾲㸬
 Ⰻἑ㐨ஓ㸦ศᢸᇳ➹㸧
㸦㸧
  ᖹᡂ  ᖺᗘᅜᅵ㏻┬Ἑᕝ◁㜵ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨไ
ᗘ᥇ᢥㄢ㢟࣭ⅆᒣᆅᇦ࠾ࡅࡿつᶍᅵ◁⅏ᐖ
ࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨ◊✲ࠕⅆᒣᆅᇦ࠾ࡅࡿ
ᶞᮌࢆక࠺ᒣ⭡ᔂቯࡢⓎ⏕ὶືࠖ
㸬
㸪
㸬
自然災害解析部門
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自然災害解析部門
ࢥڠ໐ڠ໐Ȇࡔڦຮܱġ
工学部・小笠原敏記
せ᪨㸸㐠Ⴀ࠾ࡼࡧᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡋ࡚㸪ὠἼ㜵⅏ᢏ⾡ᑓ㛛ጤဨࢆࡣࡌࡵ㸪ᅜ㸪┴㸪ᕷ⏫ᮧࡢྛ✀ጤ
ဨጤဨࡋ࡚ཧຍࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ஂឿ㧗ᰯ࡚㸪
ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓὠἼ㜵⅏ᑐࡍࡿᚰᵓ࠼ࠖ㢟ࡋ࡚㜵⅏
ㅮヰࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡉࡽ㸪㜵⅏Ꮫ⩦ᩍᮦࡢ㞵࣭ὥỈ⦅࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯࡢඣ❺࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟ࡋࡓ㞵࣭ὥ
Ỉ㛵ࡍࡿࢹࢪࢱࣝ∧㜵⅏Ꮫ⩦ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᶵ㛵ࡢὶ࡛ࡣ㸪㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤࡢᐑྂ‴⌧ᆅほ 㸪⡿
ᅜ࣮࣒ࣛᏛࡢᅜ㝿ὶཧຍࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪◊✲ㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᰝㄞㄽᩥࢆ㸴⦅ᇳ➹ࡋࡓ㸦ෆ㸰⦅➨୍ⴭ⪅㸧
㸬ཱྀ㢌
Ⓨ⾲࡛ࡣ㸪㸲⦅ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ὠἼ㸪㞵㸪ὥỈ㸪㜵⅏Ꮫ⩦ᩍᮦ㸪Ỉ⌮ᐇ㦂㸪ᘓ≀⪏ຊホ౯
㸯㸬㜵⅏Ꮫ⩦ᩍᮦ㸦㞵࣭ὥỈ⦅㸧ࡢ㛤Ⓨ
ࡇࡢ㜵⅏ᩍ⫱ᩍᮦࡣ㸪࠸ࢃ࡚ࡢ⯆ᩍ⫱࠾ࡅࡿ㸱ࡘ
ࡢᩍ⫱ⓗ౯್ලయࡢ  㡯┠ࡢࠕ㸱ࡑ࡞࠼ࡿࠖᑐᛂࡍ
ࡿࡼ࠺㸪ᑠᏛᰯࡢඣ❺࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟㸪
ᒾᡭ┴࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠕ㞵࣭ὥỈࠖࡢ⅏ᐖࢆ
ᑐ㇟ࡋ࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㞵࣭ὥỈ⅏ᐖ
ࡢ⿵㊊㈨ᩱࡋ࡚ᅵ◁⅏ᐖ㸦㈨ᩱ㸧⦅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏᩍᮦࡢ≉ᚩࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
(1)

ᆅᇦᛶ࠶ࡿ࠸ࡣඣ❺⏕ᚐࡢ⌮ゎຊ㸦Ꮫᖺ㸧ᛂࡌࡓ
ᤵᴗࢆᵓᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮚ࡛ࡣ࡞ࡃ㟁
Ꮚࣇࣝᙧᘧࡢ㈨ᩱࢆグ㘓ࡋࡓ '9' ࢆ፹యࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ᢸᙜᩍㅍࡀ⮬ࡽᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚㸪ヱᙜࡍࡿ
Ⓨ㐩ẁ㝵ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞⣲ᮦࢆ⮬⏤ྲྀᤞ㑅ᢥ࡛


ࡁࡿ㸬
(2)

ゎㄝࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ㸬
(3)

ᅗ㞵ࡢᵝᏊࢆ⾲ࡋࡓࣛࢫࢺ

ᩍㅍ⮬㌟ࡢᏛ⩦ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ㸪せ࡞㈨ᩱࡣ
ࢽ࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣅࢹ࢜࡞ࡢື⏬ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺㸪ࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࢆᇶᮏࢯࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿ㸬

 ᩍᮦࡢෆᐜࡣ㸪᪥ᮏࡢἙᕝࡢ≉ᚩ㸪㞵࣭ྎ㢼ࡣ㸪
Ỉᐖࡢཎᅉ㸪⿕ᐖࡢᐇែ࣭ᐇ㸪࢝ࢫ࣭ࣜࣥ࢜ࣥྎ
㢼㸪㞵࣭ὥỈᑐ⟇㸪Ẽ㇟ሗ࣭ఏ㐩᪉ἲ㸪⅏ᐖࡢఏᢎ㸪
㜵⅏ຊࡢྥୖࡢ  㡯┠ࡽ࡞ࡿ㸬
 ᩍᮦࡢ㛤Ⓨయไࡣ㸪ᒾᡭ┴ᒾᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ㸪┒ᒸẼ㇟ྎ㸪⾜ᨻᶵ㛵㸦ᅜᅵ㏻┬

ࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࡣ㸪ᩍ⫱⌧ሙࡢ⏕ࡢኌࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ
ࡢὶࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 㛤Ⓨࡋࡓᮏᩍᮦࡣ㸪
ᒾᡭ┴ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㓄ᕸࡉࢀ㸪
ྛᩍ⛉㸪㐨ᚨ㸪≉ูάື㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㛫࡞ࡢ㈨ᩱ㸪
ࡲࡓࡣࠕᒾᡭ┴⯆ᩍ⫱ㄞᮏࠖࡢ⿵㊊㈨ᩱࡋ࡚ά⏝
ࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ㸪ኟఇࡳ࣭ఇࡳࡢ㛗ᮇఇᬤࢆ⏝ࡋ࡚㸪
ᩍᮦࡢෆᐜ⌮ゎ࠾ࡼࡧᶍᨃᤵᴗࡢ◊ಟࢆ⥅⥆ⓗ㛤ദ
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
㸰㸬‽
‽ᐃᖖὶ୰࠾ࡅࡿᵓ㐀≀࿘ࡾࡢὶయ≉ᛶ㛵ࡍࡿ
Ỉ⌮ᐇ㦂

ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁᒾᡭἙᕝᅜ㐨ᕤົᡤ㸪ᒾᡭ┴㸧
㸪ᩍ⫱

ὠἼࡣ㝣ୖ㐳ୖࡋࡓᚋ㸪ỏ℃ὶࡋ࡚ᗈ⠊ᅖΏࡗ

ᶵ㛵㸦ୖ⏣ᑠᏛᰯ㸪ᒾᡭᏛ㝃ᒓ୰Ꮫᰯ㸧
㸪Ẹ㛫ࢥࣥࢧࣝ

࡚ேⓗ࣭≀ⓗ⿕ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㸬ὠἼỏ℃ὶࡣ㸪ඛ➃㒊

ࢱࣥࢺࡀཧຍࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᒾᡭᏛᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕㸪

ࡢ⾪ᧁⓗ࡞ẁἼἼᅽࡑࡢ⫼ᚋࡢ‽ᐃᖖⓗ࡞ᣢ⥆Ἴᅽࡢ

ᅗ ♧ࡍࡼ࠺࡞㞵ࡢᵝᏊࡢ≧ἣࡀᐜ᫆⌮ゎ࡛ࡁ

ᙧែ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᵓ㐀≀ഃ㠃స⏝ࡍࡿᣢ⥆Ἴ

ࡿࡼ࠺࡞ࣛࢫࢺࡢ౫㢗ࢆࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈨ᩱࡢᩘ

ᅽ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪వࡾࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪

ࡣ⣙  ཬࢇ࡛࠸ࡿ㸬
 DVD 㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯపᏛᖺ࠾ࡼࡧ㧗Ꮫᖺ⏝

ὠἼỏ℃ὶࡢ‽ᐃᖖ㒊ࢆ‶ࡓࡋࡓὶࢀࢆⓎ⏕ࡉࡏ㸪ࡑࡢ
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୰タ⨨ࡉࢀࡓᶍᆺᵓ㐀≀࿘ࡾࡢὶయ≉ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑ

ࡢ๓㠃ഃ㠃ࡢỈ㸪ὶ㏿࠾ࡼࡧᅽຊࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿ㸬
ᐇ㦂ࡣ㸪ᅗ ♧ࡍࡼ࠺࡞ᚠ⎔ᘧ㛤Ỉ㊰ 㛗ࡉ P㸪㧗

10

ᶍᆺᵓ㐀≀
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䜰䜽䝸䝹

100
Ỉィ

ὶ㏿ィ

flow

10
h0=5

ࡉ P㸪ᖜ P ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡑࡢୖὶ➃ࡽ P ࡢ⨨㧗

1 4

4 1

ࡉ FP ࡢࢡࣜࣝ〇ࡢྎࢆタ⨨ࡋ㸪ࡑࡢୖ࢘ࣞࢱࣥᶞ
⬡ࡢ❧᪉యᶍᆺᵓ㐀≀ ୍㎶ FP ࢆᶓ᩿㠃୰ኸࡢ⨨

5

4

Pf3

ഃ㠃

ࡋ㸪ࢡࣜࣝኳ➃ࢆ㝣ᇦぢ࡞ࡋ࡚㸪FP ࡽ FP ࡲ

4

Pf2

Ps3 Ps2 Ps1

ᅛᐃࡋ࡚㸪⦰ᑻ  ࡛ᐇࡋࡓ㸬ึᮇỈ K FP 

Pf1

5

flow

ᅽຊィ

༢䠖cm

ᅽຊィ

ὶ㏿ィ

๓㠃

ᅗᐇ㦂ࡢᴫせィ ᶵჾࡢ⨨

࡛ࡢ  ㏻ࡾࡢᾐỈ῝࡞ࡿࡼ࠺࡞‽ᐃᖖὶࢆⓎ⏕ࡉࡏ
ࡓ㸬ྛᾐỈ῝ࡘᵓ㐀≀ࡢ᭷↓ᑐࡋ࡚㸪ィ 㛫ࢆ 

12

Pf1
Pf2
Ps1
Ps2
Ps3

⛊㛫ࡋ㸪㹼 ᅇࡢ⧞ࡾ㏉ࡋィ ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᵓ㐀≀๓㠃
࠾ࡼࡧഃ㠃ࡣ㸪ᅽຊィࢆ㸴࢝ᡤ ๓㠃㸸ᵓ㐀≀ᗏ㠃ࡽ

8
P /Ug [cm]

㸪㸪FP㸪ഃ㠃㸸ᵓ㐀≀๓㠃ࡽ 㸪㸪FP タ⨨ࡋ㸪
ᵓ㐀≀๓㠃࠾ࡼࡧഃ㠃㏆ഐỈィ࠾ࡼࡧᗏ㠃ὶ㏿ィࢆ
タ⨨ࡋࡓ㸬

㟼Ỉᅽ

4

 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ὠἼỏ℃ὶࡢ‽ᐃᖖὶ୰ࡢᵓ㐀≀๓㠃స
0

⏝ࡍࡿᅽຊࡣ㸪ᅗ ♧ࡍࡼ࠺㟼Ỉᅽ࡛㏆ఝ࡛ࡁ㸪ഃ
㠃ࡣ࡛᭱ࡶ๓㠃ࡢ⣙㸵ࡲࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬

0

4

ࡲࡓ㸪
ഃ㠃ࡢὶࢀࡀᑕὶ㑄⛣ࡍࡿ ࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚㸪
ࡓ㸬ࡉࡽ㸪ᅗ ࠾ࡼࡧᅗ ♧ࡍࡼ࠺ᵓ㐀≀๓㠃
ࡋࡓᣦᩘ㛵ᩘ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࡇࢆ♧၀ࡋࡓ  㸬

┦㛵ಀᩘ䠖|r|=0.85

hs/hf

0.8
0.6

ጤဨάືࡢ୍ࡋ࡚㸪ᒾᡭ┴ࡼࡿ㧗⏣ᆅ༊ᾏᓊ

0.4

㣴ᢏ⾡᳨ウጤဨጤဨ㛗ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬㟷

0.2

hs
hf

◁㟷ᯇࡤࢀ࡚࠸ࡓ㧗⏣ᯇཎᾏᓊࡢᅇࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪
0

◁ࡢ㑅ᐃࡸ㣴ࡢᕤ᪉ἲ㸪⎔ቃࡢᙳ㡪ホ౯࡞ࡢ᳨ウ

0.5

1

ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ὠἼࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸࡑࡢ≉ᚩ㸪ࣁ࣮ࢻ࣭

0.6

ᑠ➟ཎᩄグ㸪୕ᶫᐶ㸪ሜⱱᶞ㸦㸧
㸸‽ᐃᖖὶ୰࠾ࡅࡿᵓ㐀
≀࿘ࡾࡢὶయ≉ᛶ㛵ࡍࡿỈ⌮ᐇ㦂㸪ᅵᮌᏛㄽᩥ㞟 %㸦ᾏᓊᕤ
Ꮫ㸧
㸪9RO㸪1R㸪,B,B㸬





Ps/Pf

0.8



1.5

2

1

ࡿᚰᵓ࠼ࠖ㢟ࡋ࡚㸪ࡇࡢ㟈⅏ࡼࡿஂឿᕷࡢ⿕ᐖ≧ἣ

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸

2 hi
5 h0

2.5

ᅗ ᵓ㐀≀๓㠃࣭ഃ㠃ࡢᾐỈ῝ẚ KVKI 
↓ḟඖධᑕỈ KLK ࡢ㛵ಀ

ྡᑐࡋ࡚㸪
ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓὠἼ㜵⅏ᑐࡍ

ࢯࣇࢺᑐ⟇࡞ࡢゎㄝࢆ⾜ࡗࡓ㸬

e



hi/h0

ࢆ⾜࠸㸪
ᖹᡂ  ᖺᗘヨ㦂ᕤࢆ⾜࠺ẁ㝵ࡲ࡛㐍ᤖࡋ࡚
ࡲࡓ㸪ฟ๓ㅮ⩏ࡢ୍ࡋ࡚㸪ஂឿ㧗ᰯࡢ  ᖺ⏕ 

12

1

ഃ㠃ࡢỈ࠾ࡼࡧᅽຊࡢẚࡣ㸪↓ḟඖධᑕỈࢆኚᩘ

࠸ࡿ㸬

8

ᅗ ᵓ㐀≀๓㠃࣭ഃ㠃ࡢᅽຊධᑕỈ
KL ࡢ㛵ಀ 3I㸸๓㠃㸪3V㸸ഃ㠃 

ࡑࡢᅽຊศᕸࡀሙᡤࡼࡾࡁࡃኚࡍࡿࡇࡀࢃࡗ

㸱㸬ጤဨάື࠾ࡼࡧฟ๓ㅮ⩏

hi [cm]

0.4

Ps
Pf

0.2
0

Ps1/Pf1
Ps2/Pf1
Ps3/Pf1

┦㛵ಀᩘ䠖|r|=0.86

0.5

1

hi/h0

1.5

e

2

 2.38

hi
h0

2.5



ᅗ ᵓ㐀≀๓㠃࣭ഃ㠃ࡢᅽຊẚ 3V3I 
↓ḟඖධᑕỈ KLK ࡢ㛵ಀ
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ুடबٺٜଢ଼໐ġ
ࢥڠ໐Ȇઐႅဇၖঊġ
せ᪨㸸ᒾᡭ┴ෆࡢὥỈ㑊㞴㛵ࡍࡿሗఏ㐩ࡘ࠸࡚ࠊⰼᕳᕷ࡛ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⾜ᨻࡀⓎ⾲ࡋࡓ㑊㞴ሗࢆఫẸࡀࡢ
ࡼ࠺ཷࡅࠊ㑊㞴ࢆุ᩿ࡍࡿࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋⰼᕳᕷࡣ㑊㞴່࿌Ⓨ⾲ᑐ㇟ᆅᇦࡢဨࡢ㑊㞴ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡽࠊఫẸࡢ୰ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿࡲ࡛㑊㞴ࡋ࡞࠸࠸࠺ᅇ⟅ࡶぢࡽࢀࠊ㑊㞴ሗ㛵ࡍ
ࡿ⾜ᨻఫẸࡢㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝࢆྵࡵࡓὥỈࡢሗఏ㐩㑊㞴㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ⛅⏣┴₲ୖᕷ࡛⾜
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ⌫⎔ቃࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ᖹᡂ 25 ᖺ 8 ᭶Ⓨ⏕ࡋࡓ⛅⏣ᒾᡭ㞵⅏ᐖࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࠊᾏᓊᕤᏛㅮ₇࡛ᒾ
ᡭ┴ἢᓊ࠾ࡅࡿ⁺ᴗ⪅ὠἼ㑊㞴ᑠ୰ᏛᰯࡢὠἼ㑊㞴㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛ࡣࠊ㜵⅏ࢥ࣮ࢫ࡛ࡢㅮ⩏ࠊᐇ㦂ࠊ₇⩦㐠Ⴀࢆᢸᙜࡋࡓࠋ
ὥỈࠊὠἼࠊ㑊㞴ࠊ㑊㞴່࿌ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࠊⰼᕳᕷ
ὥỈ㛵ࡍࡿ㑊㞴ሗఏ㐩≧ἣㄪᰝ

ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊὥỈఫẸఏ࠼ࡿሗࡢ✀㢮

ࡣࡌࡵ

ఏ㐩᪉ἲࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ㑊㞴‽ഛሗࠊ㑊㞴່࿌ࠊ㑊㞴

ⰼᕳᕷୖᕝὶᇦࡣ㐣ཤ࢜ࣥྎ㢼ࡸ࢝ࢫࣜࣥྎ

ᣦ♧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ㝿ࡣࠊࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜ࠊ⥭ᛴ㏿ሗ࣓

㢼ࡼࡿὥỈ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࢲ࣒ࡸሐ㜵ࡀᩚഛࡉࢀ

࣮ࣝࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࢆ㏻ࡌࡓሗᥦ౪

ࡓᚋࡶୖᕝࡸࡑࡢᨭὶࡢỏ℃࡛⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᖹ

ࢆ⾜࠸ࠊ㑊㞴່࿌ࡲࡓࡣ㑊㞴ᣦ♧Ⓨ௧ࡣࠊᕷࡢᢸᙜ

ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ㞵ࡢ㝿ࡶࠊ
ᐙᒇᾐỈ➼ࡢ⿕ᐖࡀⓎ⏕

⪅ࡀྛ⮬㜵⅏⤌⧊ࡢ㛗ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦఫẸሗᥦ౪

ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㑊㞴ࡼࡿὥỈᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࢆࡍࡿయไࢆᖹᡂ  ᖺࡽྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᕷ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᚋࡶఫẸࡢὥỈ㑊㞴ࡀᚲせ࡞ࡿⰼᕳ

⫋ဨࡸᾘ㜵⨫⫋ဨࠊᾘ㜵ᅋࡀᑐ㇟ᆅᇦࡢᡞࢆᕠᅇࡋࠊ

ᕷࡢሗᥦ౪ࡢෆᐜࡸᡭẁࠊఫẸࡢሗྲྀᚓࡑࡢᚋ

ᡞู㑊㞴ࢆಁࡍయไࢆࡗ࡚࠾ࡾࠊఫẸࡣࠊ」ᩘࡢ

ࡢ⾜ືࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽࡋࠊ᭷ຠ࡞㜵⅏యไ࡞ࡗ࡚࠸

ሗ※ࡽ㑊㞴ሗࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊⰼᕳᕷᙺᡤࠊⰼᕳᕷᾘ㜵⨫ࠊᾘ



㜵ᅋࡢࣄࣜࣥࢢㄪᰝఫẸ⮬㜵⅏⤌⧊ࡢ㛗ࢆ

ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ

ᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣఫẸ

ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸᩘࡣࠊྜィ࡛⣙  ㏻ࠊᅇᩘࡣ 

ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝࡽᆅ

㏻࡛ࠊᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋ᛶูࡣᅗ㸫 ♧ࡍ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᇦࡢ㜵⅏యไࡀຠᯝⓗᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ

 ௦⏨ᛶࡢᅇ⟅⪅ࡀࡶࡗࡶከ࠸ࡀࠊ୍ᡞ୍㏻㓄ᕸࡋ



ࡓࡓࡵࠊ௦⾲⪅ࡋ࡚ᖺ㛗ࡢ⏨ᛶࡀᅇ⟅ࡋࡓࡀከࡗ

ㄪᰝ᪉ἲ

ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ⰼᕳᕷࡀỈᐖⓎ⾲ࡍࡿ㑊㞴ሗࡢఫẸࡢఏ㐩᪉
ἲࡘ࠸࡚ࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ⰼᕳᕷᙺᡤ㜵⅏༴ᶵ
⟶⌮ㄢࠊ ᭶  ᪥ⰼᕳᕷᾘ㜵⨫⥲ົㄢᾘ㜵ᅋಀࠊ
᭶  ᪥ⰼᕳᕷෆࡢᾘ㜵ᅋᅋ㛗ࡢࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ᭶ ࠊ ᪥ࡣᾐỈࡀᐃࡉࢀࡿⰼᕳᕷ▼
㫽㇂㸦ඵᖭᆅ༊ࠊዲᆅᆅ༊ࠊඵ㔜⏿ᆅ༊㸧ࡢఫẸᑐࡋ
࡚ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋࠊձᅇ⟅⪅ᒓᛶࠊղ㑊㞴ሗࡢྲྀ
ᚓᡭẁ㑊㞴ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࠊճᚋࡢ㜵⅏యไࡘ࠸
࡚ồࡵࡿࡇࠊ㛵ࡋ࡚ᑜࡡࡓࠋ

ᅗ㸯 ᅇ⟅⪅ᖺ㱋࣭ᛶู㸦1 㸧





ࣄࣜࣥࢢㄪᰝ⤖ᯝ

⾲ ࠊ㑊㞴ሗࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࡁ

ⰼᕳᕷᙺᡤࠊⰼᕳᕷᾘ㜵ᮏ㒊ࠊⰼᕳᕷෆࡢᾘ㜵ᅋࣄ
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㑊㞴ࡍࡿࡋ࡞࠸ࠊᑐࡍࡿᅇ⟅⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ

㑊㞴ᣦ♧Ⓨ௧ࡣ  ࡢఫẸࡀ㑊㞴ࡍࡿᅇ⟅ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᡞูゼၥࡼࡿሗఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣛࢪ
࢜ࡸ࣓࣮ࣝ࡞࡛㑊㞴ᣦ♧Ⓨ௧ࢆ▱ࡗࡓࡔࡅ࡛ࡶࠊఫẸ
ࡀ㑊㞴ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

⾲ 㑊㞴ሗⓎ௧ࡢ㑊㞴ࡢุ᩿
㑊㞴ሗ㻌
㑊㞴䛩䜛㻌
㑊㞴‽ഛሗ㻌
㻠㻠䚹㻤㻑㻌
㑊㞴່࿌㻌
㻣㻤䚹㻝㻑㻌
㑊㞴ᣦ♧㻌
㻥㻝䚹㻤㻑㻌

㑊㞴䛧䛺䛔㻌
㻡㻡䚹㻞㻑㻌
㻞㻝䚹㻥㻑㻌
㻤䚹㻞㻑㻌


ᅗ ࠊ⌧ᅾࠊ⮬㜵⅏⤌⧊ᾘ㜵ᅋࡀ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᚋ⾜ࡗ࡚ࡋ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿάືࡘ࠸࡚ᅇ⟅⪅ᩘࢆ
♧ࡍࠋせㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭᑐࡋ࡚ࠊ᭱ࡶᅇ⟅⪅ᩘࡀ
ከ࠸ࠋ


◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲
  ᖺ  ᭶⾜ࢃࢀࡓᆅ⌫⎔ቃࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊ
ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓ⛅⏣ᒾᡭ㞵⅏ᐖࡢࣥࣇࣛ⿕
ᐖ㛵ࡍࡿⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
  ᖺ  ᭶⾜ࢃࢀࡓᾏᓊ㧗㢠ㅮ₇࡛ࠊᮾ᪥ᮏ
㟈⅏࠾ࡅࡿ⁺ᴗ⪅ࡢ㑊㞴ᒾᡭ┴ἢᓊࡢ⯪እᶵ᭶⁺⯪
ࡢὠἼ㑊㞴ᑐ⟇ࡢ⌧≧㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࠊᮾ᪥ᮏ㟈
⅏ࡢᒾᡭ┴ἢᓊᑠ୰ᏛᰯࡢὠἼ㑊㞴≧ἣ㛵ࡍࡿㄪᰝ
⤖ᯝ㛵ࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  

࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀㅮ⩏
 㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࢥ࣮ࢫ࡛ࠊ≀⌮㸦Ἴື㸧ࡢㅮ⩏ὠἼ
㛵ࡍࡿᐇ㦂ࠊ₇⩦ࡢᣦᑟࠊ㛤ᰯᘧࡸ⤊ᘧࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸
(1) 㔝ᆏ♸㈗࣭ᯇᯘ⏤㔛ᏊࠊⰼᕳᕷࡢỈᐖ࠾ࡅࡿఫẸࡢሗྲྀᚓ



㑊㞴⾜ື㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠋᅵᮌᏛᮾᨭ㒊ᢏ⾡◊✲Ⓨ⾲ㅮ₇

⪃ᐹ
㑊㞴່࿌ࠊ㑊㞴ᣦ♧Ⓨ௧ࢆ▱ࡗࡓࡁࡢఫẸࡢ㑊㞴⋡

ᴫせ㞟ࠋϩ㸫ࠊࠊᅵᮌᏛᮾᨭ㒊
(2) ᯇᯘ⏤㔛Ꮚ࣭⸨᳃┤ே࣭ஂಖዉኸ࣭ሜⱱᶞࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈ

ࡀ㧗࠸ࠊᡞูゼၥࡼࡿ㑊㞴ࡧࡅࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ

ᆅ㟈ὠἼࡑࡢᚋࡢᒾᡭ┴ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢὠἼ㑊㞴⾜ືࠊᅵᮌ

༑ศ࡞ሗఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤఫẸࡀ㑊㞴ࡍࡿࡇࡀண

Ꮫㄽᩥ % ᾏᓊᕤᏛ ࠊ9ROࠋ  1Rࠋࠊ,B,Bࠊ


ࡉࢀࠊᡞูゼၥࢆ⾜ࢃࡎ⅏ᐖせㆤ⪅ࡢᨭࢆᙉ


ࡍࡿࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

⛅⏣┴₲ୖᕷ࡛ࡢ㜵⅏ㅮ₇࡛ࡢㅮ₇
  ᖺ  ᭶  ᪥⛅⏣┴₲ୖᕷ࡛ࠊᕷẸྥࡅࡢ㜵⅏
ㅮ₇࡛ὥỈ㛵ࡍࡿᒾᡭ┴࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶࠊὥ
Ỉ㠀㞴ᚲせ࡞ሗࡢఏ㐩㛵ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊఫẸ
ࡢពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 ᖺ  ᭶ࠊᅵᮌᏛ
(3) ᯇᯘ⏤㔛Ꮚ࣭ఀ⸨ဏⰋ࣭▼⏣㑈♸ࠊᒾᡭ┴ἢᓊ࠾ࡅࡿ⁺⯪ࡢὠ
Ἴ㑊㞴ࡘ࠸࡚ࠊᅵᮌᏛㄽᩥ㞟 % ᾏᓊᕤᏛ 

9ROࠋ

  1Rࠋ,B,Bࠋ ᖺ  ᭶ࠊᅵᮌᏛ
(4) ᯇᯘ⏤㔛Ꮚ࣭Ώ㎶୍ஓ࣭ᕝ㉺Ύᶞࠋ㞵Ⓨ⏕ࡀ♫ᇶ┙タཬ
ࡰࡋࡓ⿕ᐖ㛵ࡍࡿ◊✲ࠋᅵᮌᏛㄽᩥ㞟 *㸦⎔ቃ㸧9ROࠋ  
1Rࠋ,B,Bࠋ ᖺ  ᭶ࠋᅵᮌᏛ

ᅗ ⮬㜵⅏⤌⧊ࠊᾘ㜵ᅋᑐࡋ࡚ồࡵࡿάື
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ুடबٺٜଢ଼໐ġ
౷֖ཡबࡄݪΓϋΗȜȆၧ֚ġ
せ᪨㸸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏క࠺ὠἼ⿕ᐖࡸὠἼ⅏ᐖ㛵㐃ࡍࡿㅖゎᯒ㸪ᆅᇦఫẸ࠾ࡼࡧ⮬యࡢᏛ⾡ⓗ㈉⊩࡞ࡽࡧ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࡞㐠Ⴀࢆ⾜࠺Ⅽ㸪⌧ᆅㄪᰝ࠾ࡼࡧ⌧ᆅࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃ࡞ࡽࡧྛ✀సᴗࢆᐇࡋ
ࡓ㸬⌧ᆅ࡛ࡢάືࡣ㸪ὠἼᾐỈ༊ᇦࡢ⎔ቃኚࡢグ㘓㸪㜵⅏ᙉ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ᳨ウ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉཧ⏬㸪ὠἼ㜵⅏ࡢၨⓎάື㸪ྛ✀ጤဨࡢฟᖍ࡛࠶ࡿ㸬㐠Ⴀάືࡣ㸪ᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㛤ദ㸪ᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺
㆟㛵㐃࣋ࣥࢺ➼ࡢࣇ࢛࣮࣒࣭ࣛࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദ㸪◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᨵಟ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ᭦᪂㸪ྛ✀࣋ࣥ
ࢺࡢົᒁ㸪GIS ࢧ࣮ࣂࡢ㐠⏝㸪ࢹ࣮ࢱඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠⏝➼ከᒱࢃࡓࡿ㸬
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ὠἼ⿕ᐖ㸪GIS㸪ὠἼ㜵⅏ࡢᬑཬάື㸪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀάື
㸯㸬⌧ᆅ㋃ᰝ㈨ᩱࡢ :HE*,6 ᵓ⠏࠾ࡼࡧࢵࣉࢹ࣮ࢺ

ࡉࡗࡓഴྥ➼ࢆ⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬

㐣ᖺᗘసᡂࡋࡓᾏᓊಖタ⌧ᆅ㋃ᰝ㸪⏬ീゎᯒࡼ
ࡾᚓࡽࢀࡓὠἼᾐỈቃ⏺⥺ࡢ⌧ᆅ㋃ᰝຍ࠼㸪㟈⅏ࡽ
3 ᖺ༙⤒㐣ࡋࡓἢᓊᆅᇦࡢᾏᓊᆅᇦࡢ≧ἣ㸪ᒾᡭ┴㜵⅏
࣊ࣜࡼࡿᾏୖどᐹࡢᫎീࢆ Web GIS ୖྲྀࡾ⧳ࡵࡓ㸬
ࡇࢀࡽ㈨ᩱࡣ୍⯡බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㄡ࡛ࡶ㜀ぴࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬









ᅗ ᘓ≀ᵓ㐀࣭ᘓ≀ᐦ㞟ᗘ࣭ᾐỈ῝ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ



ᒾᡭ┴ෆᘓ≀⩌ࡢቯ☜⋡ࣔࢹࣝ
















ᅗ ⌧ᆅㄪᰝࡢ⤂ :HE ࣮࣌ࢪ

㸰㸬ὠἼᑐࡍࡿᘓ≀⩌⿕ᐖ☜⋡ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ




㝣ୖᇦ࡛ࡢὠἼᾐỈ≧ἣᘓ≀◚ቯࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㸪



ὠἼᩘ್ࣔࢹࣝࡼࡾᚓࡽࢀࡓᾐỈ῝ GIS ゎᯒࡽᢳ



ฟࡋࡓᘓ≀ᐦ㞟ᗘ╔┠ࡋࡓゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬㝣๓㧗⏣୰



ᚰ㒊࡛ࡣᾐỈ༊ᇦࡢ 45.8%ࡢᘓ≀ࡀᾐỈ῝ 9-11m ࡛࠶ࡗ



ࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ᘓ≀ᐦ㞟ᗘࡢศᯒࡽ㸪Ꮩ❧

ᅗ 㝣๓㧗⏣୰ᚰ㒊࡛ࡢὠἼᾐỈ῝࣭ᘓ≀⿕ᐖ≧ἣ

ࡋ࡚࠸ࡿ RC 㐀࣭S 㐀ᘓ≀ࡣᕤሙ࣭බඹタ➼ࡢሀ∼࡞

㸦ᕥᅗ㸧ࣔࢹࣝࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓᘓ≀⿕ᐖ㸦ྑᅗ㸧

ᘓ≀ࡀከ࠸ࡢᑐࡋᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿ RC 㐀࣭S 㐀ᘓ≀ࡣఫ
Ꮿ࣭ඹྠఫᏯࡀከࡃ㸪ᾐỈ῝ࡀ 2m ௨ୗ࡛ࡣᏙ❧ᘓ≀ࡢ

㸱㸬㝆㞷ᮇ╔┠ࡋࡓὠἼ㑊㞴㊰ࡢ༴㝤ᛶホ౯
㝆㞷ᮇὠἼ㑊㞴⾜ື࠾ࡅࡿ㞷ᑐࡍࡿ㌿ಽࣜࢫࢡ

᪉ࡀቯ⋡ࡀపࡗࡓ㸬
ᾐỈ῝2m ௨ୗ࡛ࡢW 㐀ᘓ≀ࡣ㸪

↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪GIS ࢆ⏝࠸ࡓὠἼ㑊㞴㊰ࡢ༴㝤ᛶホ౯㛵

ᘓ≀ᐦ㞟ᗘࡢୖ᪼క࠸ቯ⋡ࡀపୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽഴྥ

ࡍࡿ✵㛫ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬㐣ཤࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࡽ㸪ᒾᡭ┴

ࢆ⪃៖ࡋࡓᘓ≀ᵓ㐀࣭ὠἼᾐỈ῝࣭ᘓ≀ᐦ㞟ᗘࢆㄝ᫂ኚ

ἢᓊᆅᇦ࡛ࡣ 1 ᭶᭱ࡶẼ ࡀୗࡀࡿࡀ㸪㝆㞵ࡀ㝆㞷

ᩘࡍࡿᘓ≀⩌ࡢ◚ቯ☜⋡ศᕸࢆ⡆᫆ⓗ᥎ᐃࡍࡿࣔࢹ

࡞ࡿྜࡣ 2 ᭶㡭᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ேཱྀᐦᗘࡀẚ

ࣝࢆసᡂࡋࡓࡇࢁ㸪ᐃᛶⓗᘓ≀ቯ☜⋡ࡀᾐỈ῝ࡢ

㍑ⓗప࠸ᆅᇦࡸ┴㹼┴ኸᆅᇦ࡛ࡣ┦ᑐⓗ㝆㞷࣭✚㞷

పୗࡶపୗࡋࡓࡾ㸪Ꮩ❧ࡋ࡚࠸ࡿሀ∼࡞ RC 㐀࣭S

ࡢ㢖ᗘࡀ㧗࠸᥎ᐃࡉࢀࡓ㸬ᛴᓧ࡞ᆅᙧࡑࡢᒣ㯄ከ

㐀ᘓ≀ࡀᐦ㞟ᆅᇦෆࡢ RC 㐀࣭S 㐀ᘓ≀ࡼࡾࡶ⿕ᐖࡀᑠ

ࡃࡢ㞟ⴠࢆ᭷ࡍࡿᒾᡭ┴ἢᓊᆅᇦ࡛ࡣ㸪≉᭷ࡢᆅᙧ᮲௳
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క࠸㸪Ꮨኳ᪥ᑕ㔞࠾ࡼࡧ᪥↷㛫ࡀኟᏘࡼࡾࡶ

࢛࣮࣒ࣛࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࢆ౫㢗ࡉࢀ㸪ྛ࣋ࣥࢺ㛤ദ࣭

ࡁࡃపୗࡍࡿࡓࡵ㸪ኴ㝧ගࡼࡿ⼥㞷ຠᯝࡀぢ㎸ࡵ࡞

㐠Ⴀࡸྲྀ⧳ࡵᦠࢃࡗࡓ㸬ᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨࡽࡣ㸪㜵

࠸ᆅᇦࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ྛᑠᏛᰯ

⅏ᩍ⫱ᩍᮦ⏝㛵ࡍࡿㅮᖌᙺࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡾᑐᛂࡋࡓ㸬

ࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢ࠺ࡕ㸪ᑠᮏᑠᏛᰯ࡛ࡣ㝵ẁ༊
㛫㸪⏣⪁➨୍୰Ꮫᰯ࡛ࡣ⡆᫆ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⯒༊㛫㸪ᐑ
ྂᑠᏛᰯ࡛ࡣᒣࡢഃᩳ㠃༊㛫࡛ṧ㞷ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃୟ
ࡘᛴ໙㓄࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㑊㞴⾜ື୰ࡢ㌿ಽ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ
ࡸࡍ࠸⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪Ᏻ࡞㑊㞴⾜ືࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡓࡵ࠸ࡃࡘࡢຠᯝⓗ࡞ᡭἲ㸦࠼ࡤ㐨㊰ᣑᖜࡸ⦆໙
㓄㸪㝵ẁタ⨨㸪㎽ᅇ㊰ࡢタᐃ㸧ࢆᥦࡋࡓ㸬


┿ ➨  ᅇ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢྖ
㸳㸬◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀάື
㸬ᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㛤ദ
୍⯡ᕷẸࡸ◊✲⪅㸪⾜ᨻᶵ㛵⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟㸪┴Ẹࡢ
㜵⅏ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡶᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ᐃᮇⓗᆅᇦ㜵⅏
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸬➨ 8 ᅇࡣ㸪ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢᡂ
ᯝሗ࿌ࡋ࡚ᩪ⸨ᚨ⨾ᐈဨᩍᤵࡢㅮ₇ 3 ⦅ࡢᡂᯝࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ㸬➨ 9 ᅇࡣ㸪⚄ᡞᏛࡢ㐃ᦠࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ
ᐇࡋᮍ᮶ᚿྥࡢ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡘ࠸࡚ウ㆟ࡋࡓ㸬➨
10 ᅇࡣ㸪ᅵᮌᏛᮾᨭ㒊ࡢඹദ࡛ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㛵
ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌ࢆ⾜࠸ᒾᡭ┴┴ᗈᇦ⯆ᒁࡢᅵᮌ㒊

ᅗ ᐑྂᑠᏛᰯ࿘㎶ᶆ㧗࣭ᩳ㠃໙㓄࣭᪥↷㛫ࡢศᕸ

㛗ࡼࡿㅮ₇ 3 ⦅ࡢᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
㸬➨  ᅇᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟ࡢཧຍ
ᐑᇛ┴ྎᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡓᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟ࡢ㛵㐃
࣋ࣥࢺࡋ࡚㸪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀయ࡞ࡗ࡚ 2 ௳ࡢࣃࣈ
ࣜࢵࢡ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛᒎ♧ࡢฟᒎ㛵ࢃࡗࡓ㸬ᒎ♧
࡛ࡣ㸪ᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛㅮ₇㘓ࡸ㜵⅏㛵ࢃࡿࢢࢵ
ࢬ࡞ࢆᒎ♧ࡋ㸪᮶ሙ⪅ࡢሗࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓᒎ
♧㛤ദ୰ࡣ㸪≉௵ຓᩍ 3 ྡࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⤂ࡍࡿ࣑
ࢽࣇ࢛࣮࣒ࣛࡶ㛤ദࡉࢀ㸪
୍⯡ࡢ᪉ࡶ⫈ㅮࡋ࡚㡬࠸ࡓ㸬

ᅗ ᐑྂᑠᏛᰯࡢ㑊㞴㊰ศᯒ
㸦ᶆ㧗࣭ᩳ㠃໙㓄࣭㐨㊰ᖜဨ࣭᪥↷㛫㸧
㸲㸬ᆅᇦఫẸ࣭⮬యάືࡢᑐᛂ
ᆅᇦఫẸࡼࡿ⮬ⓗ࡞ᆅᇦ㜵⅏ࡢ㧗ࡲࡾక࠸㸪
ὠἼ㜵⅏㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ࣭ᑓ㛛ⓗ࡞どⅬ࡛ࡢࢻࣂࢫ
ࢆᐇࡋࡓ㸬ᵔ⏫ᏳΏᆅ༊ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊࡛ࡢ⮬㜵
⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃ㆟ࡣᖹᡂ 25 ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁཧ⏬ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᏳΏᆅ༊࡛ࡢࡣෆ㛶ᗓࡢᆅ༊㜵⅏ィ⏬ඛ㐍ࣔࢹ

┿ ᒎ♧ሙ࡛ࡢ᮶ሙ⪅ᑐᛂ
㸬:HE ࣮࣌ࢪ㐠⏝࠾ࡼࡧ⏝ᨵၿ

ࣝࡋ࡚⤂ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢸࣞࣅࡢ㜵⅏ၨⓎ≉㞟

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆᗈࡃ୍⯡ఏ࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗ

ࡋ࡚ࡶ⤂ࡉࢀࡓ㸬㔩▼ᕷࡽࡣ㸪ᆅᇦఫẸࡢ㑊㞴⾜ື࣭

ࡋ࡚㸪HP ࢆ㛤タࡋ࡚࠾ࡾ㸪᪥ⱥేグ㸪ฟ∧≀㟁Ꮚࢹ

㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ᳨ドጤဨࡢ㒊㛗㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࣇ

࣮ࢱࡢබ㛤࠾ࡼࡧᫎീグ㘓ࢆ㜀ぴࡍࡿᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋࡓ㸬
自然災害解析部門
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ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
૽২ٛڠش໐Ȇઐؖੳġ
せ᪨㸸ᅄᕝᆅ㟈⯆ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⯆ࡓࡵࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࠾࠸࡚ࠊ㎿㏿ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡣㄽࢆᚅࡓ࡞
࠸ࡀࠊ⯆㐣⛬ࡸ⯆ࡢ㉁ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢸᑟࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢほⅬࡽࠊᮏᏛཬࡧ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡑࢀ㛵㐃ࡋࡓ⪃ᐹࢆ⾜࠸Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㝣๓㧗⏣⅏ᐖ㹄㹋ࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆᐇࠋ
ྠᕷࡢᗈሗࡢෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡶࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢࠊ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊᅜ㐃㆟➼࠾ࡅࡿ⏬࣭㐠
Ⴀཧ⏬ࡋࡓࠋ
ᅄᕝᆅ㟈㸪⯆ᨻ⟇㸪㎿㏿ᛶ㸪⛣㌿ᴗ㸪ὠἼࡢணぢྍ⬟ᛶ㸪Ꮫࡢᙺ㸪⅏ᐖ㹄㹋
㸯㸬ᅄᕝᆅ㟈⯆ㄪᰝ

ከࡃࡣほගᴗ࡞㌿ࡌࡓࡀࠊධࡢ㠃࡛ᚲࡎࡋࡶᏳᐃ

୰ᅜᅄᕝ┬ࡢࠕᅄᕝᏛ㸫㤶 ⌮ᕤᏛ⅏ᐖ⯆⟶⌮

ࡋ࡞࠸ࡇࠊⱝ⪅ࡢከࡃࡣฟ✌ࡂฟ࡚ࠊ⛣㌿ඛࡢ㧗㱋

Ꮫ㝔ࠖࡢᣍ⪸ࡼࡾࠕࢪ⅏ᐖἲ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ

ࠊ㐣ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊ⛣㌿ᴗ࠾࠸࡚ఫẸ

ཧຍࠋ㜵⅏ࠊ⅏ᐖ⯆㛵ࡍࡿἲไᗘࡸἲᚊᐙࡢ⅏ᐖ

ࡢពぢࡀ༑ศᫎࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࠊᑡᩘẸ᪘ࡢ

ຓάື➼ࡘ࠸࡚ពぢࢆࡍࡿࡶࠊNPO άືࡢ

ᩥࡢ⥅ᢎࡀᕼⷧ࡞ࡗࡓࡇࠊཬࡧᛴ⃭࡞㛤Ⓨࡼࡗ

ㄪᰝࠊ⌧ᆅఫẸࡢࣄࣜࣥࢢࠊ⿕⅏ᆅゼၥ➼ࢆᐇࡋ

࡚⎔ቃୖࡢ㓄៖ᠱᛕࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡀ࠶ࡿ㸦8

ࡓࠋᆅ㟈ࡢつᶍࡣ M㸶ࠊ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ࡢ 20 ಸࠊṚ⪅࣭

᭶ 10㹼17 ᪥ᐇ㸸࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢⓎ⾲㸸Katsumi Matsuoka

⾜᪉᫂⪅ࡣ 10 ಸࡢ 9 ேࠊಽቯᐙᒇࡣ 780 ᡞࠊ40

“Issues in Land Use for Prompt Reconstruction in the Post-2011 Great

ಸ࡛࠶ࡿࠋ
⿕⅏ᆅᇦࡣ᪥ᮏࡢᅜᅵ㠃✚ 37 㹩੍ࢆ㉸࠼ࡿ

East Japan Earthquake” The Asia Disaster Legal Forum hosted by

50k ੍࡛࠶ࡿࠋ⿕⅏ᆅࡀᗈ࡛࠶ࡾࡘ⿕ᐖࡶከᵝ࡛࠶

Kobe University and Institute for Disaster Management and

ࡿ࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋᡂ㒔ࡢ㏆㞄㒔ᕷຍ࠼ࠊ⿕ᐖࡢ⃭

Reconstruction,

ࡋࡗࡓᒣ㛫㒊ࡢᕝࢳࣕࣥ᪘⮬┴ࢆゼࡡࡓ㸦┿㸧
ࠋ

University , 12 August, 2014, Chengdu, Sichuan, China.㸧
ࠋ

Sichuan

University-Hong

Kong

Polytechnic

┴ᗇᡤᅾᆅࢆពࡍࡿᕝ┴ᇛࡣ 1.6 ேࡢ≛≅⪅ࢆฟ
ࡋࠊ⏫యࡀᔂቯࡋࡓࠋ୰ᅜࡣࡑࡢ⏫ࢆࠊ㟈⅏㑇ᵓࡋ
࡚ࡑࡢࡲࡲṧࡋ㸦ᒎ♧ࡢࡓࡵ⿵ᙉᥐ⨨ࡣࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࠊ㟈
⅏ࡢᒎ♧ࠊᩍ⫱ࠊほගࡢሙࡋࡓࠋựᕝ≉ᆅ㟈グᛕ㤋
ࡶేタࡇࢀࡲ࡛800ேࠊ
ᖺ㛫200ேࡀゼࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᕝࡢ⾤ࡣࡇ⛣㌿ࡋࡓࡢࠋᪧᕝࢆὶࢀ࡚࠸ࡓ
‟Ụࡢ 20km ࡢୗὶᕝᓊ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᕝ࠸࠺ࠋ5k
੍ࠊேཱྀ 3.5 ேࡢ㒔ᕷࢆࢃࡎ㸰ᖺ࡛ᘓタࡋࡓࠋ
㧗ᒙ㞟ྜఫᏯࡀ❧ࡕ୪ࡧࠊබᅬࠊᏛᰯࠊ㝔ࠊᕷᙺᡤࠊ
㆙ᐹ⨫࡞ࡢྛ✀ࡢබඹタࠊබඹ㏻㸦ࣂࢫ㸧
ࠊࢩࣙࢵ
㻌

ࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮࡞㒔ᕷࡋ࡚ᶵ⬟ࡣ࡚ᥞ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞つᶍࡘ㎿㏿࡞㞟ᅋ⛣㌿ᴗࡣࠊᅄᕝ
ᆅ㟈ࡢࡶࡗࡶὀ┠ࡉࢀࡿ⯆ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ
⯆ࡢ࣮࣌ࢫẚ㍑ࡍࡿ㦫␗ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘࡢせᅉ

㸦┿㻦 ᅄᕝᒣ㛫㒊ᕝࢳࣕࣥ᪘⮬┴࡛ࡢఫẸ⪺ྲྀࡾ㻤᭶
㻝㻟᪥㻙ሗ࿌⪅ᙳ㸧㻌
㻌

ࡿᇳ╔ࡀ᪥ᮏࡣ࡞ࡃࠊ᪂⠏ࡢබႠఫᏯ⛣㌿ࡍࡿࡇ

㸰㸬ὠἼ⅏ᐖࡢணぢྍ⬟ᛶ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢὠἼ⿕ᐖࡽ 3 ᖺవࡾࡀ㐣ࡂࠊἲⓗッ
ゴࡀྛᆅ࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㑊㞴ሙᡤࠊ௳Ⓨ
⏕ࡢᘓ≀ࠊ⫋ሙࠊཬࡧ㑊㞴⾜ືࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊ⿕࿌ࡢࡿ
ࡁᏳ㓄៖⩏ົ㸦മົᒚ⾜㸧ཪࡣ㐣ኻ㸦ἲ⾜Ⅽ㸧
ࡀၥࢃࢀᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆࡴࡋࢁዲࡴ㢼₻ࡀ࠶ࡿࡇࠊ♫⩏ᅜᐙࡺ࠼ᙉ

 㔩▼ᕷ࡛ࡣࠊ
ࠕ㔩▼ᕷ㬼ఫᒃ㸦࠺ࡢࡍࡲ࠸㸧ᆅ༊㜵⅏ࢭ

ຊ࡞ᅜᐙᑟࡢᴗࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

ࣥࢱ࣮ࠖ 248 ྡ㸦᥎ᐃ㸧ࡢᆅ༊ఫẸࡀ㑊㞴ࡋከࡃࡢ≛

ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎᗈ࡞ᅵᆅࡀ࠶ࡿࡇࠊᅵᆅࡀࡑࡶࡑࡶ⚾
᭷࡛ࡣ࡞ࡃᅜ᭷㸦ಶேࡣ 50 ᖺࠊ70 ᖺ༢ࡢ⏝ᶒࡀチ
ࡉࢀࡿ㸧ࡲࡓࡣᮧ᭷㸦᪥ᮏ࡛ゝ࠼ࡤᮧᣢࡢධⓗ⏝ࡀ
ྍ⬟㸧࡛࠶ࡿࡇࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡲࡓࠊ㎰Ẹࡣᅵᆅᑐࡍ

ၥ㢟Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ⌧ᆅ࡛ࡢぢ⪺ࡼࡿ⛣㌿క࠸㎰Ẹࡢ
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≅⪅ࢆฟࡋࡓ㸦⏕Ꮡ⪅ 34 ྡࠊᘓ≀ෆ㒊ࡽ 69 ேࡢ㑇య

ࡏࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᏛࢩ࣮ࢬࢆ⤖ࡧࡅࠊໟᣓⓗ⿕

ࡀᐜࡉࢀࡓ㸧
ࠋ
㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮ࡣ⅏ᐖࡢ㑊㞴タࡋ࡚

⅏ᆅࡢ⯆ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ୕㝣ἢᓊᆅᇦࡢ⯆࡛ᢪ

ᘓタࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᛶ᱁ࡣὥỈࠊᅵ◁⅏ᐖࡢ㑊㞴タ

࠼ࡿㄢ㢟ࡣࠊ࠶ࡿព࡛᪥ᮏࡢ⦰ᅗ࡛࠶ࡿࠋᏛࡀ⥲ຊ

࡛࠶ࡗ࡚ࠊᐇࡣὠἼࡢ㝿ࡢ㑊㞴ሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࢭࣥ

ࢆᣲࡆࠊ⯆ྲྀࡾ⤌ࡴ⤒㦂▱ぢࡀୡ⏺㏻⏝ࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࡢᘓタሙᡤࡣᾏᓊ⥺ࡽ 1.2 ࢟ࣟࡢ㊥㞳࠶ࡾࠊ㐣

ᆅᇦࡢⓎᒎᏛࡢⓎᒎࡣ᪉ྥᛶࡀ୍⮴ࡍࡿࠋᆅ⌫つᶍ

ཤࡢᾐỈᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࡀࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ㸦ὠἼᾐỈண

࡛⪃࠼ࠊᆅᇦ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢࡓࡵ⾜ືࡍࡿࡇࡀࠊ

ᅗ㸧ࡼࢀࡤὠἼࡀᘓ≀ࡢ㸰㝵ࡲ࡛ཬࡪྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸

ᚋࡢᒾᡭᏛࡢⓎᒎࡢ᪉ྥᛶ࡛࠶ࡾᙺ࡛࠶ࡿ

࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ㄆ㆑ࡢୗ࡛ᘓタࡉࢀࡓࠋ

㸦Katsumi Matsuoka “Role of University in the Response to Great

ッゴᮇ㝈ࡂࡾࡂࡾ࡞ࡿ 26 ᖺ 9 ᭶ 9 ᪥ࠊ
㑇᪘ഃࡀᕷ

East Japan Earthquake” Community Initiative in Disaster Recovery

ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆồࡵࡿッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ㟈⅏๓

and the Role of Universities-Commemoration of the 1995

ᕷࡣṇᘧ࡞ὠἼ㑊㞴ሙᡤ࡛㑊㞴カ⦎ࢆ⾜࠺⩏ົཪࡣ㑊

Hanshin-Awaji Earthquake hosted by Kobe University, 15 January

㞴カ⦎ࢆ⾜࠺ࡋ࡚ࡶṇᘧ࡞㑊㞴ሙᡤࢆ࿘▱ᚭᗏࡍࡿἲ

2015,;Book of Proceedings at pp.1-6㸸“The Role of Universities in

ⓗ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㟈⅏┤ᚋ㐺ษ࡞

Reconstruction of the Disaster-Stricken Areas: Connecting the Needs

㑊㞴ሙᡤఫẸࢆㄏᑟࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ

of Afflicted Areas and Seeds of Universities” Disaster-Stricken

 ὠἼく᮶ࡢྍ⬟ᛶࡣࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ᆅ⌮ⓗ᮲௳ࠊṔྐⓗ

Universities Symposium: Community-Based Reconstruction of Society

⤒㦂ࡽ⪃ᐹࡉࢀ࠺ࡿࠋ㬼ఫᒃᆅ༊ࡣࠊ㬼ఫᒃᕝἙཱྀ

and University Involvement hosted by Kobe University, Iwate

㏆࠶ࡾࡑࡢྡࡢ㏻ࡾࠊ㫽ࡀ㞟ࡲࡿప‵ᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋ

University and Tohoku University at Third UN World Conference on

ᮏᆅ༊ࡣὠἼᖖくᆅᖏ࡛࠶ࡾࠊ᫂୕㝣ὠἼ࡛ࡣ  ே

Disaster Risk Reduction Public Forum, 15 March 2015,Sendai, Japan;

ࡢ≛≅⪅ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ
㧗ᆅ㞟ⴠࡀ⛣㌿ࡋࡓࡀࠊ

Book of Proceedings , pp. 35-40 (in English),pp. 54-58 (in Japanese)㸧
ࠋ


ᡓ๓࣭ᡓᚋࡅ࡚ࠊᏯᆅ㛤Ⓨࠊ㕲㐨㛤㏻ࠊ㐨㊰ࡢᩚഛ



➼࡛ࠊపᆅ㒊ఫᏯࡀᗈࡀࡗࡓࠋࡿ⬤ᙅᛶࡣࠊ㜵⅏

㸲㸬⯆㛵㐃ᨭㄪᰝ
๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㝣๓㧗⏣⅏ᐖ㹄㹋ࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆᐇ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓタィ⏬㝿ࡋ⪃៖ࡍࡁせ⣲࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢᘓタࡣࡑࡢㄗࡗࡓྡ⛠ࡶࠊィ⏬ẁ㝵

ࡋࡓ㸦ㄪᰝᮇ㛫㸸࣭㹼ࠊᕷෆ  ᆅ༊ࠊಶู㠃

ࡽࠊὠἼᑐࡍࡿࣜࢫࢡࢆ༑ศ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞

ㄯ᪉ᘧ  ྡ㸧
ࠋ
ᅇࡣᕷࡢᗈሗࡢෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡶࣥ

ࡃࡴࡋࢁࠊఫẸࡢ౽ᛶࠊ㈈ᨻⓗ᮲௳೫㔜ࡋࡓࠋ㔩

ࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣࠊᕷᙺᡤෆ࠾࠸࡚ᕷᖿ

▼ᕷࡣࠊ㟈⅏๓ࡽࡉࡲࡊࡲ࡞㠃ࡽ㜵⅏άືࢆ✚ᴟⓗ

㒊⫋ဨᑐࡋ࡚බ⾲ࡋࡓ㸦࣭࣭㸧
ࠋ
ࠕ⅏ᐖ㹄㹋ࡣ࠶

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡀᮏ௳ࡢᨾᅇ㑊ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡗ

ࡗࡓࡽⰋ࠸ࠖ
ᛮ࠺ேࡀ๓ᅇࡢ 㸣ࡽ 㸣ୖ᪼ࡋࡓࠋ

ࡓࠋ

ࠕ␒⤌ࡢ㉁ⓗᨵၿࡀࡳࡽࢀࡿࠖ
ࠕ⅏ᐖࡣᆅᇦࡢሗ

㜵⅏ࡢࡓࡵࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡣࠊᆅᇦࡢ⬤ᙅᛶࢆ

ࢆࡶࡗヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸ࠖ࡞ࡢឤࡀ」ᩘᚓࡽࢀ࡚࠸

ぢᤣ࠼ࠊ⬺⦪ࡾࠊ⬺㡿ᇦⓗ࡞༴ᶵ⟶⌮యไ࠸ࡗࡓࠊ

ࡿࠋ
ᕷࡢᗈሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸣௨ୖࡀ㉎ㄞࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ

ࡋ࡞ࡸ࡛ᙉ㠌࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊࡍ࡞ࢃࡕࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞

グࡢᨵၿࢆồࡵࡿኌࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ୰㛗ᮇⓗ࡞⯆㐣⛬

ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀᚋᮇᚅࡉࢀࡿ㸦ᯇᒸᐇࠕὠἼ⅏ᐖࡢணぢ

࠾࠸࡚⅏ᐖ㹄㹋ࡢᙺࡢ㔜せᛶࡣࡉࡽ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ

ྍ⬟ᛶ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ̿㔩▼ᕷ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮௳ࢆᕠࡗ࡚ࠖ

ぢࡽࢀࡿ㸦ᒾᡭ᪥ሗࠊᮾᾏ᪂ሗ 2 ᭶ 26 ᪥グ㸹᪥ห

2014 ᖺᅜ㝿㛤ⓎᏛ➨ 25 ᅇᅜ㸪2014 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥㸪༓

ࢫ࣏࣮ࢶ 3 ᭶ 8 ᪥グ࡛Ⓨ⾲ෆᐜ➼ࡢ⤂グ㸧
ࠋ

ⴥᏛす༓ⴥ࢟ࣕࣥࣃࢫࠊせ᪨㞟 61p, ࢜ࣥࣛࣥㄽᩥ㞟 pp.4.㸸



ᯇᒸᐇ㸸
ࠕ㟈⅏⯆ࡢࡓࡵࡢᅵᆅ⏝ㄢ㢟ࠖᖹᡂ 26 ᖺᗘὶ

㸳㸬ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊᅜ㐃㆟➼࠾ࡅࡿ⏬࣭㐠Ⴀ

ᇦᇦᅪᏛ୍⯡බ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ2014 ᖺ 8 ᭶ 24 ᪥ࠊ୰ኸᏛᚋ

 ➨  ᅇᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᮍ᮶ࡢࡓࡵࡢ⯆ࡲࡕ࡙

ᴦᅬ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧
ࠋ

ࡃࡾࠖ
㸦ࢭࣥࢱ࣮ദࠊ ᭶  ᪥㸧
ࠊᅜ㐃㜵⅏㆟ࣃࣈࣜ



ࢵࢡࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᆅᇦ♫ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࢟ࣕࣃࢩࢸ

㸱㸬⅏ᐖ⯆࠾ࡅࡿᏛࡢᙺ

ࣅࣝࢹࣥࢢࠖ
㸦ᒾᡭᏛദࠊ ᭶  ᪥㸧➼࡛ࡢࢥ

 ࢥ࣑ࣗࢸᑟ࠾ࡼࡧࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢほⅬࡽࠊᮏᏛཬ

࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᢸᙜࠊ⏬࣭㐠Ⴀ➼ཧ⏬ࡋࡓࠋ

ࡧࢭࣥࢱ࣮ࡢάືሗ࿌ࡑࢀ㛵㐃ࡋࡓ⪃ᐹࢆ⾜࠸Ⓨ⾲
ࡋࡓࠋ ᒾᡭᏛࡣᛂᛴ࣭ᪧࡢẁ㝵ࡽ⤌⧊ࢆⓎᒎࡉ

防災まちづくり部門
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せ᪨㸸♫ᏛࢆᇶⅬࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⯆ࡸᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ᛶࡢほⅬࡽࠊ⿕⅏ࡋࡓᆅᇦ♫ࡢ⯆㛵ࢃࡿ
ᨻ⟇ᥦゝࡸ♫ᵓࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ᚰࡣࠊ⿕⅏ఫẸࡢ┠⥺❧ࡗࡓከ㠃ⓗ࡞ㄪᰝࡢ㐙⾜࡛࠶ࡾࠊཧຍᆺࡢࡲࡕ
࡙ࡃࡾࡢᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋᇶᮏ࡞ࡿࢸ࣮࣐ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⯆ࠊᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ᛶࠊ⮬↛ࡢඹ⏕ࠊࢫ࣮ࣟ࡞ࣥ
ࣇࣛ㸦㒔ᕷᩥ᫂ࡽࢃࢀ࡞࠸ከᵝ࡞ࣥࣇࣛࡢಖᣢ㸧
ࠊ㔛࣭㔛ᒣ࣭㔛ᾏ࡞ࡢ⎔ቃࡢಖᣢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άᅔ❓ࡸ
⏕࣭Ꮩ❧࡞ࡢࣜࢫࢡࡢ㍍ῶࡸゎᾘࡢᒎᮃ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚  ᖺᗘࡣࠊձࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⪃࠼᪉ࢆぢᤣ࠼ࠊղከᵝ࡞ㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ௬タఫ
Ꮿ㸲ᖺ┠ㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡲࡓ⏕ࡁࡓドㄪᰝࡶ╔ᡭࡋࡓࠋճጤဨάື࡛ࡣࠊᵔ⏫⥲ྜᨻ⟇ㄢࠕ➨㸯ᅇ࠾ࡼࡧ➨㸰
ᅇ⏕ࡁࡓドࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ‽ഛࠖฟᖍࡋࡓࠋմㅮ₇࣭ㅮ⩦࡛ࡣࠊᏳΏᆅ༊ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊࠾࠸࡚㜵
⅏ィ⏬࡙ࡃࡾࢆᨭࡋࡓࠋյᨭ࣭༠ാ࡛ࡣࠊᒾᡭᏛ᮶᪉⚍࠾࠸࡚ࠊ୕㝣⯆ᨭࡢ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡋࠊ㝃ᒓ
୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㜵⅏ᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ
նㄽᩥᇳ➹࡛ࡣࠊ
Ꮫㄅ➼࡛◊✲ᡂᯝࡸᨻ⟇ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ
շ◊✲ሗ࿌࣭άືሗ࿌࡛ࡣࠊྛ✀Ꮫ࣭◊✲࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠊ◊✲ᨭࡢㄢ㢟ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⬤ᙅᛶ㸪ᪧ࣭⯆㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸪ᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ᛶᆅᇦ㜵⅏㸪㑊㞴⾜ື

㸯㸬୰ᚰ࡞ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⪃࠼᪉
ᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ᛶࡢὶࢀࢆࠊ
ࠕ⏕ࡢ⥔ᣢࠖЍࠕ⏕άࡢ
ᘓࠖЍࠕ⏕ែㄪࡋࡓ⏕ᴗ࡞࠸ࡋ⏘ᴗࠊ⫋ᴗࡢᵓ
⠏ࠊᆅᇦᩥࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࠖ⨨࡙ࡅࠊ୰࣭㛗ᮇⓗ࡞
ど㔝࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ఫẸࠊ
ᆅᇦᅋయຍ࠼࡚ࠊ
ࡇࡢᆅᇦ᪂ࡓཧධࡍࡿಶࠎேࡸᅋయࡢᙺ┦ຠ
ᯝࡶ࠼࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ᛶࡢ᪉ྥᛶࢆᒎᮃ
ࡍࡿࠋ
⯆ࡣࠊ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ
㛫ࢆࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴෆᐜࡢࡇࡶ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣࠊ⿕⅏ࢆ
ཷࡅࡓᝒࡋࡳࡸࠊஸࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀࡓࡢᛮ࠸ࢆྵࡵࡓ
⯆ࡶྵࡲࢀࠊ㔜せ࡞ᢸ࠸ᡭࢆኻࡗࡓ࡞࡛ᆅᇦࡢ୰࡛ཷ

ࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᩥࢆࡢࡼ࠺⯆࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺

ㄢ㢟ࡶྵࡲࢀࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵࡿࡣࠊᆅᇦࡢ
㸱㸬ྜྷ
ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃᨭ
ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏༑ศ࡞㛫ࢆࡅࠊᆅᇦࡢᵝࡊࡲ࡞ே
 㯏ဴ࣭ᰗᕝ❳୍࣭⳥ụ⩏ᾈ࣭㧗ᯇὒᏊࢆ୰ᚰάືࠋ
ࡧᐤࡾῧ࠺❧ሙ࡛㛵ࢃࡿࠋ
㸺㯏ࠊᰗᕝࠊ⳥ụࠊ㧗ᯇࠊࡽࢆࠊ୰ᚰ࣓ࣥࣂ࣮࣭ᐇົ
ᆅᇦ㜵⅏㠃࡛ࡣࠊᚭᗏࡋࡓ⿕⅏᳨ドࢆ㋃ࡲ࠼࡚♫ⓗ
ᙺࡋ࡚ࠊᒾ㜵⅏◊ࡽࠊሜࢭࣥࢱ࣮㛗㸦ᙜ㸧ࢆࡣ
⬤ᙅᛶࢆ᫂ࡽࡋࠊࡑࢀࢆ⦆ࡍࡿᨻ⟇ᥦゝࢆ⾜࠸ࡘ
ࡌࡵࠊ㉺㔝ࠊᑠ➟ཎࠊ㉺㇂ࠊⰋἑࡢྛඛ⏕ࡢᑓ㛛ⓗ࡞
ࡘࠊఫẸయࡢᆅᇦ⮬㜵⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ㏻ࡌࡓࠊ㜵⅏
ᣦᑟ࣭ᨭࢆཷࡅ࡚ࠊࡲࡓࠊእ㒊ࡽࡣࠊᾆ㔝࣭᪩ࠊ
ᩥࡢᵓ⠏ࢆᨭࡋࡘࡘࠊ㎿㏿࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࡲࡓ
ྜྷᕝ࣭㜵⅏◊ࠊ▮᰿࣭ᑓಟ࡞ࡢᑓ㛛ᐙࢆ㐺ᐅᣍࡁࠊ
ูࡢࠊࢫ࣮ࣟ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸦ࢫ࣮ࣟ࡞⯆㸧࠸࠺≉Ⰽ
ᛂࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ㔝ᆏ࣭᪩
ࢆⓎࡋࡓ࠸ࠋ
ࠊ㔠㔝࣭㔩▼ᕷẸ࡞ࡽࡶᛂ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㸼


㸦㸯㸧➨㸯ᮇ
㸰㸬ከᵝ࡞ㄪᰝྲྀࡾ⤌ࡴ
 ᖺ  ᭶ሜඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ₇࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋఫẸ
㸦㸯㸧ᵔ⏫௬タఫᏯධᒃ⪅ㄪᰝ㸦 ᖺ 㹼 ᭶㸧
య㸶ᅇࡢ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ
ࣁ࣮ࢻࡢᑐ⟇ࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᑐ⟇ࠊ
㸦㸰㸧ᒣ⏣⏫ἑᆅ༊࣭⧊➟ᆅ༊௬タఫᏯධᒃ⪅ㄪᰝ
ࢯࣇࢺࡢᑐ⟇ࡢ㐃ື࡞ࢆᏛࡧࡘࡘࠊὠἼࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧
ࣙࣥࠊ
⿕⅏≧ἣㄪᰝ⤖ᯝศᯒࠊ
ᅗୖカ⦎࡞ࡶྲྀࡾධࢀࠊ
㸦㸱㸧ᵔ⏫⿕⅏≛≅⪅ࡢ⏕ࡁࡓドㄪᰝ㸦 ᖺ  ᭶㹼
 ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࠊ
 ᅇࡢ᳨ウࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ
⥅⥆㸧
༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧
ࠖࡢ࠾࠾ࡓࢆᡂࡉࡏࡓࠋ
㸦㸲㸧ᵔ⏫࣭ᒣ⏣⏫㛵ಀ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢ㸦㐺ᐅ㸧
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㸦㸰㸧➨㸰ᮇ
 ᖺ  ᭶ࡽࡣࠊ ᭶ࡢ➨㸶ᅇ᳨ウ࠾࠸࡚ࠊ᭱
⤊ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウ
ࠗྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧
࠘
㸦 ᖺ  ᭶㸧ࡀ
సᡂࡉࢀࡓࠋ



 ᭶ࡣࠊⰋἑඛ⏕ࢆᣍ࠸࡚ࠊᅵ◁⅏ᐖࡢ༴㝤ࡘ
࠸࡚Ꮫࡧࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᚋࡢ⏫ࡢ༠㆟ࠊ㜵㗵ィ⏬
ࡘ࠸࡚ୡᖏࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡍࡿࡇࠊᚋࡢ᳨ウ
ࡢ᪉㔪࡞ࢆヰࡋྜࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶ࡽࡣࠊྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏㸱ᙺ㸳⏫
㛗ࡢྜࡋࠊ
ࠕྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧
ࠖ
ࡘ࠸࡚ࠊྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊ୡᖏࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇࡋ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ㸧
ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ ᭶
ࡣࠊ㑊㞴࣐ࢵࣉࡢᆅᅗࢆ⢭⦓ࡋ࣭ࡲࡓ㑊㞴ᡤࡢ┿ࢆ
ᥖ㍕ࡋࡓࠕ᭱⤊∧ࠖ
㸦ྛᡞ㓄ᕸ⏝ࡢ༳ๅ๓ࡢཎ✏㸧ࢆᡂ
ࡉࡏࡓࠋ㸺ู⣬ཧ↷㸼
௨ୖࡢᏳΏᆅ༊࠾ࡅࡿ⮬㜵⅏άືࡘ࠸࡚ࡶᨭ
ࡋࡓࠋ

㸲㸬ጤဨάື࡞
㸦㸯㸧ᵔ⏫⥲ྜᨻ⟇㒊タ⨨ࠕᵔ⏫⏕ࡁࡓドࣉࣟࢪ࢙

ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ‽ഛࠖฟᖍࡋࡓࠋ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
 ᭶  ᪥ࠊᵔ⏫ᙺሙྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬
㸦㸰㸧ᵔ⏫⥲ྜᨻ⟇㒊タ⨨ࠕ➨㸯ᅇᵔ⏫⏕ࡁࡓドࣉ
㸦㸧ࢆᥦฟࡋࡓࠋ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨࠖฟᖍࡋࡓࠋ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウࢆᐇࠊ
ࠕ㑊㞴
㸦㸱㸧ᵔ⏫⥲ྜᨻ⟇㒊タ⨨ࠕ➨㸰ᅇᵔ⏫⏕ࡁࡓドࣉ
ࡍࡿࡇࠖ
ࠕ⮬ศࡢࢆᏲࡿࡇࠖ
ࢆཎ๎ཎ๎ࡣ⮬ຊ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨࠖฟᖍࡋࡓࠋ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
࡛ࡲࡎ㑊㞴ࢆ⾜࠺ࡇࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ㑊㞴⾜ືࢆࡿ

ࡓࡵ᪥ࡈࢁࡽࡢࡼ࠺࡞‽ഛࢆࡍࡿࡁࠊ⮬ຊ࡛
ࡢ㑊㞴ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ➼ࠊ 㸳㸬ㅮ₇࣭ㅮ⩦࡞
㸦㸯㸧ᏳΏᆅ༊㜵⅏ィ⏬࡙ࡃࡾᨭ
ࡇࡢᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᣢ⥆ࡋⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲ㡲
ձᏳΏ⏫ෆ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ཧຍ㸦 ᖺ㸱᭶㸧
ࡘ㔜せ࡞ࡇࢆヰࡋྜࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊఫẸ㓄ᕸࡍ
㸦㸰㸧ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࢆᨭ
ࡿᩥ᭩ࡀ」㞧ࡍࡂࡿࠊ⤖ᒁఱࡢᙺࡶ❧ࡓ࡞࠸Ⅼࡶヰ
ձ➨㸶ᅇྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウࢆ㛤ദ࣭
ࡋྜࡗࡓࠋィ⏬ࡣ᳨ウࡢෆᐜࡀࠊࢩࣥࣉࣝࡘࢃ
ฟᖍ㸦 ᖺ㸴᭶㸧
ࡾࡸࡍࡃ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ༊࡛ࡣࠊᵔ⏫ࡀᣦᐃ
ղ➨㸷ᅇྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウࢆ㛤ദ࣭
ࡋࡓ㸲࢝ᡤࡢ㑊㞴ᡤຍ࠼࡚ࠊ⊂⮬㸳࢝ᡤࡢ㑊㞴ᡤࢆ
ฟᖍ㸦 ᖺ㸷᭶㸧
┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋఫẸࡽࡀࠊ࠸ࡊ࠸࠺᭱▷㛫࡛Ᏻ
ճ➨㸯ᅇྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウᙺဨ
ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦᳨ウ㆟㛗࣭ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠㆟㛗ࠊ
࣭ᆅᇦఫẸࡀయ࡞ࡗ࡚ࠊ⮬㜵⅏ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇ
ྜྷ㔛ྜྷ㔛බẸ㤋㛗ࠊྜྷ㔛ྜྷ㔛බẸ㤋㐠Ⴀጤဨ㛗ࠊ㸳⏫ෆ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢫࢥ࣑࡛ࡶὀ┠ࡉࢀࠊ ᖺ  ᭶ᒾ
㛗ࠊᾘ㜵ᅋ➨୕ศᅋ㛗㸧ࢆ㛤ദ࣭ฟᖍ㸦 ᖺ㸱᭶㸧
ᡭ᪥ሗ࡛⤂ࡉࢀࡓࠋ
մ➨㸰ᅇྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウᙺဨࢆ
࣭ࡲࡓࠊᵔ⏫ᙺሙᥦฟࡍࡿ㝿ࡢ༠㆟ࡢᵝᏊࡘ࠸࡚
㛤ദ࣭ฟᖍฟᖍ㸦 ᖺ㸳᭶㸧
ࡣࠊ࣐ࢫࢥ࣑ྛ♫ࡽὀ┠ࡉࢀࠊᒾᡭ᪥ሗࠊἙ᪂ሗࠊ

ㄞ᪂⪺ࠊẖ᪥᪂⪺➼࡛ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋ
㸦㸱㸧ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧ࢆᵔ⏫㛗ᥦ
防災まちづくり部門
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ฟࡋࠊᚋࡢ༠㆟ࢆ⏦ࡋධࢀࡓࠋ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧

㸦㸲㸧ᵔ⏫ࡢ࠸ࡲࡇࢀࡽࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮
 ᖺᵔ⏫௬タఫᏯㄪᰝ⤖ᯝሗࢆࠕᵔ⏫ࡢ࠸ࡲ
ࡇࢀࡽࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮⥲㞟⦅࡚ࠖබ⾲ࡋࠊᡞ㓄
ᕸࡋࡓ㸦 ᖺ㸶᭶㸧
ࠋ

㸴㸬ᨭ࣭༠ാ࡞
㸦㸯㸧Ꮫ⚍࡛ᨭ࣋ࣥࢺ
ᒾᡭᏛ᮶᪉⚍࡚ࠊ୕㝣ࡢ࣍ࢱࢸ࣭࢝࢟ࢆㄪ⌮ࡋ
࡚㈍ࠋ
㸦 ᖺ  ᭶㸧

㸵㸬ㄽᩥᇳ➹࡞
㸦㸯㸧
ࠕᵔ⏫ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧ᮏ⦅ࠖ
㸦 ᖺ  ᭶㸧
㸦㸰㸧
ࠗᵔ⏫ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬㸦㸧ᮏ⦅㸩
㈨ᩱ㞟࠘
㸦 ᖺ  ᭶㸧
㸦㸱㸧ࠗ➨ᅇᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ᖹᡂᖺᗘάືሗ
࿌࣭ㅮ₇ ㅮ₇㘓࠘
㸦ᒾᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᖺ᭶㸧

᭶㸧
㸦㸳㸧᪥ᮏ㒔ᕷᏛㄅ◊✲ㄽᩥࢆᇳ➹
㯏 ဴࠊᲚཎᫀࠊ㧗ᯇὒᏊࠕᆅ⌮ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝
࠸ࡓὠἼ㑊㞴⾜ືࡢ㢮ᆺ̿ᒾᡭ┴ᵔ⏫ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊ࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ࠖ
㸦
ࠗ᪥ᮏ㒔ᕷᏛᖺሗ࠘9ROࠊ ᖺ  ᭶㸧

㸦㸴㸧ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆหࡋࠊⓎ⾜ࡋࡓࠋ
ձᒾᡭᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㯏◊✲ᐊࠕᵔ⏫ࡢ࠸ࡲࡇࢀ
ࡽࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮➨㸶ྕࠖ㸦㸰㡫ࠊ ᖺ  ᭶㸧
ղᒾᡭᏛᩍ⫱Ꮫ㒊㯏◊✲ᐊࠕᵔ⏫ࡢ࠸ࡲࡇࢀ
ࡽࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮⥲㞟⦅ࠖ㸦 㡫ࠊ ᖺ  ᭶㸧
㸦㸵㸧ࠗ ᖺᒣ⏣⏫ἑᆅ༊௬タఫᏯሗ࿌⤖ᯝᴫせ
∧࠘ࢆⓎ⾜㸦 ᖺ  ᭶㸧
㸦㸶㸧ࠗ ᖺᵔ⏫௬タఫᏯሗ࿌⤖ᯝᴫせ∧࠘ࢆⓎ
⾜㸦 ᖺ  ᭶㸧
㸦㸷㸧ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏≛≅⪅ࡢ⿕⅏せᅉࡽࡳࡓࠕᆅᇦ
㜵⅏ࡢㄢ㢟ࠖؐᵔ⏫ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏᳨ウࡢࡓࡵ
ࡢṚஸ≧ἣㄪᰝࡽؐࠖ㸦ᒾᡭᏛ㯏ဴࠊᲚཎᫀࠊ
㧗ᯇὒᏊࠊ⏣㢼ே㸧㸦ࠗᒾᡭᏛᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶ࢭ
ࣥࢱ࣮⣖せ࠘ ᖺ  ᭶㸧ࢆห⾜ࠋ


㸶㸬◊✲ሗ࿌࣭άືሗ࿌࡞
㸦㸯㸧ᆅᇦ㜵⅏◊ಟࢭࣥࢱ࣮࡛ᖹᡂ  ᖺᗘάືሗ࿌
ࠕᵔ⏫ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊࠾ࡅࡿᆅᇦ⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࢆ
ᨭ㛵ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖺ᭶㸧
㸦㸰㸧
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ٻထӴӴעғᐯɼ᧸ᚘဒᲢకᲣ
〜津波からの避難について〜

【大原則】

「避難すること」
「自分の命を守ること」を最優先に考える
【中原則】
１．避難をする前のこと
(1) 普段から避難に必要なものを用意しておく
(2) 身の安全を確保する
(3) 避難の準備をする

５．避難ルールづくり
(1) 基本はひとりで避難する（てんでんこ）
(2) 家族・職場・近隣地域等で避難のルールを決めておく
６．避難の方法・手段
(1) 徒歩による避難を基本とする
(2) 徒歩で避難することが困難な場合、車イス・リアカー等で避難する備
えをしておく
(3) やむをえないときは自動車を利用して避難する

２．避難のきっかけ
次のようなきっかけにより自分の判断で避難する
(1) 地震が起きた
(2) 地震により停電した
(3) 防災無線や広報およびテレビ・ラジオなどで災害の情報を得た

７．避難の支援
(1) 家族での対応を基本とする

３．避難する場所

(1) 普段から避難場所・避難所および避難路を確認しておく
(2) 地震のときにいた所在地から近くて高いところへ避難する

(2) 避難しながら周辺の人々にも避難を呼びかける
(3) 歩行制約のある人には早めの避難をうながす

(3) 避難場所に着いたあとも安心せずさらに避難することを考 える
(4) 他の災害の危険がある場合は、状況に応じて安全な場所に 避難する

(4) 自分自身の安全を確保できる範囲で避難の支援を行う
(5) 支援できることを住民同士であらかじめ話し合っておく

４．避難環境の整備
(1) 避難場所・避難所および避難路の維持・管理に協力する
(2) 被災時に避難所が孤立しないよう連絡体制を整備しておく
９

ӴӴעғųඬᢤᩊȞȃȗ
凡例

避難場所・避難所

災害危険箇所

町指定の避難場所・避難施設

津波浸水区域

11

東日本大震災（H23年3月11日）

０ 避難場所 兼 避難施設

14

８．避難した後のこと
(1) 一度避難したら低地に戻らない

０ 避難場所

若葉会館

検討会提案の避難場所・避難施設

９

０ 避難場所 兼 避難施設

０ 避難場所

※地図は国土地理院の「基盤地図情報」をベースに作成した。
津波浸水区域のデータは岩手県県土整備部河川課の提供によるもの。

吉祥寺三光殿

４丁目各地

７

14

７

１

１

８

吉里吉里小学校
４

11
三陸園

天照御祖神社

堤乳幼児保育園

吉里吉里駅前広場 ５
４
花道育成会館
４

４

12

６

花道児童公園

３

13

docomoアンテナ

吉里吉里地区体育館

８

吉里吉里中学校

２
10

５

らふたぁヒルズ

10

このマップは津波からの避難を支援するものです。
東日本大震災の津波浸水区域を掲載していますが、
より安全な高台に避難しましょう。
また、津波以外の災害（洪水・土砂災害等）に対する避難対策も検討しておきましょう。

12

６

３

13

２

【平成 27 年○月○日】
吉里吉里地区自主防災計画策定検討会，大槌町中央公民館吉里吉里分館，岩手大学教育学部社会学研究室／地域防災研究センター

防災まちづくり部門
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55221.8

47244.2
47244.2 
47244.2 
47244.2

15222.4
13328.4
9652.5
11352.2
12773.2

27.6
28.2
20.4
24.0
27.0

27569.9
23335.4
18223.3
20388.3
22483.6

49.9
49.4
38.6
43.2
47.6

1 ᖺᚋ
1 ᖺᚋ㸦㈙≀ࣂࢫ࣭⛣ື㈍ࢆྵࡴ㸧

7645.8
7645.8 

2083.2
2783.2

27.2
36.4

3443.1
4963.4

45.0
64.9







































ࡅ࡚ഴᩳࡢ㈇ᢸࢆ⪃៖ࡋࡓ฿㐩ᅪࢆồࡵࡓ㸬ᅇࡢ

≀౽ࡢྥୖ୍ᐃࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࢃ

ศᯒ࡛ࡣ P㸪P ᅪࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬

ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᕷ⏫ᮧูࡳࡿ㈙࠸≀⎔ቃࡀᝏࡋࡓ≧

 㟈⅏๓ᚋࡢྛⅬ࠾ࡅࡿ㸪㈙࠸≀タࡢ P㸪

ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࡇࢁࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡣ㈙࠸≀

P ࢝ࣂ࣮ࡉࢀࡿ㧗㱋⪅ࡢ࠸ࡿୡᖏᩘྜࢆ⾲

ᨭࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅇࡢ

♧ࡋࡓ㸬㟈⅏๓ᚋ࡛ྠ᮲௳࡛ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪㟈⅏๓

ᑐ㇟ᆅᇦࡢࡼ࠺࡞㎰ᒣ⁺ᮧᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㸪㟈⅏ࡢᙳ㡪

ࡘ࠸࡚ࡶᾐỈᇦேཱྀࢆ㝖࠸ࡓሙྜࡢศᯒ⤖ᯝࡶేグࡋ

ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㐣ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡘ⏕ά౽ᛶࡢၥ㢟ࡶ

ࡓ㸬࢝ࣂ࣮ྜࡣ P ᅪ㸪P ᅪࡶ㟈⅏┤ᚋ 

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ

࣏ࣥࢺ๓ᚋపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬 ᖺᚋ㸪௬タၟᗑ⾤ࡸᗑ⯒

ࡿ㸬

ࡢ᪂つฟᗑࡸάࡼࡾ࢝ࣂ࣮ྜࡀᅇࡋ࡚࠸ࡿࡇ



ࡀࢃࡿ㸬⛣ື㈍ࡸ㈙࠸≀ࣂࢫࡶྵࡵࡿ㸪࢝ࣂ࣮

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸

ྜࡣ㟈⅏๓ࡢỈ‽࡞ࡾ㏆࡙ࡃࡇࡀࢃࡿ㸬ࡲࡓ㸪
୍⯡ఫᏯ௬タఫᏯࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪⛣ື㈍ࡸ㈙࠸≀ࣂ

(1) ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ㧗㱋⪅ࡢఫᏯ⏕ά⎔ቃ㛵ࡍࡿ
ព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ㸬㸬
(2) బ⸨ᰤ㸪ྜྷᕝᚭ㸪ᒣ⏣࠶ࡍ㸬ᆅᙧࡼࡿ㈇Ⲵᖺ㱋ࡼࡿ㌟య

ࢫࡶྵࡵ࡞࠸ሙྜࡣ࠶ࡲࡾᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ྵࡵࡓሙ

⬟ຊࡢኚࢆ⪃៖ࡋࡓṌ⾜⟬㊥㞳ࡢ᳨ウ㸬᪥ᮏᘓ⠏Ꮫィ⏬⣔ㄽ

ྜ࡛௬タఫᏯࡢ࢝ࣂ࣮ྜࡀ  ࣏ࣥࢺ௨ୖ㧗ࡃ࡞ࡿ

ᩥ㞟㸪1R㸪㸬

ࡇࡀࢃࡿ㸬ᕷ⏫ᮧࡼࡗ࡚ࡶᕪࡀ࠶ࡾ㸪㔝⏣ᮧ㸪⏣
㔝⏿ᮧ㸪ᵔ⏫࡞࡛ࡣ㟈⅏๓ࡢỈ‽ࡽୗࡀࡗࡓࡲࡲ
࡛࠶ࡿ㸪ᅇࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࡲࡔప࠸Ỉ‽ࡲࡗ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ㸧
㸬ࡲࡓ㟈⅏ࡼࡿ⿕ᐖ㛵ࢃࡽࡎ㈙࠸≀⎔ቃ
ࡣࡁࡃᕪࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬
ᮏሗ࿌࡛ࡣᒾᡭ┴ࡢኴᖹὒἢᓊ  ᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿ㈙
࠸≀⎔ቃࡢኚࢆ㸪㈙࠸≀タࡢ㊥㞳ᅪ࢝ࣂ࣮ࡉࢀࡿ
ୡᖏྜࢆ⏝࠸࡚ᐃ㔞ⓗ♧ࡋࡓ㸬యⓗࡳࡿ㸪㟈
⅏  ᖺᚋ࠾࠸࡚㸪⛣ື㈍ࡸ㈙࠸≀ࣂࢫࡶྵࡵࡿ㸪
࢝ࣂ࣮ྜࡣ㟈⅏๓ࡢỈ‽࡞ࡾ㏆࡙࠸࡚࠾ࡾ㸪㈙࠸
防災まちづくり部門

51

)* +,-./
01.234 5

防災まちづくり部門
農学部・三宅諭

¥yz÷øù{1|}ïðv$"'~fÑJKB+'²³ C~Yïðv9C5}[~¸
¯,uüýÞ´Þú(·Þè$@5@$¡ C[B+è3ú b
,øFéêëìí5´µ¶ ·¸&uîïðvSåC63'&5, 1
øÞ/0M@$R& [h,-¸Bh}[~
\]haE,3øFuîC:3ú b$Àv Cklm(
v 5899t·M9põ: kY©i#[h6*+
589OP,
{1|}kY©iª«¬Eéêëìí hè3
6789:+,-;<=>?@A

²³ S)¿'&5,F

÷øù6$ú'&5{1|}ïðv$"

÷øÐ®M: ®¼¯"°:B±²³$

'Q±Íf$÷øÇ÷øÐ

36{1|}$´@5µ´

·/39}[~¸¯,F

@5899,÷øÇ|}ïðv$v

÷øÇ|}$£@5$@5

~fÑ¶6@ÀvÇ§$·Ð

@589$±39±36Ð$÷øùù

.§: R¾²¸Ð¹5¨9ïðv9>?ºE

 ¡[U$¢L $E,Ð$£

¿@vÀ5,·ob»·±Í$'

(£±Í¤¥$û¦@5§$·¨©9

|}´¸B896Q5 $

~Éª5+«E z¬ ±Í9

|}úïðv: ¢uKL@5ÐfA
BC>?¼í635:,½¿'&5,F
·/|}ý$£@5¾¿À,
Á¼E: ¤'u/3Âv EÃÄ
uùÅm\}_$£@5obÀ5,F
BCD8EFG.HIJ(KLM
1øÞ E6û+

'&5/06«

E zÆ ±Í$ EÃÄ@589R¾5b'å$
obM@$R&©Ç9kY©iª
«¬E>?È¾¿@ h}[~
#$6 N1OP%QRSTU

#$B VWX&HOPY%RSZ[\]^_

52

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

¸¯,F

#$ EFP`aS;<=>?@A'(

Š  ³*1ĿÎïŵ*Ƣ=@#È´¹š0wBť
| ƹĢƲƸ;Č¹Ʋ0Ƴ.')ňƅBĴ9#

Ľ0ŨükĺŌ+ƃŀ*6%(>0Āŀ+-?
+Ěë@?

tƪƿ«´¹*1Č¹Ʋ.Įà0Ŋ?È¹Â+
= Ń.Č¹¾őBôƑ ?<-Ħø+#
Ī.ÄÖÛïŵ0ƾŰBƐâ+)ÿ ď
È¹*0Ŋĺ*Ŋ#ƏƼBĊŘ ?P`WlBƱ
#Ń.ĳƦƕ;¶ËƖŋŜ-,0fjXjHJOU
Ɣþ+-?+; Ĳƛ.ƍ0*?ľ6>¼.'
)Ř°Bî#
Š  ³Š  ³ilGMeR\*1 @6*0Ė=
Bă>Ɵ>-= ďÈ¹*0Ė=BEbl
N ƞƹƳ.Ƭ÷-=ÈBů?ƃŀBċň
#È¹ýƩì.Ʊ#+* ƞƹ+-?z*H
gl\B ?+* y0ůĐ.ňƅB-
=ƬŭBů?z*?-,mË0øĞBn?+
*#ėŦŒ.1ŴĶƋŝ0Ɓę@ J`d
XSDêø30ôƑƿĆ.'-&#

_\DE +L!7
 å=Ũũ)?¸Žï ĥBž&#Üż

`\UD=,-#COFI1;:
Ưōě*¸¹¡Őċňwĥƣ9=@)?º¹¡
* ¹»(>£ƒ§>ŧC$¹»ŊƇŐ0ŢË
ĉćBž&#
º¹¡1mƪĿÎ¤Ƶ¡».ĂË@?+.> ƿ«´¹3Śƚ ?ı:Â"0#9 ¹»
Ď@ ďJ`dXSDêø:ƃƯ.@?ñƁ
? ē=0J`dXSD:ĭ&)> J`d
XSDŊBƃƯ.@#¹»ŊBů?ñƁ?

¹»ŊƇŐ*1 J`dXSDBŕąSl_+ ?
0*1- ¸¹¡Őċňwĥ.<&)*?ď¹
¡0ÓĜBEblN ı**?+Bů?§
>ŧ7+#Œ.1 ĵÝķ0ĭ¹.ƇŐ@
)?^IRUZlG+ūƦ0ŌBů-=ĵÝĻ
Ąš0¹»ĺBEblN ¹»*§>ŧ84ĺ
BĤƈ#=. ƣ¹w+)œÚáņÙ¡+
xùá0¸¹¡Őċňwĥ¡»BƃÐ ſp730Ƭ
÷0ĘŁ.<?6%0ƨšBŗƎ#
ėŦŒ. Ŭ;-glgB ø ğƙ-ÑòB¯
9)ƤŌ)+BƊƠ#¹»ŊƇŐBŢË
#

#¿ƻ.¿¸B½>'? ĥ*  åŔ*?ƺ
Ŀŕì1ƿ 

ã  0¿¸Üż ÔŷƂ

`\4DE #COFI1;:

)?ńö*&#åç.Ôŷ+¥½>Bž į

Ùōŏqðáſ¹0ĹĸïŵĀŀ¡»*ƇŐ)?

åq½>Bž&)#+:>  åç*q½>B

6%-ŊƇŐ0Ĥƈƒ.¦ ÒưÏ+)

Ŧ?+*#{ì1ŉ0ƀƝ9+o½>ñƁ

ƆBž&#åç6*0ĤƈB¨ 6%(>ř

.-?0* ßÊűz.<?}n.Å/?++

0ƋŝkƤ².?wĥ[hla.')ƆBž&

¸Žï ĥ1m¡>+-&#

#5 qðáſ¹0ïŵ6%(>.ñƁ-ůĐ

mĐ

ĥƥś*úĘŰB9+ ?ŻŰ.<?ĺŌ

žA@)> ¹»0Ĭ¬kč Bĺ#6%(
>30ØƱƂ=@?{ì1ƺĿïŵ*1-¹»Ɩ

z©ļÕkƿǀřBƃƯ.@#qðáſ¹ċ0ƃ
ŀ.')ƷĔƆBž&#
Ń.YlVċ1éƋJOU.İ4)fjXjHJO
U0ƔþÃ æŶš0éł.')1fE[
KEGgJOU0ƃŀ=ŪāţňƕBĤƈ ?ñƁ
?+BĂĈ#6# ævËŰ.1ĒĮƶ
=£)E]jUBƱ ?-, ď±ĥ¹êø
0

+ı+0J`dXIlMej0ƮƁóBĂĈ

#

$H` L!7AX<
防災まちづくり部門

53

ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
防災まちづくり部門
౷֖ཡबࡄݪΓϋΗȜȆ݊౻ġ ݅ࢼġ
地域防災研究センター・菊池義浩
せ᪨㸸ᖺᗘࡽᘬࡁ⥆ࡁࠊ㟈⅏⯆࠾ࡼࡧᆅᇦ㜵⅏㛵ࢃࡿㄪᰝ◊✲࣭ᐇ㊶άືࡘ࠸࡚ࠊ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢほⅬ
ࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᏛᰯタࡢὠἼ㑊㞴⾜ືㄪᰝ࡛ࡣࠊ᪂ࡓᑐ㇟ᰯࢆ㏣ຍࡋ࡚ㄪᰝศᯒ⤖ᯝࡢ
ᐇࢆᅗࡗࡓࠋྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊࠾ࡅࡿ⮬㜵⅏ィ⏬࡙ࡃࡾᨭ࡛ࡣࠊ᳨ウࡢᡂᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࡓ⮬㜵⅏ィ⏬()
ࡀఫẸࡽ⏫ᙺሙᥦฟࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬㜵⅏⤌⧊ࡸᏛᰯ㛵㐃ࡢ㜵⅏◊ಟ
࠾ࡅࡿㅮ₇࣭₇⩦ࠊከᵝ࡞యࡀ㐃ᦠࡋࡓᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉྥࡅࡓྛ✀ྲྀ⤌ࠊ➨ 3 ᅇᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟ࡸᅜ㝿ὶ
άື࡞ࡶᦠࢃࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദࡸάື⤂ࣃࢿࣝࡢసᡂ࡞ࠊ㐠Ⴀ㛵ࢃࡿᴗົࢆ㐙⾜ࡋࡓࠋ
㑊㞴⾜ື㸪⮬㜵⅏㸪㜵⅏ᩍ⫱㸪ᆅᇦ㐃ᦠ㸪ᅜ㝿㐃ᦠ㸪⏕άᘓ
㸯㸬Ꮫᰯタ࠾ࡅࡿὠἼ㑊㞴⾜ືࡢ⥅⥆ㄪᰝ



 ⌧ᅾࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓᏛᰯタ࡛ࡣࠊᪧࡋ



ࡓᰯ⯋ࡽࡢ᪂ࡓ࡞㑊㞴ሙᡤࡢタ⨨ࡸࠊ㧗ྎࡢ᪂ᰯ⯋



ᘓタࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ㟈⅏࠾ࡅࡿὠἼ㑊㞴⾜ື



ࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡋࠊᚋࡢ㑊㞴ィ⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࢆ



┠ⓗࡋࡓㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡣᖺᗘࡽྲྀࡾ



⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊᖺᗘࡣὠἼ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᒾᡭ┴ἢ



ᓊࡢᑠ୰Ꮫᰯ㸦 ᰯ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᮍㄪᰝࡢ  ᰯࢆᑐ㇟



ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ┤᥋⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㑊㞴⾜ືࢆྲྀ



ࡗࡓᏛᰯࢆ㏣ຍࡋ࡚ࠊ
ྜィ  ᰯᑐࡋ࡚ㄪᰝ༠ຊࢆ౫㢗



ࡋࠊᢎㅙࢆᚓࡽࢀࡓィ  ᰯࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ



 ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝศᯒ⤖ᯝ㸦ᅗ 㸧ࡽࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵ

ᅗ㸯 ὠἼ㑊㞴⾜ືࡢ

ࣉࡢ⠊ᅖእࡔࡗࡓᏛᰯࡶከᩘ⿕⅏ࡋ࡚࠸ࡿࠊ㟈⅏ᙜ᪥



ฟ㸸ᆅᅗ㸻ᅜᅵᆅ⌮㝔ࠕᇶ┙ᆅᅗሗࠖ
㸪ὠἼᾐỈᇦ㸻ᒾᡭ┴┴

ᛴ㑉㑊㞴ඛࢆኚ᭦ࡋ࡚㏨ࡆࡓᏛᰯࡶከ࠸ࠊ㑊㞴⾜ືࡢࢣ



࣮ࢫࡣከᵝ࡛ྛᰯࡼࡗ࡚≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠊ࡞ࡀ᫂ࡽ



࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊὠἼ⿕ᐖࡀᐃࡉ



ࢀࡿᏛᰯ࠾ࡅࡿ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤࡢ㓄⨨ᡭἲࡸࠊ㑊㞴ᡤ



ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀࡿᏛᰯࡢᘓ≀⏝᪉ἲ࡞ࠊࡇࡢ



ඛࡢ㑊㞴ᑐ⟇ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏㄪᰝࡣ⮬↛⅏



ᅵᩚഛ㒊Ἑᕝㄢ

ᐖゎᯒ㒊㛛ࡢᯇᯘ⏤㔛Ꮚຓᩍඹྠࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ 
ᡂᯝࢆඹ᭷ࡋࡘࡘྛࠎࡢどⅬࡽㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ



㸰㸬⮬㜵⅏ィ⏬࡙ࡃࡾ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᨭ



 ྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊࡛ࡣ㟈⅏ࡽ  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ  ᖺ 

┿㸯 ᳨ウࡢᵝᏊ㸦➨  ᅇ㸪 ᖺ  ᭶㸧

᭶ࠊ
ࠕྜྷ㔛ྜྷ㔛ᆅ༊⮬㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᳨ウࠖ
㸦┿ 㸧

ࡇࡢᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㒊㛛ࡢ㯏ဴ

ࢆⓎ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅඖఫẸࡀయ࡞ࡗࡓ⮬㜵⅏ィ⏬

ᩍᤵࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠ຊࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽ

࡙ࡃࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋྠᆅ༊࡛ࡣᵔ⏫ࡢᆅ༊

ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡛⾜࡞ࢃࢀࡓ᳨ウ

ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ ࡛ࡢேⓗ⿕ᐖࡢྜࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶ

ࡢࣇࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸࠊ༠㆟ෆᐜࡢྲྀࡾࡲࡵ࡞

ࡢࡢࠊᅇࡢ⿕⅏⤒㦂ࢆ↓ࡋ࡞࠸ࡼ࠺⾜ᨻࡢ༠ຊ

ࡢഃ㠃࡛ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋ᳨ウࡣ⮬㜵⅏ィ⏬  ࡢస

ࡶᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶ࡣࠊ⣙  ᖺ 

ᡂᚋࡶ⦆ࡸ࡞࣮࣌ࢫ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢㄢ㢟

ࣨ᭶ࡅ࡚ヰࡋྜࡗࡓᡂᯝࢆ㞟⣙ࡋࡓࠊ⮬㜵⅏ィ⏬

ࡋ࡚ձ⮬㜵⅏ィ⏬ࡢᨵၿࠊղ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᐇࠊճ⮬
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㜵⅏άືࡢ⤌⧊ࠊմ⮬యࡢ㐃ᦠࠊյ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃ

ࡾࡢᒎ㛤ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡣࠊ⥅⥆ࡋࡓ᳨ウᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜
せゝ࠼ࡿࠋ
㸱㸬⮬㜵⅏⤌⧊࠾ࡼࡧᏛᰯ㛵㐃ࡢ㜵⅏◊ಟ࡛ࡢㅮ⩦
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ᭱㏆ከⓎࡋ࡚࠸ࡿ⮬↛
⅏ᐖࢆཷࡅ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᅜྛᆅ࡛㜵⅏ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ❚࠼ࡿࠋᒾᡭ┴࡛ࡶ⮬㜵⅏⤌⧊ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࡸ㐃⤡㆟࡞ࢆ㛤ദࡋࠊᆅᇦ㜵⅏ࢧ࣏
࣮ࢱ࣮ࡢไᗘࢆタࡍࡿ࡞ࠊάືࡢάᛶດࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᰯ㛵㐃࡛ࡶ㜵⅏ᑐ⟇㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢ

┿㸰 ࣐ࢵࣉ࣭࣐ࢾ࣮ࣂ࣮ࡢ₇⩦㢼ᬒ

ࡽࢀࠊ37$ ࡢദࡼࡿ㜵⅏Ᏻ࣐ࢵࣉ࡙ࡃࡾࡸࠊ┴ᩍ
⫱ጤဨ࡛ࡣᐇ㊶ⓗ࡞㜵⅏ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᡭἲࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ
ࡋࡓ◊ಟࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ◊ಟ➼࠾࠸࡚ࠊ㜵⅏ࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓㅮ₇
ࡸ₇⩦ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋㅮ₇࡛ࡣࠊ⮬㜵⅏⤌⧊ࡀⓎᒎࡋ࡚
ࡁࡓ⤒⦋ࡸලయⓗ࡞άືࡢゎㄝࠊ⤌⧊ྠኈࡼࡿព
ぢࡢ㐍⾜ᙺ࡞ࡶົࡵࡓࠋ₇⩦࡛ࡣࠊ⅏ᐖ࠾ࡅ
ࡿ⮬ࡽࡢุ᩿࣭⾜ືࢆ⪃࠼ࠊከᵝ࡞౯್ほࡢㄆ㆑ࢆᅗࡿ
ࢡࣟࢫ࣮ࣟࢻ㸦⅏ᐖᑐᛂ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒㸧ࡸࠊᆅᇦࡢ⅏ᐖ
≉ᛶࢆㄞࡳྲྀࡾࡑࡢᑐᛂ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࢹࢢ㸦'LVDVWHU

┿㸱 ࣮࣒ࣛᏛ࡛ࡢ◊✲ᐊ⤂

,PDJLQDWLRQ*DPH㸪⅏ᐖᅗୖカ⦎㸧࡞ࠊ㜵⅏άືࢆಁ

㸳㸬➨  ᅇᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟࠾ࡼࡧᅜ㝿ὶάື
 ᅜ㝿ⓗ࡞㜵⅏ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡍࡿ㆟࡛࠶ࡿࠊ➨ 3 ᅇ┠ࡢ
ᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟ࡀྎ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋᅜෆእࡢᶵ㛵ࡀ
ཧຍࡋ࡚ࠊᗈࡃ㜵⅏ࡸ⯆㛵ࡍࡿሗⓎಙࢆ⾜࡞࠺ࣃ
ࣈࣜࢵࢡ࣭ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣࠊ
ࠕᆅᇦ♫ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ
࢟ࣕࣃࢩࢸ࣭ࣅࣝࢹࣥࢢ㸫⿕⅏ᆅ࡛ࡢᒾᡭᏛࡢᐇ
㊶᳨ド㸫ࠖࡋ࡚ᒾᡭᏛദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
ࡋࠊࡑࡢㅮ₇㞟ࡢసᡂ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᮇ୰
⾜࡞ࢃࢀࡓ㜵⅏࣭⯆㛵ࡍࡿᒎ♧ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࠖࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ
ࡓㄪᰝ◊✲࣭ᐇ㊶άືࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᅜ㝿ὶ㛵ࢃࡿάືࡋ࡚ࠊ࣮࣒ࣛᏛ㸦⡿
ᅜ㸧➼ࡢᩍ⫱◊✲ὶάືཧຍࡋࠊ᪥⡿ࡢᏛ⏕ࡀ୍
⥴ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡋࡓ㜵⅏ᑐᛂ₇⩦ࡢࢧ࣏࣮ࢺ➼ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅࡢㄪᰝゼၥຍࢃࡾࠊ᪥ᮏᩥᏛ
ᑓᨷᩍဨࡢᗙㄯࡸࠊ⎔ቃ⛉Ꮫᑓᨷࡢ◊✲ᐊ⤂㸦
┿ 3㸧➼ࠊᒾᡭᏛᩍဨࡢὶࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ

㐍ࡍࡿᡭἲࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
㸲㸬ከయ㐃ᦠࡼࡿ㜵⅏♫ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
 ᒾᡭ┴࠾ࡅࡿ⥲యⓗ࡞ᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉྥࡅ࡚ࠊ
┴ⓗ࡞㐃ᦠࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢ
୍㐃ࡢάືࡣࠊ⅏ᐖᩥ㒊㛛㛗ࡢ㉺㔝ಟ୕ᩍᤵࡀ୰ᚰ
࡞ࡗ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ₇⩦ࡸㄪᰝࡢᐇ
ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ
 ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟ࡣࠊ⅏ᐖᑐᛂࡢே
ᮦ⫱ᡂ࠾ࡼࡧ㜵⅏㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᨭࡋࠊᆅᇦ㜵⅏ຊ
ࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗⓎ㊊ࡋࡓࠋ
⾜ᨻࠊ
⮬⾨㝲ࠊ
࣓ࢹࠊᏛ࡞ࡢᶵ㛵࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮㛗ࡀ௦⾲ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ༠㆟ࡀᇶ┙࡞ࡾࠊ
ከᵝ࡞⯆࣭㜵⅏㛵㐃ᶵ㛵ࡢពぢࢆ⾜࠺ሙ࡛࠶ࡿࠊ
➨ 2 ᅇᆅᇦ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋ2014 ᖺᗘࡣ
ࠕ㑊㞴ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊ༠㆟ࡢᅵྎ࡞ࡿᆅᇦ㜵⅏
ࣥࢣ࣮ࢺࢆྛᕷ⏫ᮧᐇࡋࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝሗ࿌ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⿵బࡍࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮
ࢺࡋ࡚ࠊᚲせ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࠊ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙ࠾ࡼࡧᐇ㊶
ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙཧຍࡋࡓࠋㅮᗙᐇࡢ‽ഛඹࠊ࣐
ࢵࣉ࣭࣐ࢾ࣮ࣂ࣮㸦ᅗୖᡓ␎₇⩦㸪┿ 2㸧ࡢ㈨ᩱసᡂ࣭
ᐇ㊶ࡸࠊ㝣ୖ⮬⾨㝲ᒾᡭ㥔ᒡᆅ࡛⾜࡞ࢃࢀࡓ⥲ྜᐇ⩦ࡢ
CPX㸦Command Post Exercise㸪ᣦᡤカ⦎㸧࡛ࡣࠊࢥࣥ
ࢺ࣮࣮ࣟࣛࡋ࡚㐍⾜⟶⌮ຍࢃࡗࡓࠋ

㸴㸬㟈⅏⯆࠾ࡼࡧᆅᇦ㜵⅏㛵ࢃࡿྛ✀ࡢྲྀ⤌
ࡇࢀࡽࡢࡶᖺᗘࡽᘬࡁ⥆ࡁࠊᆅᇦࢆᨭ࠼ࡿ
ࠕ࢚ࢥ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ
࣭
ࠕ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮ࠖ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᮾ
ࡳࡽ࠸ࡾࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ࡞ࠊㅮᖌ࠾ࡼࡧࢫࢱࢵ
ࣇࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀᴗົࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദࠊᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢά
ື⤂ࣃࢿ࣭ࣝࢫࣛࢻసᡂࠊྛᩍဨࡢάືሗ࿌ࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪᥖ㍕࡞ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
防災まちづくり部門
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ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
防災まちづくり部門
ࢥڠ໐Ȇఱୌġ ࢬġ
工学部・大西弘志
せ᪨㸸ᚋࡢ┴ෆྛᡤ࠾ࡅࡿ㐨㊰ᶫࡢㄪᰝ࣭◊✲㈨ࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱࡋ࡚ྛ⮬యࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㐨㊰ᶫ
ࡢᇶᮏሗ㸦ྎᖒࢹ࣮ࢱ㸧ྛᶫᱱࡢᗘ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏≧ἣ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟ࢆ⾜࠸㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᅇ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ┴ෆࡢ୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࡇࢀࡽࢆศᯒࡍࡿࡇࡼࡾ㸪⿕⅏ᶫᱱࡢᐇࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸬
㐨㊰ᶫ㸪ᶫᱱྎᖒ㸪GIS㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
㸯㸬ᒾᡭ┴ෆᶫᱱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣᆅ㟈㸪ὠἼࡼࡾᮾᆅ᪉ࢆ୰ᚰ
ከࡃࡢᶫᱱ㸪㐨㊰㸪 ‴࡞ࡢᅵᮌᵓ㐀≀ࡀࡁ࡞⿕ᐖ
ࢆཷࡅࡓ㸬ᶫᱱ㛵ࡋ࡚ࡣᆅ㟈ࡢᦂࢀࡼࡿ⮴ⓗ࡞◚
ᦆ㸪ὠἼࡼࡿὶኻ㸬ࡲࡓᆅ㟈ὠἼࡼࡗ࡚ⅆ⅏ࡀⓎ⏕
ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣᶫᱱࡀ⅖ࡼࡗ࡚ᦆയࡋࡓ㸬㟈⅏ࡽ㸲ᖺ
ࡀ⤒㐣ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ᪥࡛ࡣከࡃࡢᅵᮌᵓ㐀≀ࡀ
ᪧࡋ⯆ྥࡅ࡚ከࡃࡢᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᒾᡭ┴
࡛ࡣᖹᡂ 24 ᖺ㸱᭶ᶫᱱ㛗ᑑಟ⧋ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸪

⯆ᴗ୪⾜ࡋ࡚ᶫᱱࡢ㛗ᮇⓗ࡞⥔ᣢ⟶⌮᪉㔪ࡀỴࡲࡗ
ࡓ㸬୍᪉࡛ࡑࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᚲせ࡞ᶫᱱࡢࢹ࣮ࢱࡣྛᕷ⏫
ᮧ࡛ࢹ࣮ࢱᙧᘧࡸ⟶⌮ࡢᡭἲࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᚋ㸪ᮾ
᪥ᮏ㟈⅏ࡢࡼ࠺࡞᭷ࡢ㝿㸪㍺㏦㐨㊰ࡢᏳࢆ☜ಖࡍ
ࡿୖ࡛㔜せ࡞ᶫᱱࡢᢕᥱࡣ᭱ඃඛ㡯࡛࠶ࡾ㸪▐ᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࡶྛ⮬య࡛⤫୍ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡑ

ᅗ㸫 ㄪᰝᑐ㇟ᶫᱱ㸦୍㒊㸧ࡢศᕸ

ࢀࢆᐜ᫆ᢅ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࢯࣇࢺ࢙࢘ࡀᚲせ࡞ࡿ㸬
ᒾᡭ┴࠾ࡼࡧྛᕷ⏫ᮧ࠾㢪࠸ࡋ࠙ᶫᱱྎᖒࠚ
㸪
࠙Ⅼ᳨
ㄪ᭩ࠚ
㸪⯆ᴗᴫせ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ㸬㞟ࡋࡓᶫ
ᱱࢹ࣮ࢱࡣྛ⮬యࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱෆᐜ㸪ᙧᘧࡀ␗࡞ࡿ
ࡢ࡛⤫୍ࡋࡓࢹ࣮ࢱኚࡋ࡚࠸ࡃ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ⾲ィ⟬ࢯ
ࣇࢺࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡲࡓᐤࡏࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡀ⣬ࢹ࣮ࢱࡢࡶࡢ
ࡣศᯒฟ᮶ࡿࡼ࠺ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚࡋ࡚࠸ࡃ㸬ᶫ
ᱱࡢᗙᶆࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢ
QGIS ࢆ⏝࠸࡚ᆅᅗୖᶫᱱࢆᡴࡕฟࡋ㸪ᶫᱱࡢᆅ⌮ⓗ
࡞㛵ಀࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃ㸬ࡇࢀࡽࡢሗࢆඖ㸪ᒾᡭ┴ෆ

ᅗ㸫 ᶫᱱ⨨ሗ⾲♧㸦㉥㸸ὠἼᾐỈᇦ㸧

ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦయࡢᶫᱱࢆᢕᥱࡋ㸪⿕⅏ࡋࡓᶫᱱࡢศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
 ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟࡞ࡗࡓᶫᱱࡢ୍㒊ࡢศᕸ≧ἣࢆᅗ㸫
 ♧ࡍ㸬ࡲࡓ㸪┴ෆ࡛ὠἼ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡘ࠸࡚
ࡣὠἼᾐỈᇦᶫᱱࡢ⨨㛵ಀࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸫㸧
ࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ
ᩚ⌮ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡲࡎ㸪ᯫタᖺ௦ࡘ࠸࡚ࡣᅜࡢࢹ࣮ࢱ
㠀ᖖඹ㏻ࡋࡓ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿศᕸࢆ♧ࡍࡇࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡓ㸦ᅗ㸫㸧
㸬ࡇࡢࡇࡽᅗ㸫 ♧ࡍࡼ࠺⪁ᮙ
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ᅗ㸫 ㄪᰝᑐ㇟ᶫᱱࡢᯫタᖺ௦ศᕸ

ᶫᱱࡣᚋࡶᛴ㏿ࡑࡢྜࢆቑຍࡉࡏ㸪2030 ᖺࡣ⣙
60㸣ࡀ⪁ᮙᶫᱱ࡞ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬
㸰㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓᶫᱱࡢ᳨ウ
ᒾᡭ┴ࡣᶫᱱࡢᗘࢆ A㸪C㸪E ࡢ୕ẁ㝵࡛༊ูࡋ
࡚࠾ࡾᶫᱱࡢᗘ㸪⿕⅏ࡋࡓᶫᱱࡢᗘࡣᅗ㸫
ࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆẚ㍑ࡍࡿ᪩ᮇᑐฎࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿEࣛࣥࢡࡢྜࡣ⿕⅏ࡋࡓᶫᱱࡢ15㸣

D  ᖺ        E   ᖺ
ᅗ㸫 ⪁ᮙᶫᱱࡢྜ

యࡢ 4㸣ẚ࡚ 11㸣ࡶከ࠸ࡇࡀࢃࡿ㸬ࡋࡋ⿕⅏
ࡋࡓ E ࣛࣥࢡࡢᶫᱱࡢ⯆ᴗᴫせࢆࡳ࡚ࡳࡿᨭᢎྲྀ
᭰ࡸ㧗ḍ⿵ಟ࡛࠶ࡾᯫ᭰࡞ࡢᦆയࡼࡿᴗࡣ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ᦆയࢆཷࡅࡓᶫᱱࢆぢ࡚ࡳࡿࣛࣥࢡ A
ࡸ C ࡢᶫᱱࡀከࡃ┠❧ࡘ㸬ࡑࡇ࡛ࡢࡼ࠺࡞ᶫᱱࡀ⿕⅏
ࡋࡓ࠸࠺㸪GIS ࢆ⏝࠸࡚ᶫᱱࡢᗙᶆࢆᡴࡕ㎸ࢇ࡛
ࡳࡿᦆയࢆཷࡅࡓᶫࡣὠἼᾐỈ༊ᇦ㞟୰ࡍࡿࡇ
ࡀศࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࣛࣥࢡ A㸪C ࡢᶫᱱ࡛ᦆയࢆཷ
ࡅࡓࡢࡣὠἼࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿุ᩿࡛ࡁ㸪ᗘࡼ

D ᒾᡭ┴        E  ⿕⅏ᶫᱱ
ᅗ㸫 ᶫᱱᗘ

ࡽ࡞࠸ࡇࡀศࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⿕⅏ࡋࡓᶫᱱࡢ✀㢮ࡘ
࠸࡚☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿ㸪ᚲࡎࡋࡶ≉ᐃࡢᶫ✀ᦆയࡀ
㞟୰ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᅇࡢ㟈⅏క࠺ὠἼ⿕ᐖ࡛ࡣࡢᶫ
✀ࡶ➼ࡋࡃᦆയࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ⓑ࡞ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪
ᦆയࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠺ࡣὠἼࡢᾐỈᇦෆ࠶ࡿ
࠺ู࡛ࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡽ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢᶫ
ᱱࡢ⿕⅏ࡣὠἼࡼࡿࡶࡢࡢྜࡀ㠀ᖖ㧗࠸ุ᩿࡛

D ⿕⅏ᶫᱱ

E ⿕⅏ᶫᱱ㸦つᶍᦆയ㸧

ࡁࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸
(1)

ᒾᡭ┴┴ᅵᩚഛ㒊 ᒾᡭ┴ᶫᱱ㛗ᑑಟ⧋ィ⏬ H24 ᖺ 3 ᭶

(2)

ࢪ࢜ࣃࢩࣇࢵࢡhttp://www.geopacific.org/ 㸦QGIS ࡢ᧯స᪉ἲ➼㸧

F ᶫᱱ
ᅗ㸫 ⿕⅏ᶫ✀ࡢྜ

防災まちづくり部門
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ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
ࢥڠ໐Ȇ५നഓġ
せ᪨㸸ᮏᖺᗘࡢάືࡣࠊὠἼࡼࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⿕⅏≧ἣࡢ࿘▱ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⪏ஂᛶ☜ಖྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࡳࡢ 2 ࡘศ㢮࡛ࡁࠊᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ㜵⅏ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢㅮ₇ࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ஂᛶ☜ಖྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳࠊ
ㄽᩥࡼࡿ◊✲ࡢබ⾲࠾ࡼࡧጤဨάືᩚ⌮ࡋࡓࠋὠἼࡼࡿ㜵₻ሐࡢ◚ቯᣲືࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⮬యࡀཎᅉ࡛࠶
ࡿࡣᑡ࡞ࡃࠊ࿘ᅖ࠶ࡿ࠸ࡣᵓ㐀≀୰ࡢᅵ◁ࡀὶฟࡍࡿࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ㟈⅏ᚋࣥࣇࣛᵓ㐀≀
ࡢ㔜せᛶࡀㅻࢃࢀࠊᒾᡭ┴ෆ࡛┒ࢇᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡘ࠸࡚ࠊရ㉁ࢆ⪃៖ࡋࠊホ౯ࡋࡓୖ࡛ࡢ
ᕤࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ✚㞷ᐮ෭ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ⪏ᐖᛶࡘ࠸࡚◊✲ࡸㅮ₇άືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀㸪ᆅ㟈ᛂ⟅㸪✚㞷ᐮ෭ᆅ㸪ᐖ㸪ရ㉁☜ಖ㸪⥔ᣢ⟶⌮
㸯㸬㜵⅏ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢㅮ₇

㸰㸬ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ஂᛶ☜ಖྥࡅࡓㅮ₇

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋㄪᰝࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓࠋ

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᚋࠊ
ࣥࣇࣛᩚഛࡢ㔜せᛶࡀぢ┤ࡉࢀࠊ

ูࡋ࡚  ࡘࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࡾࠊ ࡘ┠ࡣ⮬ࡽࡀㄪᰝࡋࡓ㜵

ᒾᡭ┴ෆࡣ⯆㐨㊰࠶ࡿ࠸ࡣ⯆㐨㊰௦⾲ࡉࢀࡿࢥ

₻ሐࡢ◚ቯᣲືࡽᚓࡽࢀࡓ◚ቯࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡗࡓࠋ ࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡀᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᵓ㐀≀ࢆ
ὠἼ⿕ᐖࡣ࠸ࡎࢀࡶ㉺ὶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ワ◁ࡀ࠶ࡿ

㛗ᮇ㛫౪⏝ࡍࡿࡣࠊ⪏㟈ᛶࡣࡶࡼࡾ⪏ஂᛶࢆ☜ಖࡍ

ᵓ㐀≀࡛ࡣࠊ◁ࡢὙ᥀క࠸ᵓ㐀≀ࡀ◚ቯ⮳ࡿࡇࢆ

ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᒾᡭ┴ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡣ᪥ᮏᅜෆ

ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ୰ワ◁ࡀ࡞࠸ᵓ㐀≀ࡣࠊ┤ୗࡢᅵ◁ࡀὙ

ࡢ୰࡛ࡶᐖࡢ⿕ᐖࡀከ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋᐖࡣࠊࢥࣥ

᥀ࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ᨭᣢຊࢆኻ࠺ࡇࡶ᫂ࡽࡋࡓࠋ ࢡ࣮ࣜࢺࡢෆእࡢỈࡀࡿࡇࡼࡾࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ
 ࡘ┠ࡣ㟈⅏㛵ࡍࡿᮾᨭ㒊Ꮫ⾡ྜྠㄪᰝጤဨࠖ

ᦆയࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀᑐࡍࡿ⪏ຊࢆ㧗ࡵࡿ

࡛ࡾࡲࡵࡓሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊᡤᒓࡋࡓ➨  㒊㛛ᆅ㟈

ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢึᮇရ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲ

ᕤᏛࠊᵓ㐀ᕤᏛ࠾ࡼࡧ➨  㒊㛛ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛࡢෆᐜ

ࡉ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢᕤ࡛⪏ᐖᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᕤ࠶ࡿ࠸

ࡢሗ࿌࡛࠶ࡗࡓࠋὠἼࡼࡿᶫᱱࡢᦆയࡣࠊձୖ㒊ᕤࡢ

ࡣ㣴⏕ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᢡᦆࠊղᶫ⬮ࡢ᭤ࡆࡦࡧࢀࡢⓎ⏕ࠊճୖ㒊ᕤࡢ⾪✺

 ࡑࡇ࡛ᅜᅵ㏻┬ࡽࡢ౫㢗ࢆཷࡅࠊᮏᖺᗘࡣ  ᅇࡢ

ࡼࡿ◚ᦆࠊմᨭᢎࡑࡢ࿘ࡾࡢ◚ᦆࠊյᶫྎ⫼㠃ࡢỿୗ

ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋᒾᡭ┴ෆࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⌧≧ࠊ

ࡀ࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ㟈⅏ᚋ╔ᡭࡋࡓࡀࢀ

ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⪏ஂᛶࢆồࡵࡿࡇࡢ㔜せᛶࡑ

ࡁฎศࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᒾᡭ┴ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ㈨ᩱᇶ

ࡢ᪉ἲࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ᐖᛶ☜ಖࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡇ

࡙ࡁᒾᡭ┴ෆ࡛⾜ࢃࢀࡓฎ⌮ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋᒾᡭ┴ෆࡢࢭ

ࠊᐖࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ◊✲࡞

࣓ࣥࢺᕤሙ࡛ከ㔞ࡢྍ⇞≀ࢆ↝༷ࡋࡓࡇࠊᗈᇦฎ⌮ࢆ

ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋ

⾜ࡗࡓࡇ➼ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ







ᅗ̺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄝ᫂⏝ 337㸦ᢤ⢋㸧
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ᅗ̺ ㅮ₇ㄝ᫂⏝ 337㸦ᢤ⢋㸧

㸱㸬ㄽᩥࡼࡿබ⾲

ࡧᕤ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࢆฟࡑ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ㄽᩥࡼࡿබ⾲ࡣ  ࡘู࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘࡣᮾ᪥ᮏ

୕ࡘ┠ࡣࠊ᪥ᮏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛᮾᨭ㒊ࠕሷᐖእຊ

㟈⅏ࡼࡿὠἼ࡛⿕⅏ࡋࡓ㜵₻ሐࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ

ࡢホ౯᪉ἲホ౯◊✲ጤဨ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⤖㜵Ṇࢆྵ

-RXUQDORI&LYLO(QJLQHHULQJDQG$UFKLWHFWXUH ᢞ

ࢇࡔỈ࠶ࡿ࠸ࡣᾏỈࡼࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⿕ᐖ

✏ࡋ࡚ᰝㄞࢆཷࡅࡓࡶࡢࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ  ࠋ
⿕⅏ᵓ㐀≀ࡢ

ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡶࠊண ࡢࡓࡵࡢホ౯᪉ἲࢆ᳨ウ

ᵓ㐀ᙧᘧ⿕⅏࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㸬࡛

ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖿࢆົࡵࡿࠋ ࡘ┠ࡣࠊ᪥ᮏࢥࣥࢡ

ㄝ᫂ࡋࡓෆᐜࢆせ⣙ࡋࡓࠋ ࡘ┠ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢫ

࣮ࣜࢺᕤᏛᮾᨭ㒊ࠕᐮ୰ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢရ㉁☜ಖ◊

ࢣ࣮ࣜࣥࢢᢠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡲࡵ

✲ጤဨ࡛ࠖ࠶ࡾᐮ୰࡛ᕤࡉࢀࡿᵓ㐀≀ࡢᕤୖࡢ␃

ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ   ࠋᒾᡭ┴ෆ࡛⤖㜵Ṇࢆᩓᕸࡍࡿ

ពⅬࢆ᳨ウࡋࠊࣔࢹࣝᕤࢆ⾜ࡗࡓᑐࡋ࡚ㄪᰝ᳨ウ

⌧ሙከࡃぢࡽࢀࡿࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡣࠊࣇ࣮ࣞࢡ≧ࡢ⾲㠃

ࡍࡿጤဨ࡛࠶ࡾࠊᖿ㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㞳࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊࡣ

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸

㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚㍍どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊࢫࢣ࣮

(1)

,ZDVDNL㸸&KDUDFWHULVWLFVRI7VXQDPL'DPDJHWRWKH7LGH:DOOV

ࣜࣥࢢࡢ㐍⾜ࡼࡾࠊ㐨㊰ᶫᗋ∧✰ࡀ㛤ࡃ࡞ࡢ

LQ,ZDWH3UHIHFWXUHIURPWKH*UHDW(DVW-DSDQ(DUWKTXDNH㸪

ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⤖㜵Ṇࢆከࡃᩓᕸࡍࡿ✚㞷ᐮ෭ᆅᇦ࡛ࡣ

-RXUQDORI&LYLO(QJLQHHULQJDQG$UFKLWHFWXUH9RO1R

≉ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊࢥ
ࣥࢡ࣮ࣜࢺ୰⣽࡞ẼἻࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ຎࢆᢚไ

SS㸪
(2)

⮬ࡢヨ㦂᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡑࢀࢆ᪤Ꮡࡢヨ㦂᪉ἲẚ㍑ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ੈゅ❧᪉య⛬ᗘ࡛ࡶ᪤Ꮡࡢヨ㦂᪉ἲ

ᑠᒣ⏣ဴஓ⩚ཎಇ♸ᩧ⸨⚽㸪᪩ᆏὒᖹ㸸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ
ࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢᢠᛶ࠾ࡅࡿ㐃⾜✵Ẽࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿ◊✲ࢥ

࡛ࡁࡿࡇࢆぢฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜࡣࠊࢫࢣ࣮ࣜࣥ
ࢢᢠᛶࡢホ౯ࢆࡍࡿᡭἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⊂

7HWVX\D2\DPDGD6KXQVXNH+DQHKDUD+LGHDNL'HWR6KRML

ࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛᖺḟㄽᩥ㞟9RO1RS
(3)

Ⳣ㔝⳹ᯝ㸪⩚ཎಇ♸㸪ᑠᒣ⏣ဴஓ㸪㉺ᚋ㈗ྖ㸸᪤Ꮡࢫࢣ࣮ࣜࣥ
ࢢヨ㦂᪉ἲᑐࡍࡿᑠ∦⤖⼥ゎヨ㦂᪉ἲࡢᩚྜᛶ㸪ࢭ࣓ࣥ
ࢺ࣭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺㄽᩥ㞟㸪1R SS

ኚࢃࡽ࡞࠸ホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀุࡗࡓࠋ

ᅗ̺3 ㄽᩥᥖ㍕ࡋࡓ┿
㸲㸬ጤဨάື
ᮏᖺᗘࡣࠊ ࡘࡢጤဨᡤᒓࡋࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣᅵᮌᏛ
ࠕࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢရ㉁☜ಖᑠጤဨ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࢆ᪂タࡍࡿሙྜࡢᛮࢆ㆟ㄽࡍࡿጤ
ဨ࡛࠶ࡾࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ᒾᡭ┴ෆ࡛ከࡃⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
ᐖຎࡢண㜵ಖ㛵ࡍࡿጤဨࡋ࡚ཧ⏬ࡋࠊᖿࢆ
ົࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘ┠ࡣ᪥ᮏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛࠕࢥࣥࢡ
࣮ࣜࢺ୰ࡢẼἻࡢᙺ࣭ไᚚ㛵ࡍࡿ◊✲ጤဨ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊᐖຎࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᮦᩱ࠾ࡼ
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ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
ࢥڠ໐Ȇႅࢤ֚ġ
せ᪨㸸㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㒊㛛㜵⅏ሗࡢ◊✲ࡋ࡚ࠊձ㟁☢⏺ࢆ⏝࠸ࡓ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡢ◊✲ղ
⅏ᐖ㑊㞴ᨭ㸦㏨ࡆ㐜ࢀ᳨ฟ㸧ࡸ㑊㞴ඛ࡛ࡢぢᏲࡾࢆ⾜࠺ගᏛࢭࣥࢧࡢ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋձ࡛ࡣࠊὶࣥࣆ࣮ࢲ
ࣥࢫἲࢆ⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺෆࡢሷ≀⃰ᗘ᥎ᐃ᪉ἲࢆᥦࡋࡓࠋղ࡛ࡣࠊගᏛࢭࣥࢧࢆ⏝࠸ࡓேࡢㄆ㆑࠾
ࡼࡧ྾⬦Ἴࡢィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ㌿ಽࡢ྾ࡢィ ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ㠀◚ቯ᳨ᰝ㸪ேࡢㄆ㆑㸪⏕యࢹ࣮ࢱࡢィ 㸪ගᏛࢭࣥࢧ
㸯㸬ὶࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫἲࢆ⏝ࡋࡓ㠀◚ቯ᳨ᰝᢏ⾡ࡢ
◊✲㸦ሷ≀⃰ᗘࡢ᥎ᐃ㸧
ᘓ⠏≀ࡸ㐨㊰ࡸᶫ࡞㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ⥔ᣢ
⟶⌮ࡣࠊ⌧ᅾࡢᏳ࡞ᅜẸ⏕άᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ㕲➽ࢥࣥ
ࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀ࡢ࡞ຎ⌧㇟ࡋ࡚ࠊሷᐖࠊ୰ᛶࠊ
ࣝ࢝ࣜ㦵ᮦᛂࠊ⤖⼥ゎ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୰࡛ࡶ


ሷᐖࡣ㕲➽⭉㣗ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ⿕ᐖࡀ῝้࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲

ᅗ

࡛ࡣሷᐖࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺෆࡢ᪂ࡓ࡞

ᐃࢩࢫࢸ࣒

ሷ≀⃰ᗘࡢ᥎ᐃ᪉ἲࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ᪉ἲࡣࠊὶ
ࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫἲࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊሷ≀⃰ᗘ
ࡼࡿࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࡢ㐪࠸ὀ┠ࡋศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ
ホ౯ᘧࢆᥦࡋ࡚ࠊሷ≀⃰ᗘࡢ᥎ᐃ⢭ᗘࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ
ᅗ  ᐃࢩࢫࢸ࣒ࢆ♧ࡍࠋᮏᥦ᪉ἲࡣࠊ㟁ᴟࡢ
᥋ゐᢠࡢᙳ㡪ࢆῶࡽࡍࡓࡵࠊヨ㦂యࡢ⾲㠃࣏࢚ࣜࢳ
ࣞࣥࣇ࣒ࣝࢆタ⨨ࡋࠊ2 ࡘࡢ㟁ᴟࢆ㊥㞳 50mm ࡢ㛫㝸
タ⨨ࡍࡿࠋḟࠊࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫ࣓࣮ࢱ࣮ࡽ࿘Ἴᩘ

ᅗ ࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫỈẼ㔞ࡢ⤒ኚ
Ꮡᅾࡍࡿࡓࡵࠊሷ≀⃰ᗘࡢ᥎ᐃࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ

1kHz ࡢὶ㟁ᅽ 4.0V ࢆ༳ຍࡋ࡚ࠊࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࢆィ

ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫ Z 㸦1kHz㸧࠾ࡼࡧ

ࡍࡿࠋࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࡢ⤒ኚࢆ ᐃࡋࠊሷ≀⃰

✵Ẽ୰ࡢỈẼ㔞 h ࡽ㏆ఝࡋࡓ㛫㛵ᩘ t ࡢ 2 ࡘࡢࣃ

ᗘࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ⏝ࡍࡿヨ㦂యࡣ L200mmW200mm

࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸ࡓሷ≀⃰ᗘホ౯ᘧࢆᥦࡋࠊሷ≀⃰

H100mmࠊỈࢭ࣓ࣥࢺẚ 60%ࠊᮦ㱋 1189 ᪥ࠊሷ≀⃰

ᗘࡢ᥎ᐃࢆヨࡳࡓࠋᥦࡍࡿሷ≀⃰ᗘホ౯ᘧ F(Z,t)ࢆ

ᗘࡣ 0.0kg/m3ࠊ1.2kg/m3ࠊ2.4kg/m3 ࡢ 3 ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ

ᘧ(1)♧ࡍࠋZ ࡣィ ࡋࡓ᪥࠾ࡅࡿࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࠊ

୍⯡ⓗࠊࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࡣሷ≀⃰ᗘࡀከࡃྵࡲࢀ

Zave ࡣሷ≀⃰ᗘ 0.0kg/m3 ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣥࣆ࣮ࢲ

ࡿࡶࡢప࠸್ࢆ♧ࡍࠋࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣥࣆ࣮ࢲࣥ

ࣥࢫࡢᖹᆒ್ࠊt ࡣ᪥ᩘࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ ʹͲͳͳ ᖺ ͺ ᭶ ͳ ᪥ࢆ

ࢫ✵Ẽ୰ࡢỈẼ㔞ࡢ⤒ኚࢆᅗ ♧ࡍࠋࣥ

ൌͲ ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊᚑ᮶ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓỈẼ㔞ࡢࡤࡽ

ࣆ࣮ࢲࣥࢫࡣỈẼ㔞ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿపࡃ࡞ࡾࠊ࡚ࡢࢧ

ࡘࡁࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊ✵Ẽ୰ࡢỈẼ㔞ࡢ⤒

ࣥࣉ࡛ࣝᑐࡢ≉ᛶ࡛ኚືࡍࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ୍

ኚࢆ᭱ᑠἲࢆ⏝࠸࡚㹹 㹻ෆ࡛♧ࡋࡓṇᘻἼ࡛㏆

ᐃⅬ╔┠ࡋࡓሙྜࠊࡢ ᐃⅬ࠾࠸࡚ࡶ㧗ሷ≀⃰

ఝࡋࡓࠋ

ᗘࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࡀప࠸㛵ಀࡣಖࡓ
ࢀࡓࠋࣥࣆ࣮ࢲࣥࢫࡣ✵Ẽ୰ࡢỈẼ㔞౫Ꮡࡋቑῶ
ࡍࡿࡓࡵࠊྛሷ≀⃰ᗘ࡛ ᐃ್ࡀ୍ᐃ࡞ࡽࡎᗈ⠊ᅖ
ศᕸࡍࡿࠋ ᐃ್ᑐࡋࠊヱᙜࡍࡿሷ≀⃰ᗘࡀ」ᩘ

F (Z , t )

Z
Z ave


½
§ S
·
t  1.50 ¸  0.984¾ (1)
®0.50 sin ¨
182
.
5
©
¹
¯
¿

ᅗ ྛሷ≀⃰ᗘᑐᛂࡍࡿホ౯್ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ
ẚ㍑ࡢࡓࡵᖺᗘሗ࿌ࡋࡓᪧホ౯ᘧࡼࡿ⤖ᯝࢆᅗ
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 ♧ࡍࠋ ࡘࡢホ౯್࠾࠸࡚ࠊྛሷ≀⃰ᗘ࠾

ගᏛࢭࣥࢧࡋ࡚ࠊ࣐ࢡࣟࢯࣇࢺ♫ࡢ Kinect ࢆ⏝

ࡅࡿホ౯್ࡀ㔜」ࡋ࡞࠸ࢹ࣮ࢱᩘࠊྜࢆ⾲ ♧ࡍࠋ

࠸ࡓࠋ྾ࡣ Kinect ࡽேࡢ⬚㒊ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢኚࢆ

ࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊホ౯್ࡀ㔜」ࡋ࡞࠸ྜࡀྥୖࡉࢀࠊሷ

ㄞࡳྲྀࡿࡇ᳨࡛ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⬚ࡀ྾ྜࢃ

ศ⃰ᗘ᥎ᐃ⢭ᗘࡀྥୖࡋࡓࠋᚋࠊࡉࡽ᥎ᐃ⢭ᗘࢆୖ

ࡏ࡚ୖୗືࡍࡿࡓࡵ⏕ࡌࡿ⣙ 10mm ௨ෆࡢኚࢆἼᙧ

ࡆ࡚ᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ

ࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࠋࡇࡢ㝿ࠊேࡢ⬚㒊ࡢሗࡣࠊKinect 
ࡽᚓࡽࢀࡿேࡢ㦵᱁Ⅼሗࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊ
ேࡀᗋ࡞ಽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊᗋேࡢ༊ูࡀ࡛ࡁࡎ
Kinect ࡽࡢ㦵᱁ሗࡀࠊᚓࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ
 ேࢆㄆ㆑ࡋࡓࡋ࡞࠸ࡢィ ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊᅇ᪂ࡓ࡞ேㄆ㆑᪉ἲࢆᥦࡋ࡚ࠊ㌿ಽࡢ྾
ሗࡢィ ࢆ⾜ࡗࡓࠋᥦࡍࡿேㄆ㆑᪉ἲࡣࠊ ᐃ⠊ᅖ
ࡍ࡚ࡢ⨨࠾ࡅࡿ㊥㞳ኚືࢆィ ࡋ࡚ࠊ྾క࠺
ᩘ࣑ࣜࡢኚືࢆ᳨▱ࡋ࡚⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊㄆ㆑ࡋࡓ⨨

ᅗ ྛሷ≀⃰ᗘࡢ᪂ࡓ࡞ホ౯್ F(Z,t)ࡢศᕸ

࠾ࡅࡿኚືࢆ྾Ἴᙧࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࠋᅗ ᥦ᪉
ἲࡼࡿ㌿ಽࡢேㄆ㆑྾Ἴᙧィ ࢆ♧ࡍࠋࡇࡢ
⤖ᯝࡼࡾࠊ㌿ಽࡢ྾Ἴᙧࡢィ ࡀ⾜࠼࡚࠸ࡿࡇࡀ
ศࡗࡓࠋᚋࠊேㄆ㆑ࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࠊᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ



ᅗ ྛሷ≀⃰ᗘࡢᚑ᮶ࡢホ౯್ F(f,Z,h)ࡢศᕸ
(a) ேㄆ㆑ࡋࡓ
⾲  ࡘࡢホ౯್࠾࠸࡚ྛሷ≀⃰ᗘ࠾ࡅࡿホ౯
್ࡀ㔜」ࡋ࡞࠸ࢹ࣮ࢱᩘࠊྜ





(b) ேㄆ㆑ࡋ࡞࠸
ᅗ ேࢆㄆ㆑ࡋࡓࡋ࡞࠸ࡢィ ⤖ᯝ

㸰㸬⅏ᐖ㑊㞴ᨭࡸ㑊㞴ඛ࡛ࡢぢᏲࡾࢆ⾜࠺ගᏛࢭࣥ



ࢧࡢ◊✲
ගᏛࢭࣥࢧࡼࡗ࡚ࠊேࡢ᭷↓ࡸ྾ࡸ⬦Ἴࢆ㠀᥋ゐ
ィ ࡋࠊ㑊㞴ᨭࡸ㑊㞴ඛ࡛ࡢᗣ≧ែ࡞ࢆᢕᥱྍ
⬟࡞ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋᮏࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊேࡢ᭷↓ࡢ

䐟㊥㞳ኚື⾲♧

䐠ィ ⨨䛾᥎ᐃ㛤ጞ

䐡ィ ⨨䛾Ỵᐃ

ィ ࡼࡾ⅏ᐖࡢ㏨ࡆ㐜ࢀࡢ᳨ฟࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽࠊ⅏ᐖ
ᚋࡢ㑊㞴ඛ࡛ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢၥ㢟ࡸ⏕ά⎔ቃࡢኚ
క࠺ࢫࢺࣞࢫࡸᗣࡢᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⏕య
ሗ㸦྾ࡸ⬦ὴ㸧ࢆ㠀᥋ゐ࡛ィ ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
ᗣ≧ែࡢᢕᥱࡋࠊᏳᏳᚰ࡞♫ᇶ┙ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ

RGB䜹䝯䝷



ᅗ ㌿ಽࡢேㄆ㆑྾Ἴᙧィ 
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ཡब̻̩̿ͤ͘໐ġ
ࢥڠ໐Ȇུંۼਏġ
せ᪨㸸⅏ᐖࡢ㎿㏿࡞㑊㞴ㄏᑟ࠾ࡼࡧᏳྰ☜ㄆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ྲྀࡾṧࡉࢀࡓᘓ≀ࡸࡀࢀࡁࡢ୰ࡢ⏕Ꮡ
⪅ࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢡࣟἼࡼࡿ MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)࣮ࣞࢲࢆ⏝࠸ࡓᏳྰ☜ㄆᢏ⾡ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ྠᡭἲ࡛ࡣ฿᮶᪉ྥ᥎ᐃࡼࡾ㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉ࡽ⏕య᪉ྥࢆ᥎ᐃࡋ୕ゅἲࡼࡾ⨨ࢆィ⟬
ࡍࡿࡀ㸪⏕యࡀ」ᩘྡᏑᅾࡍࡿሙྜࡣീࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵ」ᩘ⏕య⨨ࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᮏሗ࿌
࡛ࡣ㸪⏕యᅛ᭷್ࡢᑐᛂࡅࡼࡗ࡚ീࢆ㝖ࡋ㸪」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦࡍࡿ㸬ᐇ㦂࡚ീ
㝖ἲࢆホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ᪉ྥ࣋ࢡࢺࣝࡢෆ✚್ࢆ⏝ࡍࡿീ㝖ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾ㸪0.45 m ࡢ
⢭ᗘ࡛⨨᥎ᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬
࣐ࢡࣟἼ㸪ࢻࢵࣉࣛ࿘Ἴᩘ㸪㟁Ἴఏᦙ㸪Ᏻྰ☜ㄆ

ு ሺ݂  ݂  ݂ ሻ
തതതതതതതതതതതതതത
(2)
ࡾோ  ൌ ࡲሺ݂ሻࡲሺ݂ሻ
ଵ
ଶ
ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡛ு ࡣ」⣲ඹᙺ㌿⨨㸪ܣҧࡣ࿘Ἴᩘ᪉
ྥࡢᖹᆒ₇⟬ࢆ⾲ࡋ㸪݂ଵ ݂ଶ ࡣࡑࢀࡒࢀ⏕యάືࡢᙳ㡪
ࡀ⌧ࢀࡿୗ㝈ୖ㝈ࡢ࿘Ἴᩘࡍࡿ㸬
௨㝆࡛ࡣཷಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕య᪉ྥ᥎ᐃฎ⌮㛵ࡋ࡚
グ㏙ࡍࡿ㸬ཷಙ┦㛵⾜ิ R_R ࢆᅛ᭷್ศゎࡍࡿࡇ࡛㸪

Ȧோ ൌ ሺሾߣோଵ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ߣோ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ߣோ ሿሻ
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(3)

False images
Target x

Center line from Rx

Center line from Tx

....

㸰㸬」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃἲ
ᅗ㸯ᮏᥦἲ࠾ࡅࡿ⏕య⨨᥎ᐃ᪉ἲࡢᴫᛕᅗࢆ
♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛㸪ߠ்௫ ࡣ⏕ࡢ┠␒ݔయࡢ㏦ಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕
య᪉ྥ㸪ߠோ௫ ࡣ⏕ࡢ┠␒ݔయࡢཷಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕య᪉ྥ
࡛࠶ࡿ㸬ᮏᥦἲ࡛ࡣ㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉ࡢ⏕య᪉ྥ
ߠ்௫ 㸪ߠோ௫ ࡢⅬࢆ᥈ࡍࡇࡼࡾ┘ど㡿ᇦᏑᅾࡍࡿ⏕
యࡢ⨨ࢆ᥎ᐃࡍࡿ㸬ࡋࡋ㸪ᐇ㝿ࡢ࣐ࣝࢳࣃࢫ⎔ቃ࡛
ࡣ┤᥋ἼࡸቨࡽࡢᑕἼ➼ࡢᅛᐃᡂศኚືᡂศ࡛࠶
ࡿ⏕యࡽࡢᑕἼࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪༢⣧⏕య᪉
ྥࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏᥦἲ࡛ࡣ
MIMO ࣥࢸࢼ࡛ ᐃࡋࡓ MIMO ࢳࣕࢿࣝࡢࣇ࣮࢚ࣜ
ኚࡼࡾᚓࡽࢀࡿ࿘Ἴᩘᛂ⟅⾜ิࡽ⏕య⏤᮶ࡢኚືᡂ
ศࡢࡳࢆᢳฟࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ቨࡽࡢᑕἼ➼ࡢᙳ㡪
ࢆ 㝖 እ ࡍ ࡿ 㸬 ࡇ ࡢ ≧ ែ ࡛ MUSIC (MUltiple SIgnal
Classification)ἲ[2]ࢆ⏝࠸࡚฿᮶᪉ྥ᥎ᐃࢆ⾜࠺ࡇࡼ
ࡾ⏕య᪉ྥࢆ᥎ᐃࡍࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡑࡢཎ⌮ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡍࡿ㸬
ܮேࡀᏑᅾࡍࡿ⎔ቃ࡛ MIMO ࢳࣕࢿࣝࢆ ᐃࡍࡿ㸬㏦
ಙࣥࢸࢼᩘࢆ݊㸪ཷಙࣥࢸࢼᩘࢆ݉ࡋࡓࡁ㸪
݉ ൈ ݊ኚືMIMOࢳࣕࢿࣝࡢࣇ࣮࢚ࣜኚࡼࡾᚓࡽࢀ
ࡓ࿘Ἴᩘᛂ⟅⾜ิࡲሺ݂ሻࡼࡾ㸪㏦ಙ┦㛵⾜ิࡾ ் ཷಙ┦
㛵⾜ิࡾோ ࡣ
ு ࡲሺ݂ሻሺ݂  ݂  ݂ ሻ
തതതതതതതതതതതതതത
(1)
ࡾ ்  ൌ ࡲሺ݂ሻ
ଵ
ଶ

Target 1

....

㸯㸬ࡣࡌࡵ
⅏ᐖࡢ㎿㏿࡞㑊㞴ㄏᑟ࠾ࡼࡧᏳྰ☜ㄆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ྲྀࡾṧࡉࢀࡓᘓ≀ࡸࡀࢀࡁࡢ୰ࡢ⏕Ꮡ⪅
ࢆ Ⓨ ぢ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ࣐  ࢡ ࣟ Ἴ  ࡼ ࡿ MIMO
(Multiple-Input Multiple-Output)࣮ࣞࢲࢆ⏝࠸ࡓᏳྰ☜ㄆ
ᢏ⾡ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ[1]㸬ྠᡭἲ࡛ࡣ฿᮶᪉ྥ
᥎ᐃࢆᛂ⏝ࡋ㸪㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉ࡽ⏕య᪉ྥࢆ᥎ᐃ
ࡍࡿࡀ㸪⏕యࡀ」ᩘྡᏑᅾࡍࡿሙྜࡣീࡀⓎ⏕ࡋ㸪」
ᩘ⏕య⨨ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᮏሗ࿌
࡛ࡣ⏕యᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࡢᑐᛂ㛵ಀࡼࡾീࢆ㝖ࡋ㸪
」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦࡍࡿ㸬
௨ୗ࡛ࡣ㸪
ᥦࡍࡿ」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃἲࡢཎ⌮ࡘ࠸࡚♧ࡋ㸪ᐇ㦂
ࡼࡾᥦἲࡢ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿ㸬

șR1[ι]

șT1[ι]

Target L

Rx_1
Rx_2
Rx_3

șRx[ι] șTx[ι]
șRL[ι]

Rx_m

șTL[ι]

Tx_1
Tx_2
Tx_3
Tx_n

ᅗ1.ᮏ᳨ウ䛻䛚䛡䜛⏕య⨨᥎ᐃ᪉ἲ
ࢁோ ൌ ሾ࢛ோଵ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ࢛ோ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ࢛ோ ሿ
(4)
࡞ࡿཷಙഃ ࡢᅛ᭷್Ȧ ோ ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࢁோ ࡀᚓࡽࢀ
ࡿ㸬ࡇࡢࡁ㸪ᅛ᭷್ߣோ௫ 㸪ᅛ᭷࣋ࢡࢺ࢛ࣝோ௫ ࡣࡢ┠␒ݔ
⏕యᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ᅛ᭷್Ȧோ ࡣ
(5)
ߣோଵ   ڮ ߣோ  ߣோାଵ ൌ  ڮൌ ߣோ ൌ ߪଶ
ଶ
࠸࠺㛵ಀᘧࢆᣢࡘ㸬ᘧ୰࠾ࡅࡿߪ ࡣ㞧㡢㟁ຊࢆ⾲ࡍ㸬
ࡇࡇ࡛㸪ᅛ᭷್ሾߣோାଵ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ߣோ ሿᑐᛂࡍࡿᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ
ࢆࢁோே ⾲ࡍ㸪ࢁோே ࡣ┦㛵⾜ิࢆồࡵࡿ㝿ࡢ࿘Ἴᩘ⠊
ᅖ࡚ኚືࡀᙉࡃ⏕ࡌࡿ᪉ྥ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⏕యࡢ᪉ྥࢾ
ࣝࢆྥࡅࡿ࣋ࢡࢺࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㸪㞧㡢ᑐᛂ
ࡍࡿᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࢁோே ࡣཷಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕య᪉ྥ࣋ࢡ
ࢺࣝࢇோ ሺߠோ௫ ሻ┤ࡍࡿ≉ᛶࢆᣢࡘࡓࡵ㸪ཷಙࣥࢸࢼ
ഃࡢホ౯㛵ᩘ࡛࠶ࡿ MUSIC ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㸪
ܲோ ሺߠோ ሻ ൌ

ࢇಹ
ೃ ሺఏೃ ሻࢇೃ ሺఏೃ ሻ
ಹ
ࢇೃ ሺఏೃ ሻࢁೃಿ ࢁಹ
ೃಿ ࢇೃ ሺఏೃ ሻ

(6)

ࡣߠோ ࡀ⏕య᪉ྥࡢࡁࣆ࣮ࢡ್ࢆࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ߠோ ᑐࡍࡿཷಙࣥࢸࢼഃࡢ MUSIC ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛࡢࣆ
࣮ࢡࢆ᥈ࡍࡇࡼࡾ㸪ཷಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕య᪉ྥ
ߠோଵ 㹼ߠோ ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ㸬
ྠᵝࡢฎ⌮ࢆ㏦ಙ┦㛵⾜ิࡾ ் 㛵ࡋ࡚ࡶ⾜࠸㸪㏦ಙ
ࣥࢸࢼഃࡢ MUSIC ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㸪
்ܲ ሺߠ் ሻ ൌ

ࢇಹ
 ሺఏ ሻࢇ ሺఏ ሻ
ಹ
ࢇ ሺఏ ሻࢁೃಿ ࢁಹ
ೃಿ ࢇ ሺఏ ሻ

(7)

ࢆ⟬ฟࡋ㸪㏦ಙࣥࢸࢼഃࡢ⏕య᪉ྥߠ்ଵ 㹼ߠ் ࢆ᥎ᐃࡍ
ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢇ ் ሺߠ் ሻࡣ㏦ಙࣥࢸࢼഃࡢ᪉ྥ࣋ࢡࢺ࡛ࣝ
࠶ࡿ㸬

șAT1 [ι]

Tx1

Tx3
Tx4

șAR1 [ι] Rx array

D = 4.0 m

Tx2

h = 1.0 m

Human body

Rx1
Rx2
Rx3
Rx4

ᅗ2.ᐇ㦂᮲௳

㸱㸬ᐇ㦂⤖ᯝ
ᅗ 2 ᐇ㦂᮲௳ࢆ♧ࡍ㸬ᮏᐇ㦂ࡢࣥࢸࢼᵓᡂࡣ㏦ཷ
ಙࣥࢸࢼ᪉ 4 ⣲Ꮚࣃࢵࢳ࣮ࣞࣥࢸࢼࢆ⏝࠸ࡿ
Ͷ ൈ Ͷࣂࢫࢱࢸࢵࢡ MIMO ᵓᡂࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪
ࣥࢸࢼ㧗݄ࡣ 1.0 m㸪㏦ཷಙ㛫㊥㞳 ࡣܦ4.0 m タᐃࡋ㸪
ࢳࣕࢿࣝ ᐃ㛫ࢆ 50 ⛊㸪
ᢳฟࡍࡿ࿘Ἴᩘ⠊ᅖࢆே㛫ࡢ
⏕యάືࡸయືࡢᙳ㡪ࡀ⌧ࢀࡿͲǤͲʹ Hz  ݂  ͵Ǥ͵ Hz
ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏᐇ㦂ࡣᒇෆ⎔ቃ࡚⾜࠸㸪⿕㦂⪅ࡀ㏦
ಙࣥࢸࢼࡽࡢゅᗘߠ்௫ 㸪ཷಙࣥࢸࢼࡽࡢゅᗘ
ߠோ௫ ࡞ࡿ⨨┤❧ࡋࡓሙྜࢳࣕࢿࣝࢆ ᐃࡋࡓ㸬
ᅗ 3 ⿕㦂⪅ࢆ 2 ྡࡋࡓሙྜࡢ㏦ཷಙ᪉ࡢ⏕య᪉
ྥ᥎ᐃ⤖ᯝࡢ୍ࢆ♧ࡍ㸬⿕㦂⪅ 2 ྡࡢ❧ࡕ⨨ࡣ
㸦 ሾߠ்ଵ ǡ ߠோଵ ሿ  ൌ  ሾͳͺǤͶ לǡ ͳͳǤ͵ לሿ 㸧  㸦 ሾߠ்ଶ ǡ ߠோଶ ሿ  ൌ
ሾെͷǤʹ לǡ െʹ͵Ǥʹ לሿ㸧࡛࠶ࡿ㸬ྠᅗࡼࡾࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛࡢࣆ࣮
ࢡࡀ 2 ࡘ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪᥎ᐃ᪉ྥࡣ㏦ಙഃ
࡛ሾെͶǤͻ לǡ ʹͳǤͳ לሿ㸪ཷಙഃ࡛ሾെʹʹǤ͵ לǡ ͳͲǤ͵ לሿ࡛࠶ࡿࡇࡀ
ศࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྛ᥎ᐃ᪉ྥࡀࡢ⏕యᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿࢆุ᩿࡛ࡁࡎ㸪⏕య⨨ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬
ᅗ 4 ᥦἲࢆ⏝࠸࡚」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃࢆ 100 ᅇ⾜ࡗ
ࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ྠᅗࡼࡾ㸪ീࢆⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡞ࡃ㸪ᥦ
ἲࡼࡾ⏕య⨨ࢆ᥎ᐃྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬
ᅗ 5 ⨨᥎ᐃㄗᕪࡢ CDF (Cumulative-DistributionFunction)ࢆ♧ࡍ㸬ྠᅗࡼࡾ⨨᥎ᐃㄗᕪࡢ CDF 90%್ࡣ
0.45 m ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ
ᥦἲࢆ⏝࠸࡚ീࢆ㝖ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪㧗⢭ᗘ࡞」



Actual directions
From Rx

Actual directions
From Tx





From Tx
From Rx

    

   

Angle [deg]

ᅗ3.㏦ཷಙ᪉䛾⏕య᪉ྥ᥎ᐃ⤖ᯝ
[m]

䢶䢰䢷

Actual location
Proposed method

4.0

䢶

䢵䢰䢷

3.0

䢵

䢴䢰䢷

2.0

䢴

䢳䢰䢷

1.0

䢳

0

Tx

Rx

䢲䢰䢷
䢲

䢯䢲䢰䢷
䢯䢲䢰䢷

䢲

0

䢲䢰䢷

䢳

1.0

䢳䢰䢷

䢴

2.0

䢴䢰䢷

䢵

3.0

䢵䢰䢷

䢶

䢶䢰䢷

4.0 [m]

ᅗ4.⏕య⨨᥎ᐃ⤖ᯝ
100
80

CDF [%]

ࡋࡋ㸪ୖグࡢฎ⌮ࡼࡾ㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉࡛」ᩘ
ᚓࡽࢀࡓ⏕య᪉ྥߠ்ଵ 㹼ߠ் 㸪ߠோଵ 㹼ߠோ ࡽ༢⣧Ⅼ
ࢆ᥈⣴ࡍࡿ㸪ᅗ 1 ♧ࡍࡼ࠺ᐇ㝿ࡣ⏕యࡀᏑᅾࡋ
࡞࠸⨨ീࡀⓎ⏕ࡋ㸪ᐇ㝿ࡢ⏕య⨨ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏᥦἲ࡛ࡣᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ᪉
ྥ࣋ࢡࢺࣝࡢෆ✚್╔┠ࡍࡿ㸬ᅛ᭷್ศゎࡼࡗ࡚ᚓ
ࡽࢀࡓୖܮಶࡢᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝࡣ⏕ྛࡢྡܮయᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ᮏ᳨ウ࡛⏝ࡍࡿ MUSIC ἲࡣ x ␒┠
ࡢ⏕యᑐᛂࡍࡿᅛ᭷࣋ࢡࢺ࢛ࣝ ்௫ 㸪࢛ோ௫ ௨እࡢᅛ᭷࣋ࢡ
ࢺࣝ⏕ࡢ┠␒ݔయ᪉ྥ࣋ࢡࢺࣝࢇ ் ሺߠ்௫ ሻ㸪ࢇோ ሺߠோ௫ ሻࡢ
ෆ✚್ࡀ 0 ࡞ࡿࡇࢆ⏝ࡋࡓ฿᮶᪉ྥ᥎ᐃἲ࡛࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪⏕ࡢ┠␒ݔయᑐᛂࡍࡿᅛ᭷࣋ࢡࢺ࢛ࣝ ்௫ 㸪࢛ோ௫ 
⏕ࡢ┠␒ݔయ᪉ྥ࣋ࢡࢺࣝܽ ் ሺߠ்௫ ሻ㸪ܽோ ሺߠோ௫ ሻࡢෆ✚್ࡣ
ࡁ࡞್ࢆᣢࡘ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅛ᭷࣋ࢡࢺ
ࣝ᪉ྥ࣋ࢡࢺࣝࡢෆ✚್ࡢẚ㍑ࡼࡾ㸪ᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝ
⏕య᪉ྥ㸦ࢾࣝ᪉ྥ㸧ࡢᑐᛂࡅࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ീ
㝖ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ㸬ලయⓗࡣ㸪㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉
࠾ࡅࡿྛᅛ᭷࣋ࢡࢺࣝሾ࢛ ்ଵ ǡ ǥ ǡ ࢛ ் ሿ㸪ሾ࢛ோଵ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ࢛ோ ሿ
ᚓࡽࢀࡓܮಶࡢ㏦ཷಙࣥࢸࢼ᪉ࡢ⏕య᪉ྥᑐᛂࡍ
ࡿ ᪉ ྥ ࣋ ࢡ ࢺ ࣝ ሾࢇ ் ሺߠ்ଵ ሻǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ࢇ ் ሺߠ் ሻሿ 㸪
ሾࢇோ ሺߠோଵ ሻǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ࢇோ ሺߠோ ሻሿࡢෆ✚್ࢆィ⟬ࡋ㸪ࡢ┠␒ݔᅛ᭷
࣋ࢡࢺࣝࡢෆ✚್ࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓ㏦ཷಙ᪉ࡢ⏕య᪉
ྥߠ்௫ 㸪ߠோ௫ ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪⏕ࡢ┠␒ݔయ⨨ࢆ≉ᐃࡍࡿ㸬



MUSIC Spectrum[dB]

Tx array

60
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0.2
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1

Distance error [m]
ᅗ5.⨨᥎ᐃㄗᕪ䛾CDF
ᩘ⏕య⨨᥎ᐃࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇࡀศࡿ㸬
㸲㸬ࡴࡍࡧ
ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪MIMO ࣮ࣞࢲࢆ⏝࠸ࡓ」ᩘ⏕య⨨᥎ᐃἲ
ࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾ㸪ᥦἲ࠾ࡅࡿ⨨᥎
ᐃㄗᕪࡢ CDF90¥%್ࡣ 0.45 m ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ
ࡋࡓ㸬௨ୖࡢࡼ࠺㸪࣐ࣝࢳࣃࢫ⎔ቃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ」ᩘ⏕
య⨨᥎ᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
[1] D. Sasakawa et al., 8th European Conference on
Antennas and Propagation, Electric Proc. of EuCAP
2014, pp.3863-3867, April 2014.
[2] C. Plapous et al., IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, Vol. 52, Issue 12, pp. 3257 - 3264, 2004.
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बٺا໐ġ
౷֖ཡबࡄݪΓϋΗȜȆקਘ२ġ
せ᪨㸸ᖺᗘࡣࠊ࣮࢜ࣝᒾᡭ࡛㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮ಀࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࠸࠺㊃᪨ࡽ㸪
ࠕᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ༠㆟ࠖ
㸦ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀົᒁ㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠕ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙࠖࢆ㛤ㅮࡍࡿࡶ
㸪ࡇࢀ㐃ᦠࡋ࡚ᐇ⩦ࢆయࡋࡓࠕᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙࠖࢆ㛤ㅮࡍࡿ࡞㸪ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢάືࢆ㔜どࡋ࡚⾜
ࡗࡓ㸬ࡉࡽྛᶵ㛵ࡀሗࡢඹ᭷㜵⅏࣭⯆⟇➼ࡢ༠ാࢆᅗࡿࡓࡵࡢࠕᆅᇦ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢ㛤ദ㸪༴
ᶵ⟶⌮ཬࡧᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᩍカࢆᬑཬࡍࡿࡓࡵㅮ₇࣭ㅮ⩏ࠊ⅏ᐖᩥࡢ◊✲ࠊྛ⮬యࡀ⾜࠺㜵⅏カ⦎ࡢࢻࣂ
ࢫࡸྛ✀ጤဨ࠾࠸࡚ᆅᇦ㜵⅏ຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢ♫㈉⊩άື➼ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟㸪ேᮦ⫱ᡂ㸪⅏ᐖᩥ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᩍカᬑཬ
㸯㸬ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟ࡢタ⨨

ࡀᐇయ࡞ࡗ࡚㸪
ࠕ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱

⅏ᐖᑐᛂ➼࠶ࡓࡗ࡚㸪ᐇ㊶ⓗ࡞㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮⬟ຊ

ᡂㅮᗙࠖࢆ㛤ㅮࡋࡓ㸬ཷㅮ⪅ࡢ౽ᐅࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᒾᡭ

ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡶ㸪㜵⅏㛵ಀᶵ㛵┦ࡢ

Ꮫሙ࡛ࡣ  ᭶  ᪥㹼 ᪥㸪㔩▼ࢧࢸࣛࢺ࡛ࡣ 

㐃ᦠᙉࢆᨭࡋ࡚㸪ᒾᡭ┴࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⅏ຊࡢྥୖ

᭶  ᪥㹼 ᪥ᐇࡋࡓࡀ㸪୧ሙྜࢃࡏ࡚  ྡࡢཷ

㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ㸪
ࠕᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠

ㅮ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᮏㅮᗙࡢ㛤ㅮࢆ᮶ᖺᗘࡶᕼᮃࡍࡿཷㅮ⪅

㆟ࠖ
㸦௦⾲㸸ᒾᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧ࢆタ⨨

ࡀከࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㛤ጞᮇ㸬ㄢ┠➼ࢆ᳨

ࡋࡓ㸬ࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪ձ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚

ウࡋ࡚ᐇࡋࡓ࠸㸬
㸦┿㸰㸧

࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙࡢᐇ㛵ࡍࡿࡇղ㜵⅏㛵ಀᶵ㛵
┦ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢሙࡢᥦ౪㛵ࡍࡿࡇճࡑ
ࡢ┠ⓗ㐩ᡂᚲせ࡞ᴗ㛵ࡍࡿࡇࢆᴗࡋ࡚ᐇ
ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸬ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟
ࡢᵓᡂᶵ㛵ࡣ㸪
⌧ᅾࡢࡇࢁᒾᡭᏛࡢ  ᶵ㛵࡛ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㸦┿㸯㸧


㸦┿㸰㸧㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙ

㸱㸬ᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙࡢ㛤ㅮ
 ᖺᗘࡢᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙࡣ㸪ඹ㏻⛉┠ࢆ㜵⅏࣭༴
ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙ࡛ᐇࡋࡓࡓࡵ㸪
ࠕᐇ⩦⛉
㸦┿㸯㸧ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟

┠ࠖࠕ⥲ྜᐇ⩦⛉┠ࠖศࡅ࡚ᅗୖカ⦎࡞ࡢᐇ⩦ࢆ
య㛤ㅮࡋࡓ㸬
ࠕᐇ⩦⛉┠ࠖ㸰㸮ྡ㸪
ࠕ⥲ྜᐇ⩦⛉┠ࠖ

㸰㸬㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙࡢ㛤ㅮ

㸱㸵ྡࡢཷㅮ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸬≉ࠕ⥲ྜᐇ⩦⛉┠ࠖࡣ㸪

ࡁ࡞⅏ᐖ࡛ࡣ⾜ᨻ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪་⒪㛵ಀ⪅ࡸ

⮬⾨㝲ࡢ༠ຊࡢࡶ㸪㞵⅏ᐖࢆᐃࡋࡓᐇ㊶ⓗ࡞࣮ࣟ

Ꮫᰯ㛵ಀ⪅࡞㸪࠶ࡽࡺࡿᶵ㛵࡛ࡢ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮ࡢ࢚

ࣝࣉࣞࣥࢢ᪉ᘧࡢᅗୖカ⦎ࢆ㸳㛫ࢃࡓࡿ㐃⥆ࡋࡓ

࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᏑᅾࡀྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᆅ᪉⮬య

≧ἣ࡛ᐇࡋࡓࡀ㸪ྛᶵ㛵ࡽཧຍࡋࡓከࡃࡢཷㅮ⪅

ࡸᴗᡤࡢ⫋ဨ㸪་⒪㛵ಀ⪅㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅㸪㜵⅏㛵ᚰ

ࡽࡣ᮶ᖺࡶ⥆ࡅ࡚ࡋ࠸ኚዲホ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ

ࡢ࠶ࡿ୍⯡ᕷẸࢆᑐ㇟㸪࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⿵బࡍࡿ࢚࢟ࢫࣃ

ࡽࠊ᮶ᖺᗘࡣࠕ㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ⫱ᡂㅮᗙࠖ

࣮ࢺࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟

⤫ྜࡋ㸪ࡼࡾከࡃࡢேࡀཷㅮ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐇせ㡿➼
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ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸㸬
㸦┿㸱㸧

 ே㸪⮬㜵⅏⤌⧊ࡢ࣮ࣜࢲ࣮➼ࡢ୍⯡ࡢேᑐࡋ࡚
ࡣ  ᅇ㸪ᘏ⣙  ே㸪ࡋ࡚ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᩍ
カ➼ࢆᬑཬࡋࡓ㸬୰࡛ࡶ㸪ᅜࡽᒾᡭ┴ࡢ⿕⅏ᆅὴ
㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫋ဨᑐࡍࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣ◊ಟ㸪ෆ
㛶ᗓࡀദࡍࡿ㜵⅏ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ㣴ᡂ◊ಟ㸪ே㜵⅏
ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿ⅏ᐖᑐ⟇ᑓ㛛◊ಟ➼ࡢㅮᖌ
ࡋ࡚ㅮ⩏➼ࢆ⾜࠸㸪⮬య⫋ဨ➼ࡢ㜵⅏ᑐᛂຊྥୖ
ᐤࡋࡓ㸬
㸴㸬⅏ᐖᩥࡢ◊✲㸦 ✄ᮧࡢⅆ⚍ࡾ㸧

㸦┿㸱㸧ᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙ㸦⥲ྜᐇ⩦㸧

㸲㸬ᆅᇦ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
 ᒾᡭ┴ᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟㸦௦⾲㸸ᒾᡭᏛ
ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧ࡀദࡋ㸪┴ⓗ࡞㐃ᦠࡼ
ࡿᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉྥࡅ㸪ከᵝ࡞⯆࣭㜵⅏㛵㐃ᶵ㛵
ࡀཧຍࡋ࡚⋡┤࡞ពぢࢆ⾜࠺ሙࡋ࡚㸪ᆅᇦ㜵⅏࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓ㸬ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊձ
ᆅᇦ㜵⅏ຊྥୖࡢࡓࡵࠊྛ㜵⅏ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨
ウࡍࡿ㸬ղ⯆࣭㜵⅏࡞㛵ࡍࡿሗࡢඹ᭷㸪⯆࣭
㜵⅏⟇ࡢ༠ാࡘ࠸࡚ពぢࢆ⾜࠺ࡇ㸪ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᅇࡣᒾᡭ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡢ⅏ᐖᑐᛂ㒊⨫ࢆ
ࡣࡌࡵࡍࡿ㸪 ࡢ㜵⅏㛵㐃ᶵ㛵ࡽィ  ྡࡢཧຍࡀ
࠶ࡗࡓ㸬ᖺᗘࡣ㸪
ࠕ㑊㞴ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ┒ᒸᆅ᪉Ẽ㇟ྎ
㛗㸪┒ᒸᕷ⥲ົ㒊༴ᶵ⟶⌮ㄢࡽࡢᇶㄪㅮ₇ࡢᚋ㸪
ࠕ㑊㞴
່࿌➼ࡢุ᩿࣭ఏ㐩➼㛵ࡍࡿྛᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡢ⥲ྜウㄽࢆ⾜࠸㸪⮬⏤࡛άⓎ࡞ពぢࡀ࠶
ࡗࡓ㸬
㸦┿㸲㸧

 ḷᒣ┴ᗈᕝ⏫࡛ࡣ㸪ὠἼࡢ㑊㞴⾜ືࢆࠕ✄ᮧࡢⅆ⚍
ࡾࠖ࠸࠺⅏ᐖᩥࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠸࠺ࡢ࡛㸪
 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࡑࢀࢆどᐹࡋ࡚ࡁࡓ㸬ὠἼ⅏ᐖࡢグ
᠈ࢆ᪂ࡓ࡞ᙧ࡛⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ✄ᮧࡢⅆ⚍ࡾࠖࡣ㸪
ᖺࡽ㺀✄ࡴࡽࡢⅆ㺁ࢆ⌧ࡍࡿ࣋ࣥࢺࡋ࡚㛤ദࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㺂ᗈᕝ⏫ᙺሙ๓ࡢ✄ࡴࡽᗈሙࡽᗈඵᖭ⚄
♫ࡲ࡛ࡢ⣙㸰NPࢆᗈሙ࡛᥇ⅆࡉࢀࡓᯇ᫂ࢆᣢࡗࡓཧຍ
⪅ࡀ⦎ࡾṌࡁ㸪᭱ᚋ⚄♫ࡢ㏆ࡃ⏝ពࡉࢀࡓ㧗ࡉ㸰P
ࡢ✄ࢃࡽࢆ⇞ࡸࡍ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬✄ࢃࡽࢆ⇞ࡸࡋ࡚
ᮧேࢆᩆࡗࡓཱྀ㝠ࡢຌ⦼ࢆࡓࡓ࠼ࡿࡶ㸪㜵⅏
ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿ┠ⓗࡀ࠶ࡿ㸬ᏳᨻࡢὠἼࡽ⣙  ᖺࢆ
⤒࡚㸪ࡲࡓᮾᾏ࣭ᮾ༡ᾏᆅ㟈ࡀ༴ࡉࢀࡿ㸪ᗈᕝ⏫
࡛ࡣ㈇ࡢ࣓࣮ࢪࢆ᭷ࡍࡿὠἼࢆࡲࡕ࡙ࡃࡾάࡋ㸪
ὠἼ⅏ᐖࡢグ᠈ࢆ⅏ᐖᩥࡋ࡚⥅ᢎࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦┿㸳㸧


㸦┿㸲㸧ᆅᇦ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ


㸦┿㸳㸧✄ᮧࡢⅆ⚍ࡾ


㸳㸬༴ᶵ⟶⌮ཬࡧᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᩍカᬑཬࡢࡓࡵࡢㅮ

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸࡞ࡋ

₇࣭ㅮ⩏άື
 ᭶ࡽ  ᅇཬࡪㅮ₇࣭ㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ㸪
⾜ᨻ⫋ဨ㸪⫋ဨ㸪་⒪㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࡣ  ᅇ㸪ᘏ⣙
災害文化部門
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災害文化部門
૽২ٛڠش໐ڠ໐Ȇࢃં૽ġ
人文社会科学部・後藤尚人
せ᪨㸸࠸ࢃ࡚㧗➼ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࠾ࡅࡿࠕᆅᇦࢆᢸ࠺୰᰾ⓗேᮦ⫱ᡂᴗࠖࡢᴗ᥎㐍㈐௵⪅ࡋ࡚ࠊ㟈⅏
⯆≉ูㅮ⩏ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡸᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸάືࡢࠕࡁࡎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠊ⿕⅏ᆅࡢ㧗ᰯ⏕ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒
㐃ᦠᰯࡢᏛ⏕ࡀඹᏛࡪ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ➼ࡢ㟈⅏⯆άື㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 26 ᖺᗘࡣࠊᅜᏛࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒༠㆟ࡢ➨ 11 ᅇᅜᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒◊✲ὶࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ┒ᒸ࡛ 9 ᭶㛤ദࡋࠊ
ࡑࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ
࠸ࢃ࡚ࢥࣥࢯ࠾ࡅࡿᐇ⾜ጤဨጤဨ㛗ࡋ࡚⏬࣭㐠Ⴀᦠࢃࡾࠊ
ྠ㟈⅏⯆≉ูㅮ⩏㛵ࡍࡿሗ࿌ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
୰᰾ⓗேᮦ⫱ᡂࠊ㟈⅏⯆≉ูㅮ⩏ࠊࡁࡎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊᅜᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒◊✲ὶࣇ࢛࣮࣒ࣛ
㸯㸬㟈⅏⯆≉ูㅮ⩏

ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆᡭఏ࠺࣎ࣛࣥࢸᐇ⩦ࠊ┒ᒸ

࠸ࢃ࡚㧗➼ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡢ㟈⅏⯆≉ูㅮ⩏

ᡠࡗ࡚⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᏛࢇࡔࠋ

ࡋ࡚ࠊ๓ᮇࠕ࣎ࣛࣥࢸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ
ࠊᚋᮇ

ཷㅮ⪅ࡣࠊᒾᡭ  ྡࠊ┴❧  ྡࠊ┒ᒸ  ྡࠊ

ࠕ༴ᶵ⟶⌮⯆ࠖࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧

୍㛵㧗ᑓ  ྡࡢ  ྡࠊ
ᅜᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒༠㆟

⛉┠ࡶᒾᡭᏛᏛඹ㏻ᩍ⫱ࡢᩍ㣴⛉┠࡛࠶ࡿࡀࠊࢥ

ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊୖ㉺ᩍ⫱ᏛᏛ㝔  ྡᖖⴥᏛ  ྡࡀຍ

ࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠᰯࡢᏛ⏕ࡀ༢ࡋ࡚ᒚಟࡋࡸࡍ

ࢃࡗࡓࠋཷㅮ⏕ࡢホุࡶⰋࡃࠕ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚㌟య࡛ㅮ

࠸ࡼ࠺ᅵ᭙ࢆࡗࡓ㞟୰ㅮ⩏ᙧᘧ࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚

⩏ෆᐜࢆᐇឤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ
࡞ࡢኌࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ


࠸ࡿࠋㅮᖌࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡀ㉳ࡁࡓᖺᅜᏛࢥࣥ



ࢯ࣮ࢩ࣒༠㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ྡࡾฟ࡚ࡶࡽࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ



ᩍဨࡀົࡵ࡚࠸ࡿࠋ



ձࠕ࣎ࣛࣥࢸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ



ᖹᡂ  ᖺᗘ๓ᮇࡢࠕ࣎ࣛࣥࢸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖ



ࡣࠊ ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡲ࡛ࡢ㞟୰ㅮ⩏࡛ࠊ ᪥ࠥ ᪥ࡣἢ



ᓊ⿕⅏ᆅ㸦㝣୰ᾏᓊ㟷ᑡᖺࡢᐙ㸸ᒣ⏣⏫㸧࡛  Ἡ  ᪥ࡢ



ྜᐟࡋࡓࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢⓎ⅏ࡽ  ᖺࡶ㐣ࡂࡿࠊ



࣎ࣛࣥࢸάືᮍ⤒㦂ࡢཷㅮ⏕ࡀከࡃࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢ࣎
ࣛࣥࢸάືࢆᤵᴗࡋ࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀ㈗㔜࡞⤒㦂
࡞ࡿࠋ
ᖹᡂ㻞 㻢 ᖺᗘ㻌๓ᮇ㞟୰ㅮ⩏䠄

䛔䜟䛶㧗➼ᩍ⫱䝁 䞁 䝋 䞊䝅䜰 䝮༢⛉┠䠅

䛆 䠕 ᭶㻝 ᪥䠄 ᭶䠅 䡚㻌䠕 ᭶䠑 ᪥䠄 㔠䠅 䛇 㻌
䛿䚸 㻌

୰᪥䛾䠕 ᭶䠎 ᪥䠄 ⅆ䠅 䡚㻌䠕 ᭶䠐 ᪥䠄 ᮌ䠅 䜢 㻌
ᐟ⯋䠖 㝣୰ᾏᓊ㟷ᑡᖺ䛾ᐙ䠅

䛷ᐇ䛧 䜎 䛩䚹 㻌

䠷 㞟୰ㅮ⩏䝇 䜿䝆 䝳 䞊䝹䠹 㻌
᪥䚷 㻌

ሙ䚷 ᡤ㻌

ෆ䚷 ᐜ㻌

䠕 ᭶䠍 ᪥䠄 ᭶䠅 㻌
㻝 㻟 䠖 㻟 㻜 䡚㻝 㻢 䠖 㻠 㻜 㻌

┒ᒸ䠖 䜰 䜲 䞊䝘㻌
㻤 䠢 㻌㻤 㻜 㻟 㻌

๓ᣦᑟ䠖 䝁 䝭 䝳 䝙䜿䞊䝅 䝵 䞁 䝖 䝺 䞊䝙䞁 䜾㻌

䠕 ᭶䠎 ᪥䠄 ⅆ䠅 㻌
㻥 䠖 㻜 㻜 䡚㻝 㻠 䠖 㻟 㻜 㻌

┒ᒸ㻌䊻㻌ἢᓊ⿕⅏ᆅ䜈㻌

䝞䝇䛻䛶 ⛣ື䚸 㣗䚸 ⿕⅏ᆅどᐹ㻌

䠕 ᭶䠎 ᪥䠄 ⅆ䠅 㻌
㻝 㻠 䠖 㻡 㻜 䡚㻝 㻤 䠖 㻜 㻜 㻌

㝣୰ᾏᓊ㟷ᑡᖺ䛾ᐙ㻌

ᤵᴗ䠖 䜾䝹䞊䝥 䝽䞊䜽 㻌

䠕 ᭶䠏 ᪥䠄 Ỉ䠅 㻌
㻤 䠖 㻠 㻜 䡚㻝 㻝 䠖 㻡 㻜 㻌

㝣୰ᾏᓊ㟷ᑡᖺ䛾ᐙ㻌

ᤵᴗ䠖 䝸 䞊䝎䞊䝅 䝑 䝥 䛸 䝪䝷 䞁 䝔 䜱 䜰 㻌

䠕 ᭶䠏 ᪥䠄 Ỉ䠅 㻌
㻝 㻟 䠖 㻟 㻜 䡚㻝 㻤 䠖 㻜 㻜 㻌

ἢᓊ⿕⅏ᆅ㻌

䝪䝷 䞁 䝔 䜱 䜰 ᐇ⩦䠍 㻌

䠕 ᭶䠐 ᪥䠄 ᮌ䠅 㻌
㻤 䠖 㻠 㻜 䡚㻝 㻝 䠖 㻡 㻜 㻌

㝣୰ᾏᓊ㟷ᑡᖺ䛾ᐙ㻌

ᤵᴗ䠖 㧗ᗘሗ䛸 䝪䝷 䞁 䝔 䜱 䜰 㻌

䠕 ᭶䠐 ᪥䠄 ᮌ䠅 㻌
㻝 㻟 䠖 㻟 㻜 䡚㻝 㻡 䠖 㻟 㻜 㻌

ἢᓊ⿕⅏ᆅ㻌

䝪䝷 䞁 䝔 䜱 䜰 ᐇ⩦䠎 㻌

䠕 ᭶䠐 ᪥䠄 ᮌ䠅 㻌
㻝 㻢 䠖 㻜 㻜 䡚㻝 㻤 䠖 㻟 㻜 㻌

ἢᓊ⿕⅏ᆅ㻌䊻㻌┒ᒸ䜈㻌

䝞䝇䛻䛶⛣ື䚸 ┒ᒸ╔ᚋゎᩓ㻌

䠕 ᭶䠑 ᪥䠄 㔠䠅 㻌
㻥 䠖 㻜 㻜 䡚㻝 㻞 䠖 㻝 㻜 㻌

┒ᒸ䠖 䜰 䜲 䞊䝘㻌
㻡 䠢 㻌㻡 㻜 㻝 㻌

ᤵᴗ䠖 ⤌⧊䝬䝛䝆 䝯 䞁 䝖 㻌

䠕 ᭶䠑 ᪥䠄 㔠䠅 㻌
㻝 㻟 䠖 㻟 㻜 䡚㻝 㻡 䠖 㻜 㻜 㻌

┒ᒸ䠖 䜰 䜲 䞊䝘㻌
㻡 䠢 㻌㻡 㻜 㻝 㻌

䜚 ㏉䜚 䠄 䜾䝹䞊䝥 䝽䞊䜽 䠅 㻌

ୖグ䛶 䛾᪥⛬䛻 ཧຍྍ⬟䛺 Ꮫ⏕䜢 ເ㞟䛧 䜎 䛩 䚹 㻌
ᒚಟ⏦࿌⥾䜑ษ䜚 䠖 㻣 ᭶㻟 㻝 ᪥䠄 ᮌ䠅 㻌
䚷 ྜᐟ䛻㛵䛧 䛶 䛿䚸 䝞䝇௦ཬ䜃ᐟἩ㈝䛿↓ᩱ䛷䛩䛜䚸 㣗㈝௦䛿ᐇ
㈝㈇ᢸ䛻䛺 䜚 䜎 䛩䚹 ヲ䛧 䛟 䛿ᒚಟ⏦࿌⪅䛻㏣䛳 䛶 ㏻▱䛧 䜎䛩䚹 㻌

ղࠕ༴ᶵ⟶⌮⯆ࠖ

࡞ᤵᴗࡣ㮵

ᚋᮇࡢࠕ༴ᶵ⟶⌮⯆ࠖࡣࠊ ᭶  ᪥ࡽᖹᡂ 

ඣᓥ࡞┴እ

ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢᅵ᭙᪥ࢆ㸵ᅇࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ
࡞ᤵᴗ

 Ꮫࡽࡢ࣎

ෆᐜࡣࠊ༴ᶵ⟶⌮ࠊ⅏ᐖ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࠊ㒔

ࣛࣥࢸᩍဨ

ᕷ㜵⅏ࠊ㜵⅏࣓ࢹࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ⏕ࠊ㒔ᕷᬒ

ࡼࡗ࡚⾜࡞ࢃ

ほ࡞࡛ࠊྡྂᒇ࡞  Ꮫࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸᩍဨ

ࢀࠊึ᪥ࢥ࣑

ࡀᢸᙜࡋࡓࠊᒾᡭࡢỤᮏ⌮ᜨඛ⏕㸦࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮

ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ࢩࣙࣥ㸧㉺㔝ಟ୕ඛ⏕㸦ᒾᡭ┴࠾ࡅࡿ㟈⅏ᑐᛂ㸧

ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊ

ࡶᡭఏࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ

ྜᐟ࡛ࡣࢢ࣮ࣝ

ཷㅮ⏕ࡣᏛᮇᮎヨ㦂㔜࡞ࡽ࡞࠸ᒾᡭᏛ⏕ࡢࡳ 

ࣉ࣮࣡ࢡࡸ࣮ࣜ

ྡࡔࡗࡓࡶࡢࡢࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ⿕⅏ᆅฟ㌟⪅ࡸ࣎

ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࣎

ࣛࣥࢸάື⤒㦂⪅ࡽάⓎ࡞ពぢࡀฟࡿ࡞ࠊࡇࢀ

ࣛࣥࢸࡘ

ࡲ࡛ࡶቑࡋ࡚⇕Ẽࡀ࠶ࡩࢀࡓᤵᴗ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᭱

࠸࡚Ꮫࡧࠊᵔ

⤊ᅇࡢ  ᭶  ᪥ࡣࠊ
㔠ἑᕤᴗᏛࡽᏛ⏕ࡀ  ྡཧຍ

ෆ㸯ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠖᕝ࡛ࠕᵔ⏫⳯
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┿㸯࣎ࣛࣥࢸᐇ⩦ࡢᵝᏊ

㻌

䛂 䝪䝷 䞁 䝔 䜱 䜰䛸 䝸 䞊䝎䞊䝅䝑 䝥 䛃 㻌

䠎 Ἡ䠏 ᪥䛾ྜᐟᙧᘧ䠄
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ࡋࠊ⩣  ᭶  ᪥ࡣࠊࡑࡢᏛ⏕  ྡࢥࣥࢯࡢᏛ⏕  ྡ

ࡶຍࢃࡾࠊᵔ⏫ࠊ㔩▼ᕷ㬼ఫᒃᆅ༊ࠊ㝣๓㧗⏣ᕷࢆᅇ

㸱㸬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ

ࡾࠊ⯆ࡢ⌧≧ࢆどᐹࡋࡓࠋ

 ᖹᡂ  ᖺࡽ⿕⅏ᆅࡢ㧗ᰯ⏕ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠ



ᰯࡢᏛ⏕ࡀࡶᏛࡪ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕᙉࡃගࡾ㍤ࡃࡩࡿࡉࡾࠥேࡀῶࡗ



࡚ࡶᖾࡏᬽࡽࡏࡿ⾤ࠥࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧



ᒾᡭᏛࡢ㔩▼ࢧࢸࣛࢺ࡛ࠊ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
㸦᪥㸧



ࡣஂឿᕷᩥ㤋ࣥࣂ࣮࣮࡛࣍ࣝᐇࡋࡓࠋඹᒾ



ᡭ┴⯆ᒁ⯆᥎㐍ㄢࡢ᥎㐍༠ാᢸᙜㄢ㛗ࡽᒾᡭ┴ࡢ



⯆ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊ㧗ᰯ⏕



Ꮫ⏕ࡀΰࡊࡗࡓᑠࢢ࣮ࣝࣉศࢀࠊேཱྀῶᑡࡀຍ㏿



ࡍࡿ⿕⅏ᆅ࡛ࡶᖾࡏᬽࡽࡏࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚άⓎ



࡞㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡓࠋ



 㔩▼࡛ࡢཧຍ⪅ࡣࠊ㐲㔝㧗ᰯ  ྡࠊᵔ㧗ᰯ  ྡࠊ㔩



▼㧗ᰯ  ྡࠊ㔩▼ၟᕤ㧗ᰯ  ྡࠊ⯪Ώ㧗ᰯ  ྡࠊᒾᡭ



  ྡࠊ┒ᒸ  ྡࡢ  ྡ࡛ࠊஂឿ࡛ࡢཧຍ⪅ࡣࠊᐑྂ



㧗ᰯ  ྡࠊஂឿᮾ㧗ᰯ  ྡࠊஂឿ㧗ᰯ  ྡࠊᒾᡭ 



ྡࠊ┒ᒸ  ྡࡢ  ྡ࡛ࠊ᳨ウ⤖ᯝࡢⓎ⾲ࡲ࡛ࢆ㝈ࡽࢀ
ࡓ㛫ෆ࡛ࡇ࡞ࡋࠊ⃰⦰ࡉࢀࡓ㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡓࠋ

ෆ㸰ࠕ༴ᶵ⟶⌮⯆ࠖ





㸰㸬Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸࠕࡁࡎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ



㟈⅏Ⓨ⅏ᖺࡽ
ࠕࡁࡎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠸࠺ྡ⛠࡛ࠊ



ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㐃ᦠᰯࡢᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸࢆ⤌⧊ࡋ࡚࠾



ࡾࠊࡑࡇⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆ୰ᚰࠊࡑࡢࡘཧຍ⪅



ࢆເࡗ࡚࣎ࣛࣥࢸάືࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ࣮࣋ࣝ࢞ࢹ㪒ᒣࡢᡭධࢀసᴗ㸦



᭶  ᪥㸸ᵔ⏫㸸ᒾᡭ  ྡࠊ┴❧  ྡࠊ┒ᒸ 



ྡࡀཧຍ㸧
ࠊ㎰ᴗᨭࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦 ᭶  ᪥㸸┒

┿㸰㔩▼࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊ

ᒸ㸸┴❧  ྡࠊ┒ᒸ  ྡࠊᐩኈ  ྡࡀཧຍ㸧ࡢࠊ



 ᭶  ᪥ࠥ ᪥୍Ἡ᪥࡛ࠕࡔࡽ▱ࡾࡓ࠸㸟ἢ

㸲㸬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ

ᓊどᐹࢶ࣮SDUWࠖ
㸦ᒣ⏣⏫㸤ᵔ⏫㸸ᒾᡭ  ྡࠊ་

ᅜᏛࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒༠㆟ࡢ➨  ᅇᅜᏛࢥ

⛉  ྡࠊ┒ᒸ  ྡࡀཧຍ㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢ

ࣥࢯ࣮ࢩ࣒◊✲ὶࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆࠊ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠥ

⏬ࡶᏛ⏕Ⓨ

 ᪥㸦᪥㸧ࠕᏛ㛫㐃ᦠᆅᇦάᛶࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ

࣭㐠Ⴀࡢࡶ

ࢆࢸ࣮࣐ࠊ࣮ࢼ࡛㛤ദࡋࡓࠋ

ࡢ࡛ࠊయᛶ

 ᪥ࡣୖグࢸ࣮࣐࡛ࠊ⚄ᡞᏛ㝔ᏛᏛ㛗  ྡࡢࣃࢿ

ࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ

࣮ࣛࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊྛࢥࣥࢯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂ࡍ

ࢵࣉࡀ㐃ᦠᰯ

ࡿ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁᏛ⯆

ࡢᏛ⏕᰿࡙

ㄢㄢ㛗ࡼࡿ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢືྥࡢゎㄝࡀ࠶ࡾࠊ⩣ 

࠸࡚ࡁࡓࡇ

᪥ࡣ㸲ࡘࡢศ⛉ศࢀ࡚ሗ࿌ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ

ࡀఛ࠼ࡿࠋ

⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ➨㸲ศ⛉ࡣࠕ⯆㐃ᦠࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ

┿ᵔ⏫ᙺሙ๓࡛ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ

࡚࠸ࢃ࡚ࢥࣥࢯࡀᢸᙜࡋࠊᚋ⸨ࡶࠕᅜᏛ࣎ࣛࣥࢸ



ᩍဨࡼࡿ㟈⅏⯆≉ูㅮ⩏ࠖࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
災害文化部門
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बٺا໐ġ
౷֖ႲࠈଔૺࢹܥȆࣽ֔ġ

せ᪨㸸⅏ᐖࡢグ᠈࣭グ㘓ࢆ࣓ࢹᩍ⫱ࡘ࡞ࡆࠊᆅᇦࡽ⯆ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢࠊ➨ 3 ᅇᮾࡳࡽ࠸
ࡾࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆࠊᒾᡭ┴❧Ꮫࠊ࠸ࢃ࡚㜵⅏Ᏻ᥎㐍ᶵᵓࠊᚰࡢᯫࡅᶫ࠸ࢃ࡚ࠊᒾᡭ᪥ሗ♫ࠊIBC ᒾᡭᨺ㏦ࠊ
ᐩኈࢮࣟࢵࢡࢫࠊJTB ᮾࠊ࣮࣭࣭ࣘࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢬᒾᡭᏛࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ➨ 3 ᅇ
ᮾࡳࡽ࠸㈹ࡢ㑅ᐃࠊᤵࢆᐇࡍࡿࡶࠊ3 ௳ࡢάືሗ࿌ࠊ3 ௳ࡢㅮ₇ࠊ3 ௳ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࠊ⿕⅏ᆅどᐹ
ࢶ࣮ࢆᐇࡋࡓࠋ
㜵⅏ᩍ⫱ࠊITࠊ࣓ࢹࠊᆅᇦ⯆
㸯㸬ᮾࡳࡽ࠸㈹ࡢ㑅ᐃ

άⓎ࡞㉁ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᮾࡳࡽ࠸㈹ࡣࠊ㟈⅏ࡢ⯆࣭ᪧ㈉⊩ࡋࡓಶேࡸ

⥆࠸࡚ࠊ
ࠕ࣮࢜ࣝᒾᡭ࡛㜵⅏࣭༴ᶵ⟶⌮ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ

ᅋయࢆ⾲ᙲࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㜵⅏ࠊᩍ⫱ࠊ࣓ࢹࢆ࣮࢟࣡

⫱ᡂࢆࠖ
㸦㉺㔝ಟ୕Ặ㸧
㸪
ࠕ㟈⅏ࡽ  ᖺB㟈⅏ሗ㐨ࡢ⌧ሙ

࣮ࢻ⿕⅏୕┴ࡢ㛵ಀ⪅⣙  ྡ
㸦ᶵ㛵㸧
ࡽ᥎⸀ࢆཷࡅࠊ

ㄢ㢟ࠖ
㸦ᒾᡭ᪥ሗୖᨭᒁ㛗ኴ⏣௦๛Ặ㸧
㸪
ࠕᖹ᭷

㧗ᶫᏕຓẶ㸦ᐑᇛᩍ⫱Ꮫ๓Ꮫ㛗ࠊ㐀ⓗ⯆ᩍ⫱༠

ࢆព㆑ࡋࡓ㐲㔝ࡳࡽ࠸ࡾ࢝ࣞࢵࢪࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᐩኈࢮࣟ

௦⾲⌮㸧
ࠊ㉺㔝ಟ୕Ặ㸦ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝᐇ⾜ጤဨࠊ㛗

ࢵࢡࢫ ᰴ ⯆᥎㐍ᐊ㛗ᵽཱྀ㑥ྐẶ㸧ࡘ࠸࡚ࠊάືሗ

ᒾᡭᏛᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ㸧
ࠊᖹ⏣࢜ࣜࢨẶ㸦

࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

సᐙࠊ㜰Ꮫᩍᤵ㸧
ࠊᕝᮧබྖẶ㸦ᒾᡭ᪥ሗ♫ᖖ⦅㞟ᒁ
㛗㸧ࡀ㑅⪃ጤဨ࡞ࡾࠊᅋయཷ㈹㸸≉ᐃ㠀Ⴀάື㸦㹌
㹎㹍㸧ἲேࠕⱝⲡࣜ࣎ࣥᇶ㔠ࠖ ⌮㛗ᕤ⸨⩏ಙẶࠊಶ
ேཷ㈹㸸㟷ᮌ୍Ặ㸦⯆ᨭ⤌⧊ࠕ1(;7.$0$,6+,ࠖ
㛗㸧
ࠊᡂᐑᓫྐẶ㸦≉ᐃ㠀Ⴀάື㸦㹌㹎㹍㸧ἲேࠕᗏୖ
ࡆࠖົᒁ㛗㸧ࡀ㑅ᐃࡉࢀࠊ ᭶  ᪥┴ᗇグ⪅ࢡࣛࣈ
࡛ࠊࣉࣞࢫⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸬ᮾࡳࡽ࠸ࡾࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢᐇ㸦 ᪥┠㸧
➨  ᅇᮾࡳࡽ࠸ࡾࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡣࠊᒾᡭ┴❧
Ꮫᰘ⏣⩏ᏕᏛ㛗ࢆᐇ⾜ጤဨ㛗ࡋ࡚ࠊ ᭶  ᪥ 㔠 㹼
 ᪥ ᪥ ࠊᒾᡭᏛࠊᒾᡭ┴❧Ꮫ࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃ

ᒾᡭ᪥ሗୖᨭᒁ㛗 ኴ⏣௦ ๛Ặ

ࢫࠊ㐲㔝ࡳࡽ࠸ࡾ࢝ࣞࢵࢪᅵῡᰯ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋ

⤊ᚋࠊ᠓ぶࡶ⾜ࢃࢀࠊከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࠊཧຍ⪅ࡢ

᭱ึࠊ➨  ᅇᮾࡳࡽ࠸㈹ࡢᤵ㈹ᘧࡀ㖟Ἑ࣮࣍ࣝ
࡚⾜ࢃࢀࠊୖグ  ᅋయ࠾ࡼࡧ  ྡࡀ⾲ᙲࡉࢀࡓࠋ ⥆࠸

ὶࡀ⾜ࢃࢀࠊ,%& ᒾᡭᨺ㏦௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㙊⏣ⱥᶞẶࠊ
ᒾᡭ┴❧ᏛᏛ㛗୰ᮧஂẶࡢᣵᣜࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ

࡚ࠊ㉺㔝ಟ୕ᩍᤵࡀࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࡞ࡾࠊཷ㈹⪅
ࡼࡿࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࠊ
άືࡀ⤂ࡉࢀࠊ

㸱㸬ᮾࡳࡽ࠸ࡾࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢᐇ㸦 ᪥┠㸧
 ᪥┠ࡣࠊ ሙศࢀ࡚ࠊࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆᐇࡋࡓࠋ㖟Ἑ࣮࡛࣍ࣝࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓࢻࢥࣔࡢ⅏ᐖᑐ⟇⯆ᨭάື
㸦 ᰴ ࢻࢥࣔ &6 ᮾ
⸨⃝ᓫஅẶ㸧
ࠊ
㈇ࡢグ᠈ࢆఏ࠼ࡿ࣑࣮ࣗࢪ࣒ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
⪃࠼ࡿ㸦 ᰴ ᮧᕤ⸤♫ⱝ᭶᠇ኵẶ㸧
ࠊ⅏ᐖ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ
ࢫධ㛛⿕⅏ᆅࡢࡇࡇࢁࡢ⯆ࡢࡓࡵḟୡ௦ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ㸦እົ┬࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ㕥ᮌ‶Ặࠊ
ᅜ❧⢭⚄࣭⚄⤒་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㯞ᐇẶ㸧ࡢ  ௳ࡢ

ᮾࡳࡽ࠸㈹ཷ㈹⪅ࡼࡿࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
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ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞Ꮫࠊ◊✲ᶵ㛵࡞ࡀཧຍࡋࠊ
⥭ᛴែ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒㸸ከᵝ࡞༴ᶵⓎ⏕
ࡽ᥈ࡿㄢ㢟ᒎᮃ ゝ࠺᭩⡠ࡢ⩻ヂ∧ࢆฟ∧ࡍࡿ
ᙜࡓࡾࠊෆᐜࢆ⤂ࡍࡿࡶࠊᵝࠎ࡞ሗⓎಙࡢ
࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
᭦㐲㔝ࡳࡽ࠸ࡾ࢝ࣞࢵࢪᅵῡᰯ࡛ࡣࠊ⿕⅏ᆅᇦ
ᚋ᪉ᨭᆅᇦ࡛ࡶ⪃࠼ࡿࠕ᭷ᖹࢆศࡅ࡞࠸⾜
ືࡣ㸽ࠖ࠸࠺ෆᐜ࡛ࠊ᭷ࡢᐃࢆ࠸ࡋ࡚ᖹ
(ᰴ)ᮧᕤ⸤♫ ⱝ᭶ ᠇ኵẶ
ㅮ₇ࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉ᮧᕤ⸤♫ࡢⱝ᭶Ặࡢㅮ₇࡛ࡣࠊ㟈

࡛ά⏝࡛ࡁࡿࠊᐇ㝿つᶍ⅏ᐖഛရࢆ࠸࡞ࡀࡽ
⪃࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊྠ㛤ദᴗࡋ࡚┒ᒸᕷ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ◊✲ࢭࣥ

⅏ࡢ㈇ࡢయ㦂ࢆࡢࡼ࠺ఏ࠼࡚࠸ࡃࠊࡢ⅏ᐖࡢ
ẚ㍑ࡸࠊグᛕ㤋ࡢタ❧ࡢ⤒⦋࡞ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ゎㄝ
ࢆ㡬࠸ࡓୖ࡛ࠊࣉࣟࡢㄒࡾ㒊ࡢ⫱ᡂࠊᖺ୰⾜ୗྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡢᥦࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ⌧ᙺグ⪅ࡢⅭࡢ▷ᮇ◊ಟࢭ࣑ࢼ࣮ࠕḟࡢ
⅏ᐖഛ࠼࡚㟈⅏ሗ㐨ࡢᩍカᚋࢆ⪃࠼ࡿࠖ
ࡶ⾜
ࢃࢀࡓࠋ


ࡲࡓࠊᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㆟ᐊ࡛ࡣࠊ
ࠕ㜵⅏ᩍ⫱
ᩍᮦ '9'ࠖࠕ㜵⅏ࡿࡓࠖࢆ⏝࠸ࡓᆅᇦ㜵⅏ຊࡢྥୖ
ேᏊ౪ࡀ୍⥴Ꮫࡪ㜵⅏ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸲㸬ࡲࡵḟᖺᗘࡢㄢ㢟
 ๓ᅇࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥭ᛴࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ➼ὴ㐵
ᴗࡢຓᡂࡼࡾࠊ
ᩍဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᴗࢆᐇࡋࡓࡀࠊ
ࢇᩍဨࡢཧຍࡀ↓ࡗࡓࠋᖺᗘࡣࠊ༠ຊᴗ
ࡽࡢᐤࡸࠊ୍㒊ᒾᡭᏛࡢ⤒㈝ࡼࡾࠊ୍⯡ࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ᴗࢆᐇࡋࡓࠋࣛࢪ࢜ࡸ᪂⪺࡞ࡢ࣓ࢹࢆ
⏝ࡋ࡚ࡢ 35 ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᅇࡢཧຍ⪅ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࢆྵࡵ
࡚ࠊ᭱  ே⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ㟈⅏ࡢ㢼ࡀࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡶ
╔ᐇ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲࡍࡲࡍࠊຊࢆධ
ࢀ࡚ࠊࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚
ࡿࠋᵝࠎ࡞ᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⥅⥆ⓗ࡞㛤ദࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡋࡓࠋ


ᒾᡭ┴❧Ꮫ࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣࠊ➨  ᅇ⅏ᐖࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀࠊᒾᡭ┴❧Ꮫᮧᒣ
ඃᏊᩍᤵ࠾ࡼࡧ ,%& ᒾᡭᨺ㏦ࢸࣞࣅ⦅ᡂ㒊㛗┦ཎඃ୍Ặ
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せ᪨㸸⯆ࡸ⿕⅏ᆅ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡋ࡚ࡣࠊ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿዪᛶࡓࡕࡢᡭ㛵ࡍࡿ◊✲⯆㐣⛬࠾
ࡅࡿ⿕⅏⪅ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋྠࠊᐑྂᕷ㟈⅏グ㘓ㄅ⦅⧩ᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐠Ⴀཬࡧᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ࣐ࢵࣉ࣐ࢾ࣮ࣂ࣮ࡢࣔࢹ
ࣝᵓ⠏ࡸࠊᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮᗙ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ᅗୖカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ
➨ 3 ᅇᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟ࣃࣈࣜࢵࢡࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㐠Ⴀࡶᦠࢃࡗࡓࠋ
ዪᛶ㸪ᡭ㸪᐀ᩍⓗᐇ㊶㸪㟈⅏グ㘓㸪࣐ࢵࣉ࣐ࢾ࣮ࣂ࣮
㸯㸬⿕⅏ᆅࡢᡭ㛵ࡍࡿ◊✲ 

࡞  Ⅼࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࠋ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⯆ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊ

➨  ࠊᡭࡢሙࡢᙧᡂࢃࡿࠕ᪥ᖖᛶࠖࡘ

ࡢࡼ࠺ዪᛶࡓࡕࡣᡭࡢሙࢆᙧᡂࡋࠊࡢࡼ࠺

࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡘ࡚᪥ᖖⓗ㌟㏆࡛័ࢀぶࡋࢇ

ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺ၥ࠸ࢆ᥈ồࡋࡓࠋ

ࡔࣔࣀࡸேࠊ⾜Ⅽࡀ⿕⅏ࡋࡓዪᛶࡓࡕࡢయⓗ࡛ᣢ⥆ⓗ

ㄪᰝ᪉ἲࡣᩥே㢮Ꮫⓗ࡞ࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿࠋ

࡞ᐇ㊶ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢢ

ලయⓗࡣཧほᐹࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࣥ

࣮ࣝࣉ  ࡢᨭ⪅ࡣ㟈⅏  ᭶ᚋࠕ⿕⅏ᆅ࠾㔪⟽

ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝࢸ࣮࣐ἢࡗ࡚⮬⏤㉁

ࢆ㸟ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆᥖࡆࠊࡣࡉࡳࡸ㔪ࠊᕸࢆᨭ≀㈨

ၥࢆᵓᡂࡋࠊࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ⮬⏤ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗ

ࡋ࡚ዪᛶࡓࡕᒆࡅࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ  ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ '

ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧⓗ࡞ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣ  㛫⛬ᗘ

ࡉࢇࡣࠊ⿕⅏ᚋᡭࢆጞࡵࡓ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠕ㌟㏆࡞

⾜ࢃࢀࠊ㔜せ࡞ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺᑐࡋ࡚ࡣࣥࢱࣅࣗ

ࡶࡢ࡛ᨭ᮶࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊࡳࢇ࡞ࡀ㣕ࡧࡘ࠸ࡓࠖ

࣮ㄪᰝࢆᩘᅇ㔜ࡡࡓࠋࡲࡓ㠀ᙧᘧⓗ࡞ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ

࠸࠺ࡼ࠺ㄒࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿዪᛶࡓࡕ

ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊㄪᰝࢸ࣮

ࡢᡭࡢሙࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ᪥ᖖᛶࠖࡢᘏ㛗⥺ୖᙧᡂ

࣐㛵ࡍࡿࡼࡾ῝࠸▱ぢࡸᙜึࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓෆ

ࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᐜࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

 ➨  ࠊ㞟ᡤࡣከᵝ࡞ಶேࡸ㞟ࡲࡾࡢ⤖⠇Ⅼ࡛࠶ࡿ

 ㄪᰝᆅࡣᐑྂᕷ⏣⪁ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ㟈⅏ᚋࠊᐑྂᕷ⏣⪁

࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ⏣⪁ᆅ༊࠾ࡅࡿ௬タᅋᆅ࡛ࡣࠊ㞟

ᆅ༊࡛ࡣࠊᆅඖఫẸࡼࡗ࡚࣓ࣥࣂ࣮ࡀᵓᡂࡉࢀࠊ⤌⧊

ᡤዪᛶࡓࡕࡀ㞟ࡲࡾࠊᡭࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ

ࡉࢀࡓࠕ㞟ࡲࡾࠖࡣ  ࢢ࣮ࣝࣉ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ

࡛ࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛Ꮫࡧྜ࠺㛵ಀᛶࡀ⏕ࡲࢀࡓࡾࠊࡢ

ࢢ࣮ࣝࣉࡀዪᛶࡓࡕࡢᡭࡢ
ࠕ㞟ࡲࡾࠖ
࡛࠶ࡿ ⾲ ࠋ

㞟ࡲࡾࡢቃ⏺ᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺

ዪᛶࡓࡕࡣࠕࡢۑۑࠖ࠸࠺ࡼ࠺ᅋయྡࢆᥖࡆࠊ௬

㞟ᡤࢆྲྀࡾᕳ࠸࡚ከᵝ࡞ಶே㞟ࡲࡾࡀከᵝ࡞㛵ಀ

タᅋᆅෆࡢ㞟ᡤ࡞࡛ᡭⱁရࡸ࢚ࢥࢡࣛࣇࢺసရ࡞

ᛶࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ

ࢆไసࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨  ࠊዪᛶࡓࡕࡢᐇ㊶ࡣࠊ༢㞟ࡲࡾෆ㒊ࡔࡅ࡛⧞

 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⌧ᆅㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ḟࡢࡼ࠺

ࡾᗈࡆࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊእࡢୡ⏺ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ࠸

⾲ ᐑྂᕷ⏣⪁ᆅ༊࠾ࡅࡿዪᛶࡓࡕࡢᡭࢢ࣮ࣝࣉ
Group

άືෆᐜ

Gr1
Gr2
Gr3
Gr4
Gr5
Gr6
Gr7
Gr8
Gr9
Gr10

࢚ࢥࢡࣛࣇࢺ㸪ᡭⱁ
࢚ࢥࢡࣛࣇࢺ
⦭
ࡉࢆࡾ⧊ࡾ
ࣁࣥࣔࢵࢡไస
࢚ࢥࢡࣛࣇࢺ㸪PPࣂࣥࢻ⡲సࡾ
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ࡉࢆࡾ⧊ࡾ
࢚ࢥࢡࣛࣇࢺ
⦭
ࡉࢆࡾ⧊ࡾ

࣓ࣥࣂ࣮
70ṓ௦
60~80ṓ௦
60ṓ௦୰ᚰ
60~70ṓ௦
50~70ṓ௦
70~80ṓ௦
70ṓ௦୰ᚰ
70~80ṓ௦
70~80ṓ௦
60~70ṓ௦
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άືᮇ
2011ᖺ11᭶㹼
2011ᖺ11᭶㹼
2011ᖺ9᭶㹼
2011ᖺ11᭶㹼
2012ᖺ1᭶㹼
2012ᖺ4᭶㹼2014ᖺ11᭶
2013ᖺ3ᖺ㹼
2014ᖺ11᭶㹼
᫂
2012ᖺ㹼

άືᆅᇦ
T௬タ
T௬タ
T௬タ
⿕⅏ᆅ༊
T௬タ
T௬タ
T௬タ
T௬タ
T௬タ
K௬タ

ሙᡤ

ᨭ

㈍

ㄯヰᐊ
㞟ᡤ
㞟ᡤЍ௬タၟᗑ⾤
㞟ᡤЍ⮬Ꮿ
ྛ⮬Ꮿ
㞟ᡤ
௬タၟᗑ⾤
㞟ᡤ
㞟ᡤ
㞟ᡤ


ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ
ۑ

ۑ


୍(ۑ㒊)
ۑ
୍(ۑ㒊)
ۑ




୍(ۑ㒊)

࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢢ࣮ࣝࣉ  ࡣ㧗㱋⪅ࡢࡓࡵ௬

ᆅ༊࠾࠸࡚㟈⅏ࡼࡿṚ⪅౪㣴ࡢኚࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ

タᅋᆅ࡛ࡢᩗ⪁ࡸ┅㋀ࡾ࡞ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢢࣝ

ࡓࠋ࠼ࡤࠊᐑྂᕷࡸᒣ⏣⏫࡞ᒾᡭ┴ἢᓊ㒊࡛ࡣࠊ┅

࣮ࣉ  ࡣ㞟ᡤࡲ࡛㊊ࢆ㐠࡞࠸㧗㱋⪅࡞Ꮩ❧ࡋࡀࡕ

ࡢධࡾ㣹㨣Ჴࢆసࡾࠊ
ࡓࡃࡉࢇࡢ౪≀ࢆ୪ࡿ ┿

࡞⿕⅏⪅ࡶၟရࢆ㈍ࡋࡓ┈ࢆ㑏ඖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞

 ࠋ┅᫂ࡅࡣࠊ౪≀ࢆぶ㢮ࡸ㏆㞄ఫẸศࡅࡿࠕẁᔂ

⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊዪᛶࡓࡕࡼࡿᡭ

ࡋࠖࢆ⾜࠺ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㟈⅏ᚋࠊ௬タఫᏯ࡛ࡣ㣹

ࡢᐇ㊶ࡣࠊ♫⬟ືⓗ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃᐇ㊶Ⓨ

㨣Ჴࡣ≉ูタ⨨ࡏࡎࠊ
ࠕẁᔂࡋࠖࡶ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋ

ᒎࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡓ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿዪᛶࡣࠕ࠾┅࡞ࡢࠊ௬ࡢቭ࡛
⏦ࡋヂ࡞࠸ࠖᝒࡋࡆㄒࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ
ࡽࠊ㟈⅏ࡼࡗ࡚⏕⪅࡛࠶ࡿ⿕⅏⪅ࡀࠕ௬ࠖࡢఫࡲ࠸࡛
⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿྠࠊṚ⪅ࡣࠕ௬ࠖࡢ౪㣴ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨  ࠊ㏆ୡࡢ▼࡞ゎㄞ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ
ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ᕷ⾤ᆅ࠶ࡿᑎ㝔ᆅᘓ❧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ  ᇶࡢ☃ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᫂ࡸࠊᖹᡂࡢ
ὠἼࡼࡿ≛≅⪅ࡢㄅࡣࠕὠᾉṚࠖ࡞࠸࠺ࡼ
࠺≉グࡉࢀࠊὠἼࡼࡿேࡧࡢࠕṚࠖࡀὠἼᖖ⩦ᆅ
࠾࠸࡚≉␗࡞ពࢆࡶࡘࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ᚋࡶ⅏ᐖே㛫⏕άࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚᫂ࡽࡍ

┿ 㞟ᡤ࡛άືࡍࡿዪᛶࡓࡕ

ࡃ᐀ᩍⓗᐇ㊶㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ



㸰㸬⿕⅏ᆅ࡛ࡢ᐀ᩍⓗᐇ㊶㛵ࡍࡿㄪᰝ
㜰⚄ῐ㊰㟈⅏௨㝆ࠊ㜵⅏ศ㔝࠾࠸࡚⮬↛⅏ᐖࡢᕤ
Ꮫⓗ࡞◊✲ྠࠊ⅏ᐖక࠺ᩥⓗ࣭♫ⓗ࡞⌧㇟
ࡶᤊ࠼ࡼ࠺◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ⅏ᐖᩥࡸ⅏
ᐖほࡣ⚄ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸦➲ᮏ 2003㸧
ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ⅏ᐖᩥࡸ⅏ᐖほ㛵ࡍࡿ▱ぢࢆࡼࡾ῝ࡵ
ࡿࡓࡵࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿ⿕⅏ࡽ⯆ࡲ࡛ࡢ୍㐃

㸱㸬࣐ࢵࣉ࣐ࢾ࣮ࣂ࣮ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏
ᅗୖカ⦎ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࣐ࢵࣉ࣐ࢾ࣮ࣂ࣮㸦௨ୗ 00㸧ࡢ
ࣔࢹࣝᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉺㔝ಟ୕ᩍᤵࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ㜵⅏
カ⦎ࠊ⮬㜵⅏⤌⧊ࠊ࣋ࣥࢺ㐠Ⴀࡢ  ࡘࡢࣔࢹࣝᵓ⠏
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㜵⅏࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ₇⩦࡛ࡣࠊ
ᛮࡋࡓ 00㸦࣋ࣥࢺࣔࢹࣝ㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸲㸬ᐑྂᕷ㟈⅏⯆グ㘓ㄅ⦅⧩ᴗ

ࡢࣉࣟࢭࢫ࠾ࡅࡿ᐀ᩍⓗᐇ㊶ࡘ࠸࡚ᐑྂᕷ⏣⪁ᆅ༊
࡛ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ලయⓗࡣࠊḟࡢ  Ⅼ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋ➨  ࠊ᭶
᪥ࡸ┅⾜࡞ࡢཧほᐹ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⏣⪁

༡ṇࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀጤဨ㛗ࢆົࡵࡿᐑྂᕷ㟈⅏⯆
グ㘓ㄅ⦅⧩ᴗࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᐑྂᕷෆ࠾ࡅࡿ 
⟠ᡤࡢ௬タᅋᆅࡢ┿ᙳ㟈⅏ᚋࡢ⏕ά⎔ቃࡸ⿕⅏య
㦂➼ࡘ࠸࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸳㸬ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ㛵ࢃࡿᴗົ
 ➨  ᅇࠊ
➨  ᅇᆅᇦ㜵⅏ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ➨  ᅇᅜ㐃㜵⅏
ୡ⏺㆟ࣃࣈࣜࢵࢡࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
༠㆟࡞ࡢ㐠Ⴀཧ⏬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㊶ⓗ༴ᶵ⟶⌮ㅮ
ᗙ࡛ࡣࢡࣟࢫ࣮ࣟࢻࡸ ',* ࡢ₇⩦ࢆᢸᙜࡋࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ཧ⪃㈨ᩱ㸸
(1) ➲ᮏṇࠗ⅏ᐖᩥྐࡢ◊✲࠘
㸦 㧗ᚿ᭩㝔

┿ ᐑྂᕷ⏣⪁ࡢ㣹㨣Ჴ
災害文化部門
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ܿ໐մমުġ
ࢥܿࠏڠ໐ġ
せ᪨㸸ᆅᇦ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືᑐࡋࠊᒾᡭᏛᢏ⾡㒊ᕤᏛ⣔ᢏ⾡㒊ᡤᒓࡍࡿᢏ⾡⣔⫋ဨࡀᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡
ࢆάࡋࠊᆅ㟈࡞ࢆྵࡴ⮬↛⅏ᐖⓎ⏕㝿ࡋⓎࡏࡽࢀࡿ㆙ሗࡸ㑊㞴ㄏᑟ➼⏝࠸ࡿ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࠊ⿕⅏⪅ࡢ㑊㞴ㄏ
ᑟࡸᩆຓ࣭ᩆཬࡧ⅏ᐖㄪᰝ➼⏝࠸ࡿᶵᮦࠊ
㜵⅏ព㆑ྥୖྥࡅࡓ㜵⅏ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡞ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࠊ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࠊ⅏ᐖㄪᰝࠊ↓ே㣕⾜ᶵࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࠊ❧యᆅᅗ
㸯㸬⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ㐃ືࡋ࡚㟁Ꮚᶵჾࡢไᚚࢆ⾜࠺㜵⅏
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࢆ⏝
ࡋࡓ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗཷಙ⨨ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㏻ᖖࡣ

༓ⴥ ᑑࠊ⸨ᓮ ⪽⨾ࠊྂ㤋 Ᏺ㏻

ᾘ㡢ࡋ࡞ࡀࡽࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࢆཷಙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥭ᛴᆅ㟈㏿

ศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸸㇏⏣᭸⠊

ሗ≉᭷ࡢࢳ࣒ࣕ㡢ࢆෆ㒊᳨࡛▱ࡋࡓࡢࡳࣛࢪ࢜㡢ࡀ

ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࿘㎶࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᤊ࠼

ὶࢀ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࢆ࿘▱ࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ

ࡁ࡞ᦂࢀࡀ฿㐩ࡍࡿ๓㆙ሗࢆⓎࡍࡿࠕ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ

Ꮫࢆࡣࡌࡵྛ✀Ꮫᰯ࡞࡛ࡣᩍᐊࡸᐇ㦂ᐊࡢࡼ࠺ከ

㸦Earthquake Early Warning㸪␎⛠EEW㸧
ࠖࢩࢫࢸ࣒ࢆ

ࡃࡢ㒊ᒇ༊ศࡅࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛ᤵᴗ➼ࡀ⾜ࢃ

᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᆅ㟈᪩ᮇఏ㐩ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ࡘ࡛ࠊẼ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ㒊ᒇࡇࢀࡽࡢ⨨ࢆタ⨨ࡍࡿࡢࡣண⟬ࡸ

㇟ᗇࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿணሗ࣭㆙ሗ࡛࠶ࡾࠊᅜ

ᶵჾ⟶⌮ࡢ㠃ࡽࡶ㞴ࡋ࠸ࠋࡉࡽᏛࡸ◊✲ᡤ➼ࡢᐇ

ෆࡰᇦࡢఫẸࢆᑐ㇟ࡋ࡚㏻▱ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ 㦂ᐊ࡛ࡣẼᐦᛶࢆ㔜どࡋࡓసࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࡶከࡃࠊ
⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡢⓎ௧ࡣἲⓗࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾᡂ⇍ࡋࡓ

ࡑࡶࡑࡶࣛࢪ࢜㟁ἼࡀᏳᐃࡋ࡚฿㐩ฟ᮶࡞࠸࠸࠺ၥ㢟

ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊཷಙࡍࡿഃࡣྛಶேࡸᴗࠊ

ࡶ࠶ࡾࠊᮍࡔᬑཬࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࠊࡑࢀࡒࢀಶࠎࡢ⎔ቃጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ
⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⫼ᬒࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊሙᡤ
ࡸ㛫ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡿ࡞ࡃ᪥ᖖⓗࠕ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࠖ

㏻ᖖࠊࡇࡢ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡣࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࠊᦠᖏ㟁ヰ

ಙྕࢆཷಙࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࠊࡉࡽࡑࢀ

࡞ࡼࡾ୍⯡ⓗཷಙ࡛ࡁࡿࡶࡢࠊ㧗ᗘ⏝⪅ྥࡅ

㐃ືࡋ࡚ᚲせ࡞ືసࢆ⮬ື㉳ືࡍࡿ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ

ࡋ࡚ᑓ⏝ᅇ⥺ࢆ⏝ࡋ࡚ཷಙࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㧗ᗘ

ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊヨ㦂୰ࡸㅮ⩏୰࡞࡛ࡶ୍

⏝⪅ྥࡅࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᦂࢀࡀⓎ⏕ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⣽࠸

้ࡶ᪩ࡃ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡢⓎ௧ࢆ࿘▱ࡋࠊᩍ⫋ဨࡸᏛ⏕ࡀ

㛫ࡸணࡉࢀࡿ㟈ᗘ࡞ࡢヲ⣽ሗࢆᚓࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ

㌟ࡢᏳࢆ᭱ඃඛ☜ಖࡋࡓ⾜ືࢆࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾᏳ

ࡀࠊ㧗㢠࡞ึᮇᑟධ㈝⏝ࡸẖ᭶ࡢ⏝ᩱ࡞ࡢၥ㢟ࡀ࠶

ᚰࡋ࡚ຮᏛᑓᛕฟ᮶ࡿᩍ⫱⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡶࡘ

ࡾࠊྛᐙᗞࡸᴗᡤ➼ᬑཬࡍࡿࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࡞ࡀࡿᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

୍᪉ࠊᦠᖏ㟁ヰ➼ࢆ⏝ࡋࡓཷಙ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤ



Ꮫࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡣヨ㦂୰ࡸᐇ㦂ࢆྵࡴㅮ⩏୰➼

㸰㸬⅏ᐖ≧ἣᢕᥱࢆ┠ⓗࡋࡓ 8$9 ↓ேᶵ ࡢ㛤Ⓨ

ࡣࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࢜ࡸᦠᖏ㟁ヰࡢ⏝ࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ

   ⳥ụ ㆤ㸪బ⸨ ῟ ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ 

ࡲࡓࠊ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿุ᩿⬟ຊࡸయຊ㠃ஈࡋ࠸㧗

ᶵయຍᕤࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

㱋⪅ࡸᑠ୰Ꮫ⏕࠾࠸࡚ࡣࠊࡼࡾ᪩ᮇࡢึᮇ⾜ືࡀᚲせ

㜵⅏⏝↓ே㣕⾜ᶵࡣࠊࡼࡾᏳᐃࡋࡓ㣕⾜ࢆ⾜࠺ࡓࡵ

࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᖺ௦࠾ࡅࡿᦠᖏ㟁ヰ⮬యࡢᬑཬ⋡

࣮࣌ࣟࢻࡀࡁࡃ⏝┠ⓗ㐺ࡋࡓᶵయ࡛࠶ࡿࡇࡀ

ࡣప࠸ࡓࡵࠊሗ࿘▱ࡔࡅ␃ࡲࡽ࡞࠸ᕤኵࡶᚲせ࡛࠶

ᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᒾᡭᏛᕤᏛ㒊㧗ᗘヨసຍᕤࢭࣥ

ࢁ࠺⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽࠊᏛධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂௦

ࢱ࣮ࡢࢹࢪࢱࣝࣇࣛࢫ┙ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊⓎἻᮦࡢ࢜ࣜࢪ

⾲ࡉࢀࡿᅜ୍ᩧࢸࢫࢺࡸྛᅜᐙヨ㦂࡞ࡢከࡃࡣヨ㦂

ࢼࣝᶵయࡢ〇సࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊຍᕤ⠊ᅖ

୰ࡢᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢ⏝ࢆ᫂☜⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࠊᚲࡎ

ࡀ᭱ 850[mm]࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡼࡾࡁ࡞ᶵయࢆຍᕤ

ࡋࡶ᪥ᖖⓗ⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࢆཷಙ㸦ㄆ㆑㸧࡛ࡁࡿ⎔ቃ

ࡍࡿ㝿ࡣࠊศࡋ࡚ຍᕤࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ

ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡼࡾຍᕤࡢࢭࢵࢸࣥࢢసᴗࡀ↹㞧࡞ࡾࠊ〇స㛫ࡀ
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㛗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ᭱㍈ᅇ㌿ᩘࡀ

ࢱ࣮ㄞࡳ㎸ࡲࡏࠊฟຊ㸦㐀ᆺ㸧
ࠊ➼㧗⥺ࡸ㐨㊰࡞ࡢᶆ

1350[rev/min]ప㏿࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⰋዲ࡞ຍᕤ㠃ࢆᚓࡿ

♧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫタഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ ' ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡣࠊ

ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡼࡗ࡚ຍᕤ⠊ᅖࡀࡼࡾࡁࡃࠊ㍈ᅇ㌿

ฟຊࢧࢬࡀ⦪ 203㹙ੈ㹛
ࠊᶓ 203㹙ੈ㹛
ࠊ㧗ࡉ 305㹙ੈ㹛
ࠋ

ᩘࡢ㧗࠸ NC ຍᕤᶵࡢᑟධࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿㄞࡳ㎸ࡳࢹ࣮ࢱࡣ stl ᙧᘧࡢ 3D ࢹ࣮ࢱ࡛࠶

ࡑࡇ࡛ࠊẚ㍑ⓗᏳ౯࡞ CNC ຍᕤᶵ࡛࠶ࡿ Shapeoko 2

ࡿࠋᅜᅵ㏻┬ࡀ↓ᩱ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᆅᅗࢹ࣮ࢱࡣࡇࢀ

ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊࡇࢀᨵⰋࢆࡋ࡚ᶵయᑓ⏝ࡢຍᕤᶵ

㐺ᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊᅇࡣࡇࡢࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢆヨࡳࡓࠋ⏝

ࢆసࡗࡓ㸦ᅗ ཧ↷㸧
ࠋࡇࡢຍᕤᶵࡢ≉ᚩࡣࠊຍᕤ⠊ᅖ

ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3D ࢹ࣮ࢱࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᐃࡲࡗࡓᆅᇦูࡢ

ࡀ 1500×300×100[mm]ࠊ᭱㍈ᅇ㌿ᩘ 12000[rev/min]ࡢ

ᆅᅗࢹ࣮ࢱࡋྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀࢃࡾࠊ௵ពࡢᆅᇦ

CNC ຍᕤᶵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊࡼࡾࡁࡃຍᕤ㠃ࡀⰋ

ࢆฟຊࡍࡿࡣᆅᅗࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋstl ᙧ

ዲ࡞࢜ࣜࢪࢼࣝᶵయࢆࡘࡃࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
ᚋࠊ

ᘧࡢࢹ࣮ࢱ⦅㞟ࡣ୍⯡ⓗ࡞ᶵᲔ⣔ CAD ࢯࣇࢺ࡛ࡣ࡛ࡁ

ࡇࡢຍᕤᶵࢆ⏝࠸࡚ࠊ⏝┠ⓗ㐺ࡋࡓᶵయࢆ〇సࡋ࡚

࡞࠸ࡓࡵࢹࢨࣥ⣔ࡢ CAD ࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚⦅㞟ࢆヨࡳ

࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿྠࠊ⏝ࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡶ 5m ࣓ࢵࢩࣗᶆ㧗
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚ࡢ stl ᙧᘧࡢࢹ࣮ࢱ⦅㞟ࡶヨࡳࡓࠋࢯࣇ
ࢺୖ࡛ࡢࢹ࣮ࢱ⦅㞟ࡣࠊ௵ពᆅᇦࡢᣑษࡾ㞳ࡋ࡛࠶
ࡿࡀࠊࡇࢀࢆ⾜࠺ࢧ࣮ࣇ࢙ࢫࢹ࣮ࢱࡢḞⴠࢀࡀ⏕
200

ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊࡑࡢಟసᴗ㛫ࢆ㈝ࡸࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩍᮦࡋ࡚ࡢ⏝㏵࡛࠶

1800

ࡿࡓࡵࠊ࠼ࡤᛴഴᩳᆅࡀ୍┠ุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖
450

ࡍࡿ࡞ࠊཷㅮ⪅ࡶ⌮ゎࡉࢀࡸࡍ࠸ᆅᙧࢹ࣮ࢱࡢ⦅
㞟ࡢᚲせᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ᅗ ᶵయຍᕤ⏝ &1& ຍᕤᶵ

㸬✵ຊ≉ᛶྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ㢼Ὕᐇ㦂ࡢ‽ഛ
↓ே㣕⾜ᶵ࡛ࡣࠊࣃࣟࢵࢺࡢ᧯⦪᧯సྠᵝ࡞᧯స
ࢆ⮬ືไᚚࡼࡾ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ไᚚ⣔ࢆ
㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎ㜵⅏⏝↓ே㣕⾜ᶵࡢ㐠ື≉ᛶࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋື≉ᛶࡢ࠺ࡕ✵Ẽຊ㛵ಀࡍ
ࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ㢼Ὕᐇ㦂ࡼࡾྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᐇ㦂
㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⏝ࡍࡿᐇ㦂㢼ὝࡣࠊRe ᩘࢆ⪃៖ࡋ࡚ὶ㊰᩿㠃✚ࡀ
ࡁ࡞ࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᒾᡭᏛᕤᏛ㒊タ⨨ࡉ

ᮏᖺᗘࡣ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡼࡿ௵ពࡢᆅᇦࡢ❧యᆅᅗ
ࡢ㐀ᆺࠕᅗࠖࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᚋࠊ㜵
⅏ᩍ⫱⏝ᩍᮦࡋ࡚⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊ㐀ᆺ
ࡋࡓ❧యᆅᅗࡢ➼㧗⥺ࡸ㐨㊰ሗ࡞ࡢ⾲♧ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㐀ᙧࢆ⾜࠺ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᆅᅗࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢసᴗࡘ࠸࡚ࡣࡢࢯࣇࢺ࡛ࡢヨ⾜
ࠊ௵ពᆅᇦࡢ⯆ィ⏬ࢹ࣮ࢱࡢධᡭ࡞ࡢ᳨ウࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋḟᖺᗘࡣ๓㏙ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࢆ⾜࠺
ලయⓗ࡞ᆅᇦࢆ≉ᐃࡋࠊᐇ㝿ᚲせࡉࢀࡿࢧࢬ࡛ࡢ
❧యᆅᅗస〇ࢆ⾜࠸ࠊస〇ᮇ㛫ࡸࢥࢫࢺ㠃ࡘ࠸࡚ࡶẚ
㍑᳨ウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ㢼Ὕࢆ⏝ࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡇࡢ㢼Ὕࡣᅇ
ὶᘧ㢼Ὕ࡛࠶ࡾࠊ ᐃ㒊ࡣ୍㎶ 800[mm]ࡢṇ᪉ᙧ᩿㠃࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀྜࢃࡏ࡚㢼Ὕᐇ㦂ᶍᆺࡣࠊᐇᶵࡢ 1/3 ࢫࢣ࣮
ࣝࡍࡿࡇࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊ㢼Ὕᐇ㦂ྥࡅ࡚ᶍᆺࡢ〇
సࢆ⾜࠺ࡢྠィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬㜵⅏ᩍ⫱ᩍᮦ ᆅᙧ࣭ᆅᇦࣔࢹࣝᶍᆺ ࡢస〇
ຍ㈡ 㸪➲ᮏ ㄔ㸪㉥㇂ 㝯୍

ᅗ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮࡛㐀ᙧࡋࡓᆅᙧᅗ
㸦ᐑྂᕷ⏣⪁ᆅ༊㸧

❧యᆅᅗࡢస〇ࡣࠊ3D ࢹ࣮ࢱࢆᶞ⬡✚ᒙᆺ 3D ࣉࣜࣥ

技術部提案事業

75

資

料

編

平成26年度
部

門

岩手大学地域防災研究センター教員名簿

等

所

属

学

部

等

氏

名

備

センター長
（防災まちづくり部門）
副センター長
（自然災害解析部門）

工学部

教授

南

工学部

准教授

越

谷

自然災害解析部門

教育学部

教授

土

井

宣

夫

工学部

准教授

大河原

正

文

工学部

准教授

越

谷

工学部

准教授

山

本

工学部

助教

農学部

防災まちづくり部門

災害文化部門

78

正

考

昭
信

信

地震・火山・土砂

英

和

災害

鴨志田

直

人

教授

井良沢

道

也

工学部

准教授

小笠原

敏

記

工学部

助教

松

林

由里子

地域防災研究センター

特任助教

柳

川

竜

一

人文社会科学部

教授

松

岡

勝

実

教育学部

教授

田

中

隆

充

教育学部

教授

麥

倉

工学部

教授

南

工学部

准教授

平

井

農学部

教授

廣

田

農学部

准教授

三

宅

地域防災研究センター

特任助教

菊

池

義

浩

工学部

准教授

大

西

弘

志

工学部

准教授

小山田

哲

也

工学部

准教授

小林宏

一

郎

工学部

准教授

本

間

尚

樹

地域防災研究センター

教授

越

野

修

三

人文社会科学部

教授

後

藤

尚

人

教育学部

教授

新

妻

二

男

教育学部

教授

山

崎

友

子

教育学部

教授

田

代

高

章

教育学部

准教授

梶

原

昌

吾

連合農学研究科

教授

比屋根

哲

地域連携推進機構

准教授

今

井

潤

地域防災研究センター

特任助教

佐

藤
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水災害

哲
正

昭
寛

純

計画

一
諭

悦

子

社会基盤

災害情報

防災教育

平成26年度
部

門

地域防災研究センター運営委員会名簿

等

所

属

学

部

等

氏

名

委員長

地域防災研究センター長

南

委員（委員長代理）

地域防災研究センター副センター長

越

谷

委員

地域防災研究センター自然災害解析部門長

土

井

宣

夫

委員

地域防災研究センター防災まちづくり部門長

松

岡

勝

実

委員

地域防災研究センター災害文化部門長

越

野

修

三

委員

人文社会科学部

髙

橋

宏

一

委員

教育学部

長

澤

由喜子

委員

工学部

吉

澤

正

人

委員

農学部

武

田

純

一

委員

研究交流部長

渡

邊

善

博

正

昭
信

平成26年度第１回岩手大学地域防災研究センター運営委員会
日時：平成26年４月25日（金） 13時15分～
場所：事務局３階 第二会議室
議題：１．地域防災研究センター兼務教員の推薦について
２．平成26年度事業計画（案）について
３．客員教授等の推薦について
４．外部資金の受入について
５．その他
報告：１．平成26年度－27年度地域防災研究センター予算について
２．その他
平成26年度第２回岩手大学地域防災研究センター運営委員会
日時：平成26年６月６日（金）10時30分～
場所：図書館１階 会議室
議題：１．平成25年度決算（案）及び平成26年度予算（案）について
２．地域防災フォーラムについて
３．その他
平成26年度第３回岩手大学地域防災研究センター運営委員会
日時：平成26年10月23日（木）９時00分～
場所：事務局３階 第二会議室
議題：１．国連防災世界会議について
２．客員教授の推薦について
３．外部資金の受入れについて
４．その他
報告：１．地域防災フォーラムについて
２．全学共通教育科目「岩手の研究『三陸の復興を考える』」について
３．その他
平成26年度第４回岩手大学地域防災研究センター運営委員会（持ち回り）
日時：平成27年３月12日（木）～３月19日（木）
議題：１．岩手大学地域防災研究センター客員教授等委嘱に係る申し合わせ（案）について
２．客員教授等の推薦について
資料編
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平成26年度
月

日

2014/04/15
2014/05/17
2014/05/20
2014/06/04
2014/06/05～
2014/06/09
2014/06/11
2014/06/11
2014/06/23

2014/06/27
2014/06/27

2014/07/01

地域防災研究センター主催事業等一覧

事業等名

場
所
参加者数
花巻空港～宮古～山田～大槌
震災３年後が経過した沿岸被災地の上空
～釜石～大船渡～陸前高田～
視察
遠野～花巻空港
地域を支える「エコリーダー」・「防災 岩手大学工学部キャンパス内
約30名
リーダー」育成プログラム開校式
復興祈念銀河ホール
第1回防災まちづくり講座「震災復興の
ための弁護士活動と津波災害における法 岩手大学 Ｇ２大教室
的問題の検討」の開催
第２回防災まちづくり講座「復興支援、 岩手大学キャンパス内 学生
生活再建における法的諸問題」の開催
センター棟 G18教室
アーラム大学（米国）との学生交流プロ 田野畑村、宮古市、岩手大学
グラム
構内
共催シンポジウム「岩手大学における復 電 気 通 信 大 学 東 地 区 総 合 棟
約50名
旧・復興の取り組み」開催
306号室
第３回防災まちづくり講座「岩手県におけ 岩手大学キャンパス内 学生
る原発事故の損害賠償について」の開催
センター棟 G18教室
タイの大学生の訪問
第４回防災まちづくり講座「震災復興の
まちづくりのために必要とされる人材像
について」の開催
第８回地域防災フォーラム「平成25年度
活動報告・講演会」開催

岩手県地域防災ネットワーク協議会開催

岩手大学工学部キャンパス内
約70名
復興祈念銀河ホール

岩手大学地域防災研究センタ
約20名
ー会議室

2014/09/17、
2014/09/21～
2014/09/22

アラスカ大学およびアーラム大学（米 ア ラ ス カ 大 学 ア ン カ レ ッ ジ
国）との教育研究交流活動
校、アーラム大学

2014/10/18

2014/10/30

「明日のリーダーセミナー」の開催
大野高等学校

2014/11/15～
2014/11/21

国連欧州本部（ジュネーブ）訪問
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①

暢洋

アメリカ合衆国アーラム大学の学
生（５名）と教職員（２名）

講師：弁護士

菊池

優太

講師：村上 清（陸前高田市政ア
ドバイザー）

人社１号館

第２回地域防災ワークショップ開催

震災学習に関するレクチャー～沢内中学
校２年生防災かるたの体験
第10回地域防災フォーラム「東日本大震
災に関する調査研究報告～岩手県にお
ける被災から現在まで～」開催

明

法学合同研究室
５階

2014/09/04

2014/10/7

講師：吉江

瀧上

JENESYS2.0プロジェクトで来日し
たタイからの大学生38名が、「防
災」をテーマに当センターを訪問

2014/08/08～
2014/08/10

2014/08/03

講師：弁護士

考

岩手大学工学部、地域防災研
38名
究センター会議室ほか

吉里吉里地区自主防災計画(案)の大槌町
長への報告会
第９回地域防災フォーラム「未来への復
興まちづくり～岩手大学×神戸大学連携
フォーラム～」開催
「第３回東北みらい創りサマースクー
ル」

2014/07/24

備

大槌町役場

町長室

参加機関：国立大学法人岩手大
学、公立大学法人岩手県立大学、
学校法人岩手医科大学、国土交通
省東北地方整備局岩手河川国道事
務所、盛岡地方気象台、岩手県、
岩手県教育委員会、日本放送協会
盛岡放送局、岩手日報社

約10名

岩手大学工学部キャンパス内
約70名
復興祈念銀河ホール
地域防災研究センター会議室
（工学部共用教育研究棟）
岩手大学工学部キャンパス内
26名
復興祈念銀河ホール

岩手大学地域防災研究センタ
20名
ー会議室
岩手大学工学部キャンパス内
約60名
復興祈念銀河ホール

大野高等学校

スイス・ジュネーブ

171名

（全校生徒171名）
講師：大河原正文 准教授（自然
災害解析部門）
演題：土砂災害のはなし～地すべ
り、崩壊、土石流の特徴と危険箇
所について～
本学から南地域防災研究センター
長と村上清客員教授が参加

月 日
2014/11/10～
2014/11/12
2014/11/18～
2014/11/20

事業等名
場
所
参加者数
平成26年度防災・危機管理エキスパート 岩手大学工学部キャンパス内
72名
育成講座 開講（盛岡会場）
復興祈念銀河ホール
平成27年度防災・危機管理エキスパート
釜石サテライト
24名
育成講座 開講（釜石会場）

2014/11/26

「明日のリーダーセミナー」の開催
種市高等学校

②

2014/12/10

「明日のリーダーセミナー」の開催
一戸高等学校

③

2014/12/13
2014/12/15～
2014/12/16
2014/12/18～
2014/12/19
2014/12/20
2015/01/07
2015/01/28
2015/02/02～
2015/02/03
2015/02/21
2015/03/01
2015/03/08
2015/03/10
2015/03/11
2015/03/13
2015/03/13

2015/03/15

2015/03/17

2015/03/18
2015/03/14～
2015/03/18

種市高等学校

252名

一戸高等学校

124名

消防学校防災研修での講義・図上訓練

岩手県消防学校

30名

平成26年度実践的危機管理講座 実習科
目 開講（盛岡会場）
平成26年度実践的危機管理講座 実習科
目 開講（釜石会場）
地域を支える「エコリーダー」・「防災リ
ーダー」育成プログラム発表会・修了式

岩手大学地域防災研究センタ
17名
ー会議室
釜石サテライト

岩手大学工学部キャンパス内
復興祈念銀河ホール
岩手県立総合教育センター大
「復興教育副読本を活用した防災教育」
会議室および技術・情報処理
講義と演習の開催報告
実習室
「平成26年度岩手県自主防災組織連絡会 アイーナ（いわて県民情報交
議」での講演・演習
流センター）
平成26年度実践的危機管理講座 総合実 陸上自衛隊盛岡駐屯地体育館
習科目 開講
（滝沢市）
岩手大学地域防災研究センタ
「第10回岩手防災サロン」の開催報告
ー会議室
「NHKラジオまじぇ5時川柳公開収録」
いわて県民情報交流センター
への参加：「地震防災かるた」を使用し
（アイーナ）
ての防災かるた大会の開催
「大槌町安渡地区津波避難訓練」への参 大槌町安渡地区（旧安渡小学
加及び視察
校跡地など）
国連世界防災会議プレイベント「東日本
東北大学川内萩ホール
大震災メモリアル」への参加
NHKラジオ第１ 復興の象徴“奇跡の一
陸前高田市キャピタルホテル
本松”と共に～ 震災から４年、陸前高
1000
田の今～
第11回地域防災フォーラムプレ企画「入 岩手大学地域防災研究センタ
門・危機管理教室」 開催
ー会議室
第11回地域防災フォーラム「3.11から学 岩手大学復興祈念銀河ホール
ぶ危機管理と災害対応」の開催
（工学部キャンパス内）
被災大学間連携シンポジウム「住民主体
の災害復興と大学の役割－東日本大震災 仙台市情報・産業プラザ 多
の 教 訓 と 神 戸 ・ ア チ ェ ・ 四 川 と の 比 目的ホール（AER５階）
較－」
イグナイトステージ「災害に強いコミュ
ニティ形成のための地方大学によるキャ 仙台国際センター
パシティ・ビルディング」
岩手大学パブリック・フォーラム「地域
社会のレジリエンスとキャパシティ・ビ 東京エレクトロンホール宮城
ルディング－被災地での岩手大学の実践 601大会議室
と検証－」の開催
第３回国連防災世界会議での岩手大学展
せんだいメディアテーク
示ブース開設

備

考

（全校生徒252名）
講師：越野修三 教授（災害文化
部門）
演題：大災害から学ぶこと
（１年生124名）
講師：山本英和 准教授（自然災
害解析部門）
演題：地震防災のはなし～東北地
方太平洋沖地震を振り返り今後対
応すべきこと～

3名
約30名
約80名
約60名
37名

約400名

約10名
約70名

約125名
500名以
（1日あたり100名以上の来場者）
上
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平成26年度

地域防災研究センター教員活動記録

委員会等
土井

宣夫

委員会等名
岩手山の火山活動に関する検討会（臨時）
第48回岩手山の火山活動に関する検討会
第49回岩手山の火山活動に関する検討会
第50回岩手山の火山活動に関する検討会
第１回栗駒山火山防災協議会

山本

依頼機関
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県

委嘱期間
2014/05/27
2014/06/24
2014/10/29
2014/12/24
2015/03/26

依頼機関
岩手県
岩手県
（公財）地震予知総
合研究振興会
（公財）地震予知総
合研究振興会
土木学会ほか

委嘱期間
2014/04/01 2015/03/31
2014/04/01 2015/03/31

委員
委員
委員
委員
委員

備

考

備

考

備

考

備

考

英和

委員会等名
岩手県津波痕跡調査アドバイザー会議
岩手県津波防災技術専門委員会
東北地方・太平洋沖の地震活動に関する
調査研究委員会委員
下北半島周辺における地震活動等調査検
討委員会
東日本大震災合同調査委員会委員
社団法人地盤工学会東北地域災害研究委
員会委員

2014/04/01 2015/03/31
2014/04/01 2015/03/31

社団法人地盤工学会

井良沢道也
委員会等名

依頼機関
委嘱期間
岩手県環境生活部環
2014/01/10 2016/01/10
岩手県国土利用計画審議会
境保全課
林野庁東北森林管理
2014/04/01 2015/03/31
荒砥沢地すべり検討委員会
局
国土交通省東北地方
蔵王火山噴火緊急減災対策砂防計画検討
整備局 新庄河川事 2013/01/01 2015/08/01
委員会
務所
仙北市供養佛地区土石流警戒避難に関す
秋田県建設部
2013/09/03 2014/08/31 委員長
る検討委員会
岩手県（環境生活部
2013/11/01 2016/10/31
岩手県国土利用計画審議会委員
環境保全課）
国土交通省東北地方
赤川水系河川整備学識経験者懇談会
整備局 酒田河川国 2013/01/01 2016/01/10
道事務所
福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検
福島県
2013/01/01 2016/01/10 部会長
討委員会

小笠原敏記
委員会等名
依頼機関
委嘱期間
大船渡港湾口防波堤復旧に係る環境保全 国交省釜石港湾事務
2014/09/01
効果検証 専門部会および検討会
所
国土交通省東北地方
2014/07/01
米代川水系河川整備学識者懇談会
整備局
国土交通省東北地方
2014/08/01
北上川水系河川整備学識者懇談会
整備局
粘り強い構造を導入した防波堤における 国土交通省東北地方
2014/07/01 2015/02/29
環境共生検討会
整備局
岩手県津波防災技術専門委員会

岩手県

馬淵川・安比川 川づくり懇談会馬淵
岩手県
川・安比川 川づくり懇談会
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2014/07/01
2015/02/27 2015/03/31 会長

松林由里子
北上川・松川

柳川

委員会等名
川づくり懇談会

依頼機関
岩手県

委嘱期間
2015/01/20 2015/03/01 委員

備

竜一

委員会等名
依頼機関
委嘱期間
備
釜石市震災検証委員会
釜石市
2014/11/01 2015/10/31 避難所・地域部会長
平成26年度粘り強い構造を導入した防波 国土交通省東北地方
2015/02/18
代理出席
堤における環境共生検討会
整備局

松岡

考

考

勝実

委員会等名
東北防衛施設地方審議会
岩手県情報公開審査会委員

依頼機関
東北防衛局
岩手県

委嘱期間
2014/10/01 2016/10/31 委員
2014/10/01 2016/9/30 委員

備

考

委員会等名
依頼機関
大槌町生きた証プロジェクト実行委員会 岩手県大槌町

委嘱期間
2014/04/01 2015/03/31 委員

備

考

委嘱期間
2012/06/01 2015/03/31 委員

備

考

依頼機関
山田町

委嘱期間
2014/10/01 2015/03/31

備

考

釜石市

2013/07/05 2018/07/04

釜石市

2013/07/05 2018/07/04

大槌町

2013/06/05 2015/03/31 委員長

日本建築学会

2013/06

備

考

麦倉

平井

哲

寛

委員会等名
依頼機関
宮古市東日本大震災記録編集委員会委員 宮古市

三宅

諭

委員会等名
山田町復興計画進行管理支援員
釜石都市計画鵜住居地区被災市街地復興
土地区画整理審議会委員
釜石都市計画片岸地区被災市街地復興土
地区画整理審議会委員
大槌町町営住宅入居者選考委員会
日本建築学会住まいまちづくり支援建築
会議復興住まい・まちづくり部会

菊池

継続中

部会長

義浩

委員会等名
依頼機関
平成26年度釜石市東日本大震災検証委員
釜石市
会
日本建築学会東日本大震災における実効
的復興支援の構築に関する特別調査委員 日本建築学会
会 岩手・宮城支援検討小委員会
第17期農村計画学会評議員

農村計画学会

日本建築学会農村計画委員会農村計画本
日本建築学会
委員会
日本建築学会農村計画委員会集落復興小
日本建築学会
委員会
農村計画学会大震災復興特別委員会

農村計画学会

委嘱期間
2014/11/01 2015/10/31 学校部会長
2014/09/01 2016/03/31 委員
2014/04/01 2016/03/31 委員
2014/04/01 2016/03/31 委員
2014/04/01 2016/03/31 委員
2012/05

継続

東北未来づくりサマ
東北未来づくりサマースクール実行委員
ースクール実行委員 2014/04/01
会
会事務局

2015/03

委員
委員

資料編

83

大西

弘志

委員会等名
複合構造委員会
ASRと輪荷重の複合作用による床版劣化
の実態調査委員会
複合構造標準示方書編集小委員会
鋼・コンクリート合成床版設計施工指針
編集小委員会
構造物の更新・改築技術に関する研究小
委員会

依頼機関
土木学会

委嘱期間
2012/04
2015/03

委員

土木学会中部支部

2012/05

2015/03

委員

土木学会

2013/09

2015/03

委員

土木学会

2014/05

2016/03

委員

土木学会

2014/12

2016/12

委員

備

考

備

考

小山田哲也
委員会等名
依頼機関
コンクリート構造物の品質確保小委員会 土木学会
コンクリート中の気泡の役割・制御に関 日本コンクリート工
する研究委員会
学会
日本コンクリート工
塩害外力の評価方法と評価研究委員会
学会
日本コンクリート工
寒中コンクリートの品質確保研究委員会
学会

本間

委嘱期間
2014/04/01 2015/03/31 副主査
2014/04/01 2015/03/31
2014/04/01 2015/03/31 幹事
2014/04/01 2015/03/31 幹事長

尚樹

委員会等名
依頼機関
委嘱期間
備
考
音声データ伝送に適応した無線センサー
副座長（大槌町防災用音声通信装置に関す
総務相（東北総合通
2014/07/03 2015/03/31
ネットワークシステムの技術的条件に関
る）
信局）
する調査検討会

越野

修三

委員会等名
釜石市東日本大震災検証委員会
地区防災計画学会
岩手県地域防災ネットワーク協議会
防災教育アドバイザー
火山防災エキスパート
実践的防災教育総合支援事業推進委員
東北みらい創りサマースクール実行委員
会

後藤

委嘱期間
2014/11/01～2015/10/31
2014/06/30～
2014/07/01～
2014/04/01 2015/03/31
2014/04/01 2015/03/31
2014/07/30 2015/03/31

委員長
幹事
事務局長

備

考

備

考

委員

2014/04/01 2015/03/31 副委員長

尚人

委員会等名
いわて高等教育コンソーシアム：運営委
員会
いわて高等教育コンソーシアム：単位互
換・高大連携推進委員会
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依頼機関
釜石市
内閣府
岩手大学
岩手県教育委員会
内閣府
岩手県教育委員会
東北みらい創りサマー
スクール実行委員会

依頼機関
委嘱期間
いわて高等教育コン
2014/04/01 2015/03/31 委員
ソーシアム
いわて高等教育コン
2014/04/01 2015/03/31 委員長
ソーシアム

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

講演・講習など
土井

宣夫

実施日
備考
実施場所
主催機関
対
象
（複数回の場合は期間）
（参加者数など）
2011年東北地方太平洋
日本教育会岩手県
沖 地 震 に つ い て －“想
教員OB
約80名
2014/05/31
サンセール盛岡
防災講演会
支部
定 外 ”と は 何 で あ っ た
か？－
2011年東北地方太平洋
シニアカレッ
岩手大学情報セン
岩手大学シニアカレッ
約40名
岩手大学農学部
沖地震・津波は何だっ 2014/09/05
ジ学生
ター
ジ
たのか？
環境省パークボラ パークボラン
環境省パークボランテ
約20名
秋田焼山火山の話
2014/10/19
秋田焼山
ンティア会
ティア
ィア研修会
岩手県広域消
岩手県消防職員幹部教 岩手県の火山防災の現
2014/11/11
岩手県消防学校
岩手県消防学校
防本部幹部職 約50名
育
状
員
岩手防災サロン・INS
岩手防災サロン、
行政、一般市
岩 手 山 火 山 防 災 検 討 御嶽山噴火災害の教訓
約100名
2014/12/13
工学部
INS岩 手 山 火 山 防
民、学生
会・INS地盤と防災研 と今後
災検討会他
究会
農学系技術職
御嶽山噴火災害の教訓
約35名
2015/01/07
農学部
岩手大学農学部
職員研修会
員
と岩手の火山
日本技術士会東北 一般市民、技
日本技術士会東北本部 岩手山噴火と火山性地
約120名
2015/02/08
エスポワール岩手
本部岩手県支部
術士
岩手県支部年会
震活動
栗駒山の1981年以降の
岩手大学学生セン 岩手県地学教育研 研 究 会 会 員 、
火山活動の推移－地域
約40名
2015/02/14
研究発表会
ター
究会
一般市民
連携による現地火山調
査
岩手県民の森フォ 八幡平自然散策ガ
ボランティア 13名
ボランティア研修会
八幡平火山の話
2015/03/01
レストアイ
イドの会
講演会等の名称

山本

講演題目

英和

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
1998年の岩手山の火山
活動と研究者・防災機
滝沢ふるさと交流
滝沢市山岳協会創立50
関・報道機関・住民に 2014/04/29
館
周年記念式典講演会
よる地域の安全を目指
す継続的な取り組み
工学部テクノホー
INS地盤と防災研究会 INS地盤と防災研究会 2014/05/10
ル
「地 震 防 災 の は な し 」
滝沢市川前自治会
滝沢市川前自治会 防 東北地方太平洋沖地震
2014/06/29
岩姫台集会所
を振り返り防災リーダ
災講演会
ーの必要性を考える
「 防 災 教 育 教 材 DVD」
と「防災かるた」を用
地域防災研究セン
第３回東北みらい創り
いた地域防災力の向上 2014/08/09
ター会議室
サマースクール
－大人と子供がいっし
ょに学ぶ防災－
防災啓発を目的とした
地域防災研究セン
防災に関するミニレク
地震防災かるたの制作 2014/10/07
ター会議室
チャー
とその適用
平成23年東北地方太平
洋沖地震の概要と高密
復興祈念銀河ホー
第10回岩手大学地域防
度アンケート調査によ 2014/10/17
ル
災フォーラム
る岩手県南部の詳細震
度分布
講演会等の名称

講演題目

主催機関

対

滝沢市山岳協会創
一般市民
立50周年記念式典

象

備考
（参加者数など）

約100名

INS地 盤 と 防 災 研 会員、一般市
約100名
究会
民、学生
滝沢市川前自治会 一般市民

約40名

第３回東北みらい
創りサマースクー 一般市民
ル

約数名

岩手大学

西和賀町沢内
20名＋引率教
中学校２年生
員４名
20名

地域防災研究セン
一般市民
ター

約50名
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実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
地震防災のはなしー東
平成26年度「明日の防 北地方太平洋沖地震を
2014/12/10
一戸高校
災リーダーセミナー」 振り返り今後対応すべ
きことー
岩手県立総合教育
防災教育教材DVD使用 防災教育教材（DVD）
2015/01/07
センター
方法講習会
の活用
リーダー育成プログラ
環境防災
ムの概要と火山防災に 2015/01/15
岩手県庁
関するトピック
「東北地方太平洋沖地
震を振り返り防災リー
ダーの必要性を考え
2015/03/08
一関市川崎公民館
一関市防災フォーラム
る」本震および余震被
害と一関市内の詳細震
度分布の紹介
講演会等の名称

講演題目

主催機関

岩手県

対

象

備考
（参加者数など）

一戸高校１年
約100名
生

岩手県教育委員会 小中学校教員 約80名
岩手県議会

県会議員

約10名

一関市

一般市民

約250名

鴨志田直人
実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
一軸圧縮下における花
熊本大学工学部百
資 源 ・ 素 材 2014（ 熊 崗岩の動的変形特性
2014/09/15
周年記念館
ポスター発表：工藤慎
本）
二
一軸圧縮下における花
八幡平ロイヤルホ
資源・素材学会東北支 崗岩の動的変形特性
2014/11/16
テル
部平成25年度若手の会 ポスター発表：工藤慎
二
講演会等の名称

講演題目

主催機関

対

象

備考
（参加者数など）

一般社団法人資
学会員
源・素材学会
学会員（若手
資源・素材学会東
研究者と学
北支部
生）

井良沢道也
講演会等の名称

講演題目

岩手大学防災リーダー
斜面防災
育成研修

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/10/26

地域と協働した減災の
2014/11/14
取り組み
岩手県土木合同セミナ 地域と協働した減災の
2014/05/27
ー
取り組み
山形県県土整備主催技 地域と協働した減災の
2015/02/06
術講習会
取り組み
秋田県技術講習会

農学部技術職員研修

技術講習会

みどりの県民会議総会

地域と協働した減災の
2015/02/08
取り組み

防災士研修：八戸、仙
技術講習会
台、十和田、二戸

2015/01/07

2014/10/05、
2014/10/26、
2015/01/17、
2015/02/18

実施場所

主催機関

対

象

備考
（参加者数など）

岩手大学

岩手大学防災リー
プログラム受
約20名
ダー育成プログラ
講生
ム

秋田県ＪＡビル

環境緑化技術協会 技術者

約80名

エスポワールいわ 岩手県盛岡広域振
技術者
て
興局土木部
県内市町村職
山形県
員
農学部技術職
岩手大学
農学部
員
エスポワールいわ
みどりの県民会議 会員、一般
て
八戸広域消防本
部、東京エレクト
防災士研修センタ
技術者
ロンホール、沢田
ー
悠学館、二戸市民
文化会館

約100名
約100名
約20名
約40名

各回約50名

小笠原敏記
講演会等の名称

防災講義
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講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

東北地方太平洋沖自沈
2014/11/04
から知る津波の実態

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

実施場所

消防学校

主催機関

岩手県

備考
（参加者数など）
平成26年度消
防職員幹部教 約 20 名 ， 100
育初中級幹部 分の講演
科
対

象

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
東日本大震災を踏まえ
防災講話
た津波防災に対する心 2014/12/17
久慈高校
構え
①津波段波における流
速分布の鉛直構造に関
する水理実験
②MPS法による津波段
東北支部技術研究発表
東北学院大学
波発生数値水槽の開発 2015/03/7
会
③津波氾濫流による建
物への衝撃力およびそ
の流体特性に関する水
理実験
講演会等の名称

講演題目

主催機関
岩手大学

対

象

生徒

備考
（参加者数など）
約100名

①約20名
②約20名
③約20名

土木学会東北支部 研究者

松林由里子
実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
洪水避難に関する情報
取得について，岩手県
2015/03/28
潟上市公民館
講演会
内のアンケート結果を
基に
リーダー育成プログラ 防 災 リ ー ダ ー コ ー ス 2014/05/17
岩手大学
ム
物理（波動）ほか
2014/12/20
講演会等の名称

柳川

講演題目

対

象

備考
（参加者数など）

秋田大学地域防災
一般市民
力研究センター

約30名

岩手大学社会環境
一般市民
工学科

約15名

竜一

講演会等の名称

講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

BUILDINGDAMAGE
CHARACTERISTICS
OFTHEGREAT
EASTJAPAN
第３回国連防災世界会
2015/03/18
EARTHQUAKE
議ミニフォーラム
TSUNAMIFOCUSED
ONTHEINUNDATIONHEIGHTAND
BUILDINGDENSITY

松岡

主催機関

実施場所

主催機関

対

象

せんだいメディア 地域防災研究セン
一般市民
テーク
ター

備考
（参加者数など）

最大約20名

勝実

講演会等の名称
TheAsiaDisaster
LegalForumhosted
byKobeUniversity
andInstituteforDisasterManagement
andReconstruction
流域圏と水資源基本法―
及 び 震 災 ３年 後 の 課 題
―，平成26年度流域域圏
学会一般公開セミナー

講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

実施場所

主催機関

対

象

備考
（参加者数など）

IssuesinLandUsefor
PromptReconstructioninthePost-2011 2014/8/12
GreatEastJapan
Earthquake

SichuanUniversity-HongKong
防災関係研究
Chengdu,Sichuan,
40名
PolytechnicUni者
China
versityandKobe
University

震災復興のための土地
2014/08/24
利用と課題

中央大学後楽園キ
流域圏学会
ャンパス

一般市民、研
70名
究者、学生

千葉大学西千葉キ
国際開発学会
ャンパス

研究者

神戸大学

研究者、学生 70名

津波災害の予見可能性
2014年国際開発学会第 と防災まちづくり―釜
2014/11/29
石市防災センター事件
25回全国大会
を巡って
CommunityInitiative
inDisasterRecovery RoleofUniversityin
andtheRoleofUniversi- theResponsetoGreat
2015/1/15
ties-Commemorationof EastJapanEarthquake
the1995 HanshinAwajiEarthquake

神戸大学

30名
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実施日
実施場所
主催機関
（複数回の場合は期間）
陸前高田災害ＦＭニー
災害復興まちづくり報
ズ及び市の広報に関す 2015/02/01
陸前高田市市役所 陸前高田市
告会
る調査報告
Disaster-StrickenUni- TheRoleofUniversiversitiesSymposium: tiesinReconstruction
Community-BasedRe- oftheDisasterStrickenAreas:ConconstructionofSoci東京エレクトロン
UnitedNations
nectingtheNeedsof 2015/03/15
etyandUniversity
ホール（仙台市）
InvolvementatThird AﬄictedAreasand
UNWorldConference SeedsofUniversities
onDisasterRiskRe- hostedbyKobeUniductionPublicForum, versity
講演会等の名称

麦倉

講演題目

象

市役所職員

備考
（参加者数など）
10名

研究者、一般
130名
市民

哲

実施日
実施場所
主催機関
（複数回の場合は期間）
大槌町吉里吉里地区に
おける地域自主防災計
画策定を支援に関する
岩手大学銀河ホー 岩手大学地域防災
第８回岩手大学地域防
プ ロ ジ ェ ク ト に つ い 2015/06/27
ル
研究センター
災フォーラム
（地域防災研修センタ
ーで平成25年度活動報
告）
「大槌大学」（インター
大槌町中央公民館
麦倉研究室院生（畠）
・
大槌大学
ユニバーシティの復興 2014/08/31
大会議室
学生（高橋・和田）
支援発表会）
大槌町仮設住宅の暮ら
しの現状
ホテル沢田屋（宮
日本住宅会議サマーセ
日本住宅会議
―研究室の諸活動から 2014/08/31
古市）
ミナー
みた被災地・大槌町の
現状
被災地における精神面
での健康状態を左右す
東北大学
日本行動計量学会
日本行動計量学会大会 る要因について－岩手 2014/09/03
県山田町大沢地区仮設
住宅住民調査を中心に
地理情報システムを用
いた津波避難行動の類
同志社大学
日本都市学会
型化―岩手県大槌町吉 2014/10/25
日本都市学会大会
里吉里地区を対象とし
て
岩手県大槌町吉里吉里
第13回都市水害に関す
地区における自主防災 2014/11/01
九州大学
九州土木学会
るシンポジウム
計画
CSIS DAYS 2014
CSIS DAYS 2014「全 地理空間情報を用いた
東京大学
「全 国 共 同 利 用 研
国共同利用研究発表大 避難行動の類型化に関 2014/11/21
する研究
究発表大会」
会
大災害犠牲者の記録を
残す活動の社会的意義
に関する研究──岩手
2014/11/22
神戸大学
日本社会学会大会
日本社会学会大会
県大槌町「生きた証プ
ロジェクト」を事例と
して──
被災の検証なくして復
阪神・淡路大震災20周 興なし―岩手県大槌町
2015/01/15
神戸大学
神戸大学
における被災状況調査
年シンポジウム
より
講演会等の名称
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対

象

備考
（参加者数など）

教職員、一般
約100名
市民

一般市民

約200名

学会員、一般
約100名
市民

学会員

約50名

教職員、一般
約50名
市民

教職員、一般
約100名
市民
教職員、一般
約100名
市民

学会員

約50名

教職員、一般
約100名
市民

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
「沿岸被災地へ、継続
的に支援を行うため
盛岡市中央公民館講座
に」東日本大震災とボ
2014/12/13
盛岡市中央公民館
「ボランティア ステ
ランティア ―社会調
ップアップ研修」
査を媒介とする３つの
STEPから
盛岡市女性センタ
エ ン パ ワ ー メ ン ト 11 ～データから地域と未
2014/11/30
ープラザ・おでっ
（い）わて「講座」
来を読み解くチカラ～
て
富山大学経済学特殊講 経済学特殊講義「東日
2014/10/21
富山大学
義
本大震災に学ぶ」
講演会等の名称

平井

講演題目

対

象

備考
（参加者数など）

盛岡市中央公民館 一般市民

約50名

盛岡市女性センタ
一般市民
ー

約30名

富山大学

約200名

学生、教員

寛

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
平成26年度土木学会全 東北地方太平洋沖地震
2014/9/12
国大会第69回年次学術 の前後における買い物 2014/09/10
環境の変化
講演会
講演会等の名称

三宅

主催機関

講演題目

主催機関
大阪大学

対

象

備考
（参加者数など）

土木学会

諭

実施日
備考
実施場所
主催機関
対
象
（参加者数など）
（複数回の場合は期間）
岩手県小規模漁村にお
復興祈念銀河ホー 地域防災研究セン 教職員、一般
第10回岩手大学地域防
約20名
ける復興まちづくりの 2014/10/18
ル
ター
市民
災フォーラム
考え方
京都大学防災研究所地
京都大学防災研究 京都大学防災研究
東日本大震災 復興ま
教員、学生 約60名
2014/11/28
震・火山グループ研究
所
所
ちづくりの現状
会
首長、自治体
岩手県復興まちづくり ふるさと再生に向けた
約20名
2014/10/27
岩手県民会館
岩手県復興局
職員
トップセミナー
景観からのアプローチ
東日本大震災後の復興
2015/01/10
三重大学工学部
三重大学、三重県 みえ防災塾生 約50名
みえ防災塾
の展望
都市住宅学会関東支部
都市住宅学会関東 都市住宅学会
コミュニティ形成と景
約20名
2015/03/27
日本大学
地域コミュニティ住宅
支部
員
観形成の課題
計画公開研究会
講演会等の名称

菊池

講演題目

義浩

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
①自主防災組織の活動
について～各組織の活
平成26年度岩手県自主 動紹介と意見交換～
2015/01/28
アイーナ
②演習 クロスロード
防災組織連絡会議
（災害対応カードゲー
ム）
阪神・淡路大震災20年 内発的発展に基づく復
美波町西の地公民
追悼シンポジウム「コ 興支援研究・活動－被
2015/01/17
館
ミュニティ主導の災害 災地復興支援からの教
訓－
復興と大学の役割」
演習 マップ・マヌー 2014/12/15
工学部、釜石サテ
バー（図上戦略演習），2014/12/18
実践的危機管理講座
ライト
イメージ・トレーニン 2014/12/16
グ（状況予測型訓練） 2014/12/19
演習 クロスロード
平成26年度岩手県自主
岩手山青少年交流
（災害対応カードゲー
2014/11/13
防災組織リーダー研修
の家
ム ），デ ィ グ （災 害 図
会
上訓練）
講演会等の名称

講演題目

主催機関

岩手県

対

象

備考
（参加者数など）

自主防災組織、
①②各約60名
地域防災サポ
菊池 義浩
ーター 等

海外・国内研
徳島大学，神戸大
究者、一般市
学
民
地域防災研究セン 防災・危機管
2会場で実施
ター
理担当者

岩手県

自主防災組
織，防災担当 34名
職員
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講演会等の名称

講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

地域を支える「エコリ
ーダー」・「防災リーダ 自主防災
ー」育成プログラム
報告 地域防災アンケ
第２回地域防災ワーク
ート「避難」の調査結
ショップ
果について（速報）
鱒沢地域における災害
遠野市立鱒沢小学校防
特性と家庭での対応
災研修会
（図上訓練，DIG）
農村計画学会2014年度 居住地・コミュニティ
春期大会シンポジウム 再建支援研究 山元町
「東日本大震災と農村 の住民組織における復
興活動の支援から
計画学会」

実施場所

主催機関
岩手大学

対

象

備考
（参加者数など）

2014/10/25

工学部

2014/09/04

26 名 （ 13 機
復興祈念銀河ホー 岩手県地域防災ネ
防災関連機関
関）
ル
ットワーク協議会

2014/06/13

鱒沢小学校

2014/04/12

東京大学農学部弥
農村計画学会
生講堂

鱒沢小学校PTA

受講生

児童の保護者 約35名

研究者，学生
等

小山田哲也
実施日
備考
実施場所
主催機関
対
象
（参加者数など）
（複数回の場合は期間）
岩手県における津波に
よるコンクリート構
復興祈念銀河ホー 地域防災研究セン 教職員、一般
第10回岩手大学地域防
造物の被災事例とがれ 2014/10/18
ル
ター
市民
災フォーラム
きの有効利用に関する
調査
復興道路等の構造物耐
宮城県建設産業会 国土交通省東北地 教職員、一般
凍害の発生メカニズム
約250名
2014/02/03
久性向上についての講
館
方整備局
市民
について
習会
コンクリート構造物耐 コンクリートのスケー
国土交通省東北地 国土交通省職
約40名
仙台市東急ビル
久性向上についての勉 リング抵抗性に及ぼす 2014/06/09
方整備局
員
連行空気の効果
強会
国土交通省職
トンネル覆工コンクリ
西松建設小本工事 国土交通省南三陸
覆工コンクリートの耐
員、建設技術 約70名
2014/10/17
ートの品質・耐久性向
事務所
国道事務所
凍害性向上
者
上に関する勉強会
国土交通省職
国土交通省三陸国 国土交通省三陸国
コンクリートの品質向 覆工コンクリートの耐
員、建設技術 約70名
2014/12/19
道事務所
道事務所
上に関する勉強会
凍害性確保
者
国土交通省東北地 国土交通省職
復興道路等の構造物耐 新区界トンネルの凍害
約40名
2015/03/03
仙台市東急ビル
方整備局
員
久性についての勉強会 対策の方向性と実践
新設コンクリート革命
岩手県のコンクリ 国土交通省職
コンクリートの耐凍害
工学部テクノホー
の真実－岩手県で何が
ート構造物を考え 員、建設技術 約250名
性 確 保 の 実 践  新 区 界 2015/03/09
ル
始まっているのか？何
者、一般市民
る会
トンネルでの挑戦
が必要なのか？－
講演会等の名称

越野

講演題目

修三

講演会等の名称
第１回～第２回被災市
町村派遣職員メンタル
ヘルスケア研修
TISビジネスフォーラ
ム
教育行政連絡会
アーラム大研修

講演題目

東日本大震災～岩手県 １回
の対応と教訓
２回
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クロスロードゲーム実
2014/06/09
習
2014/06/11

行政と自衛隊との連携 2014/06/13
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実施場所

備考
（参加者数など）
全国からの被
岩手県政策地域部 災地に派遣さ 各回130名
れている職員
主催機関

対

ハイアットリージ
TIS株式会社
ェンシー東京

一般

2014/05/22
サンセール盛岡
2014/06/19

東日本大震災～初動対
2014/05/27
応における課題と教訓
東日本大震災の課題と
2014/06/07
教訓

メガリスク型災害研究
ステーションシンポジ 災害時の危機管理
ウム
災害対策専門研修

実施日
（複数回の場合は期間）

象

60名

サンセール盛岡

岩手県教育委員会 県内教育長等 100名

岩手大学

アーラム大学
地域防災研究セン
生と岩手大学 21名
ター
生

電気通信大学

電気通信大学・岩
大学関係者
手大学

30名

人と防災未来セン 人と防災未来セン エキスパート
30名
ター
ター
コース

実施日
備考
実施場所
主催機関
対
象
（参加者数など）
（複数回の場合は期間）
ＴＫＰガーデンシ
第６回パブリックカン 岩手県における災害対
国際危機管理学会 会員
130名
2014/06/20
ティー永田町
ファレンス
応組織
防災・危機管理トップ 東日本大震災の課題と
2014/07/08
長野県塩尻市
長野県
市町村長等 200名
セミナー
教訓
第79回定例懇談会
危機への対応
2014/07/14
ホテルエース盛岡 盛岡工業クラブ
クラブ会員 50名
全国からの被
第３回被災市町村派遣
東日本大震災～岩手県
2014/07/24
ホテル東日本
岩手県政策地域部 災地に派遣さ 170名
職員メンタルヘルスケ
の対応と教訓
れている職員
ア研修
地域防災研究セン
第９回地域防災フォー 防災危機管理のための
一般
50名
2014/08/03
岩手大学
ター
ラム
人材育成について
オール岩手で防災危機
東北みらい創りサ
第３回東北みらい創り
管理のエキスパート育 2014/08/06
岩手大学
マースクール実行 一般
70名
サマースクール
成を
委員会
東日本大震災の課題と
津波対策ＷＧ
教訓（孤立対応を中心 2014/08/28
新潟県庁
新潟県
自治体職員 10名
として）
①48名
①2014/09/05
有明の丘基幹的広
防災スペシャリスト養
内閣府
自治体等職員
警報・避難
②42名
②2015/02/04～05 域防災拠点施設
成研修
地域防災研究セン
東日本大震災の課題と
受講生
20名
2014/09/06
岩手大学
防災リーダー
ター
教訓
岩手大学地域連携
大災害からの教訓
一般
30名
2014/09/08
岩手大学
シニアカレッジ
推進機構
クロスロードゲーム
危機への対応
2014/09/16
軽米高校
軽米高校
１・２年生 124名
防災教育講話
クロスロードゲーム
行政職員、一
遠野市みらい創り
災害時後方支援自治体 災害時における広域応
60名
遠野市
2014/10/09
般
カレッジ
研究会
援について
滝沢ふるさと交流
東日本大震災における
東北防衛局
一般
130名
2014/10/09
防衛セミナー
館
自衛隊との連携
人と防災未来セン 人と防災未来セン エキスパート
30名
災害対策専門研修
行政と自衛隊との連携 2014/10/16
ター
ター
コース
電気事業管理
65名
管理者・局長会議
危機への対応
2014/10/30
メトロポリタン
岩手県企業局
者、局長
いわてコンソーシ
東日本大震災の対応と
学生
29名
2014/11/01
マリオス
危機管理と復興
アム
教訓
医学生、スタ
岩手医科大学医学生研 東日本大震災の課題と
21名
2014/11/02
宮古市
岩手医科大学
ッフ職員
修
教訓
危機管理講演会
危機への対応
2014/11/5
滝沢市
（株）ミクニ
社員
50名
①災害対応の実態、初
①54名
地域防災ネットワ
①2014/11/10
防災・危機管理エキス 動・応急期対応
受講者
岩手大学
②80名
ーク協議会
②災害対応・訓練マネ ②2014/11/12
パート育成講座
ジメント
自主防災組織
岩手山青少年交流
自主防災組織リーダー
34名
岩手県
図上訓練
2014/11/13
リーダー等
の家
教育
講演会等の名称

防災リーダー

講演題目

図上訓練

もったいない町民大会
大災害からの教訓
2014
①災害対応の実態、初
防災・危機管理エキス 動・応急期対応
②災害対応・訓練マネ
パート育成講座
ジメント
明日の防災リーダーセ
大災害から学んだこと
ミナー
災害対応図上訓練・演
消防団員幹部教育
習
実践的危機管理講座
図上訓練
（岩手大）
岩手ビジネス交流会12
危機への対応
月例会

2014/11/15

岩手大学

岩手大学

防災リーダー 13名

2014/11/16

中泊町総合文化セ
青森県中泊町
ンター

①2014/11/18
②2014/11/20

釜石サテライト

地域防災ネットワ
受講者
ーク協議会

①25名
②26名

2014/11/26

種市高校

県北広域振興局

高校生

250名

2014/12/13

消防学校

岩手県消防学校

消防団幹部

38名

2014/12/15～16

岩手大学

2014/12/16

ホテル東日本

一般

地域防災研究セン
受講者
ター
岩手ビジネス交流
一般
会

100名

17名
20名
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実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
実 践 的 危 機 管 理 講 座 図上訓練（クロスロー
2014/12/18～19
釜石サテライト
（釜石）
ド、DIG、MM等）
危機管理士１級試験研 災害対策本部訓練（図
2015/01/09
東京
修
上訓練のノウハウ）
講演会等の名称

弘前地区隊友会

講演題目

大災害からの教訓

災害医療コーディネー
危機への対応
ター研修
岩手県災害対策本部の
空港技術災害対策研修
対応
実 践 的 危 機 管 理 講 座 図上訓練（ロールプレ
（総合実習科目）
イング）
ヤングリーダーズ国際 大災害からの教訓、ク
研修
ロスロードゲーム
防災講話

山崎

３名
12名

一般

2015/01/24

岩手医科大学

岩手医科大学

医師、事務職
27名
員

2015/01/27
2015/02/02～03
2015/02/14

130名

国土交通大学校柏
国土交通省
職員
研修センター
陸上自衛隊岩手駐 地域防災研究セン
受講者
屯地
ター
岩手大学（国際交
学生
岩手大学
流センター）

30名
37名
26名

盛岡商業高校

県教育委員会

教員、生徒

240名

岩手県庁

県教育委員会

指導主事

20名

アイーナ

岩手県立大学

一般

60名

奥州市白山地区セ 白山地区自主防災
一般住民
ンター
会

40名

市立奈良病院

市立奈良病院

病院スタッフ 120名

ホテル東日本

倫理法人会

会員

50名

2015/03/07

江刺総合支所

奥州市

市民等

120名

2015/03/10

東北大学川内萩ホ
東北大学
ール

一般

150名

2015/03/11

久慈市文化会館

市民等

200名

2015/03/13

岩手大学銀河ホー
岩手大学
ル

一般

70名

2015/03/28～29

宮古市等

ＤＭＡＴイン
75名
ストラクター

久慈市

厚生労働省医政局

友子

講演会等の名称

講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

私の碑を作ろう
岩手大学・田老第一中（講演・グループデイ
2014/09/01
スカッションのコーデ
学校合同授業
イネートと司会）

CulturalDomains
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地域防災研究セン
受講者
ター
日本危機管理士機
危機管理士
構

備考
（参加者数など）

中弘地区隊友会

DIG、クロスロード実
2015/02/20
習
東日本大震災の教訓を
地域防災情報シンポジ
踏まえた地域防災への 2015/02/20
ウム
取り組み
奥州市白山地区防災訓
図上訓練（DIG）
2015/02/22
練
東日本大震災の課題と
2015/03/02
市立奈良病院防災研修
教訓
東日本大震災の対応と
2015/03/06
モーニングセミナー
教訓

国連世界防災会議プレ
東日本大震災を教訓と
イベント東北大学
した地域防災への取組
知のフォーラム
久慈市東日本大震災復 東日本大震災からの教
興祈念式
訓
第11回地域防災フォー 入門危機管理教室、パ
ラム
ネリスト
「東日本大震災」パネ「東日本大震災」パネ
ルディスカッション ルディスカッション
（パネラー）
（パネラー）

象

弘前市

大災害から学んだこと 2015/02/18

大災害からの教訓

対

2015/01/11

指導主事研修会

防災セミナー

主催機関

JapaneseLandscapte:
Howpeoplelivetogether
2014/10/
withtsunamisalong
theSanrikuCoast
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備考
（参加者数など）
岩手大学共通
教育科目「津
田老第一中学校体 岩手大学・田老第 波の実際から
約120名
防災を学ぶ」
育館
一中学校
受講生、田老
１中全校生徒
追加巡検とし
岩手大学国際 て、山田町立
交 流 科 目 大沢小学校全
岩手大学
岩手大学
Cultural Do- 校表現劇「海
mains受講生 よ 光れ」に
引率（11/1）
実施場所

主催機関

対

象

梶原

昌五

講演会等の名称

講演題目

実施日
（複数回の場合は期間）

ESD・教育と防災・復
三陸復興と防災・教育 2014/03/15
興（盛岡）

佐藤

実施場所

主催機関

対

象

備考
（参加者数など）

岩手大学教育学部
教職員、NPO
梶原研究室、一般
法人職員、一 ６名
教育学部E22教室
社団法人地域連携
般市民
プラットフォーム

悦子

講演会等の名称
実践的危機管理講座
（盛岡）
実践的危機管理講座
（釜石）
実践的危機管理講座
（総合演習）
第３回国連防災世界会
議コミュニケーション
スペース

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
2014/12/15
岩手大学
DIG
2014/12/16
2014/12/18
釜石サテライト
クロスロード
2014/12/19
ロールプレイング図上 2014/02/02
自衛隊岩手駐屯地
訓練
2014/02/03
被災地で実践する女性
せんだいメディア
たち―宮古市T地区の 2015/03/18
テーク
手仕事の場を事例に
講演題目

主催機関

対

岩手県地域防災ネ
一般市民
ットワーク協議会
岩手県地域防災ネ
一般市民
ットワーク協議会
岩手県地域防災ネ
一般市民
ットワーク協議会
地域防災研究セン
一般市民
ター

象

備考
（参加者数など）
約30人
３人
約30人
約10人

資料編
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支援・協働など
土井

宣夫

支援・協働の内容
岩手県内活火山機上
観測
栗駒山現地火山調査
岩手山現地火山調査
岩手県総合防災訓練
栗駒山現地火山調査

山本

実施日
支援対象
実施場所
依頼機関など
あるいは協働者 （複数回の場合は期間）
岩 手 山 、秋 田 駒 ケ
岩手県・一関市・盛
岩手県
2014/04/09
岳、栗駒山
岡地方気象台
岩手県・一関市・盛
2014/05/20
栗駒山
岩手県
岡地方気象台・仙台
2014/05/21
管区気象台
岩手県・盛岡地方気
2014/06/11
岩手山
岩手県
象台
岩手県庁、雫石町、
岩手県
岩手県
2014/08/30
八幡平市訓練現場
岩手県・一関市・盛
2014/09/10
栗駒山
岩手県
岡地方気象台・仙台
2014/09/11
管区気象台

備考（参加者数など）

英和

支援・協働の内容

支援対象
あるいは協働者

岩手県総合防災訓練
滝沢市
地震防災かるた提供

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/08/30

実施場所
県立大学

依頼機関など
滝沢市

備考（参加者数など）
約50名

小笠原敏記
支援・協働の内容

支援対象
あるいは協働者

SSHにおける津波実
盛岡第三高等学校
験の助言など

柳川

2014/11/19

実施場所
盛岡第三高等学校

防災かるたを用いた
ワークショップ開催
防災教材作成演習の
講師
第４回釜石市避難所
運営フォーラム

実施日
支援対象
実施場所
あるいは協働者 （複数回の場合は期間）
東北みらい創りサマ
ースクール実行委員 2014/08/09
岩手大学
会
岩手県立総合教育セ
岩手県内教職員
2015/01/07
ンター
釜石市産業育成セン
釜石市民
2015/01/31
ター

実施日
支援対象
実施場所
あるいは協働者 （複数回の場合は期間）
ＮＰＯ法人陸前高田
陸前高田災害ＦＭニ
復興支援連絡協議会 2014/10/15
市内全域
ーズ及び市の広報に
ＡｉｄＴＡＫＡＴＡ 2014/11/25
関する調査
及び陸前高田市

６名

依頼機関など

備考（参加者数など）

東北みらい創りサマ
６名
ースクール
岩手県教育委員会

70名程度

釜石市

100名程度

依頼機関など
Ａｉｄ
ａ

Ｔａｋａｔ

備考（参加者数など）

51箇所約300名

哲

支援・協働の内容

支援対象
あるいは協働者

安渡町内会総合防災
安渡町内会
訓練
吉里吉里地区自主防
吉里吉里地区自主防 災役員／岩手大学社
災計画策定検討会 会学研究室・地域防
災研究センター
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岩手県

備考（参加者数など）

勝実

支援・協働の内容

麦倉

依頼機関など

竜一

支援・協働の内容

松岡

実施日
（複数回の場合は期間）

実施日
（複数回の場合は期間）

実施場所

依頼機関など

備考（参加者数など）

2015/03/08

安渡地区

安渡町内会／防災都
約300名
市計画研究所

2014/05/23、
2014/09/29、
2015/01/29

吉里吉里公民館

吉里吉里地区自主防
各回約30名
災計画策定検討会

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

支援・協働の内容
吉里吉里地区自主防
災計画案を大槌町長
へ提出
岩手大学教育学部附
属中学校で防災を取
り入れた授業の実施

三宅

諭

支援・協働の内容
野田村都市公園計画
策定ワークショップ
山田町復興計画進行
管理調整会議
宮古市田老地区乙部
高台団地暮らしのデ
ザインワークショッ
プ
山田町まちなか再生
計画策定支援
野田村城内地区地域
再生計画作成支援

菊池

支援対象
あるいは協働者
野田村
山田町ほか

実施日
実施場所
（複数回の場合は期間）
2014/07
野田村
2015/03
2014/04
山田町
2015/03

宮古市田老地区高台 2014/11
団地移転希望者
2015/03
山田町、山田町商工 2014/06
会ほか
2015/03
2014/11
野田村
2015/01

依頼機関など

備考（参加者数など）

野田村ほか
山田町

宮古市田老地区

岩手県ほか

山田町

山田町ほか

野田村

野田村ほか

義浩

支援・協働の内容
景観と暮らしのデザ
インガイド～岩手県
沿岸地域の復興に向
けた景観形成の考え
方～作成支援
吉里吉里地区自主防
災計画策定検討会で
の取組支援
安渡町内会・大槌町
懇談会での取組支援
「山元町震災復興土
曜日の会」での取組
支援

越野

実施日
支援対象
実施場所
依頼機関など
備考（参加者数など）
あるいは協働者 （複数回の場合は期間）
吉里吉里地区自主防
吉里吉里地区自主防
災役員／岩手大学社
約10名
2014/07/24
大槌町役場
災計画策定検討会
会学研究室・地域防
災研究センター
実践は附属中七木
田、検討チームは岩
岩手大学教育学部附
附属中学校
約40名
大菊地洋、麦倉哲、2015/01/28
属中学校
附属中・七木田、及
川、角谷

支援対象
あるいは協働者

実施日
（複数回の場合は期間）

実施場所

依頼機関など

NPO い わ て 景 観 ま 2014/11
ちづくりセンター 2015/03

グリーンピア三陸み
岩手県
やこ

吉里吉里地区自主防 2013/04/01
災計画策定検討会 2014/03/31

大槌町公民館吉里吉 吉里吉里地区自主防
里分館
災計画策定検討会

安渡町内会，大槌町

2013/04/01
2014/03/31

山元町震災復興 土 2013/04/01
曜日の会
2014/03/31

備考（参加者数など）

安渡地区仮設公民館 安渡町内会
普門寺

山元町震災復興 土
曜日の会

修三

支援・協働の内容

支援対象
あるいは協働者

市町村消防防災主管
岩手県総合防災室
課長会議

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/04/18

①2014/04/26
②2014/05/24
第４回～第８回いわ いわて復興塾運営委
③2014/06/28
て復興塾
員会
④2014/07/26
⑤2014/08/23
岩手県防災教育研修
県内教職員等
2014/04/30
会
第７回ＩＣＳ推進研
京都大学防災研究所 ７回 2014/05/08
究会・第９回ＩＣＳ
林春男教授
９回 2014/09/02
推進研究会

実施場所

依頼機関など

盛岡市勤労福祉会館 岩手県

備考（参加者数など）
約80名

岩手大学銀河ホール

①
一般社団法人いわて
②90名
復興塾
③④⑤各回約100名

サンセール盛岡

岩手県県教育委員会 約200名

衆議院第１議員会館 内閣府等

各回23名

資料編
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支援・協働の内容
盛岡市図上訓練への
評価支援
奈良県橿原市図上訓
練（視察・評価）
第３回東北みらい創
りサマースクール
（パネルディスカッ
ションのコーディネ
ーター）
第２回地域防災ワー
クショップ
大阪府防災訓練（図
上訓練）助言
埼玉県防災訓練（図
上訓練）助言

山崎

盛岡市

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/05/31

実施場所

依頼機関など

備考（参加者数など）

盛岡市役所

盛岡市

約100名

京都大学防災研究所 2014/07/10

奈良県橿原市

京都大学防災研究所 約100名

東北みらい創りサマ
ースクール実行委員 2014/08/08
会

東北みらい創りサマ
岩手大学銀河ホール ースクール実行委員 約70名
会

岩手県地域防災ネッ
2014/09/04
トワーク協議会

岩手大学

岩手県地域防災ネッ
30名
トワーク協議会

大阪府

2015/01/20

大阪府庁

大阪府

約100名

埼玉県

2015/02/06

埼玉県庁

埼玉県

1600名

友子

支援・協働の内容
田老第一中学校東京
での語り部活動への
コメント
田老第一中学校追悼
式参加「私の碑」英
語訳贈呈
田老第一中学校との
合同授業
田老防浪堤手つなぎ
追悼式参加
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支援対象
あるいは協働者

支援対象
あるいは協働者
田老第一中学校

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/04/

田老第一中学校/岩
手大学教育学部英語 2015/03/11
教育科学生
田老第一中学校/岩
2014/09/29
手大学学生
田老町民、岩手大学
2015/03/11
学生

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

実施場所
日本青年館ホテル

依頼機関など

備考（参加者数など）

宮古市立田老第一中
約80名
学校

宮古市立田老第一中 宮古市立田老第一中
約140名
学校
学校
宮古市立田老第一中 宮古市立田老第一中
約140名
学校
学校・岩手大学
宮古市田老防浪堤、NPO 立ち上がるぞ
約300名
田老公民館
田老

論文執筆など
土井

宣夫

学協会誌の名称
巻・号・ページ 掲載年月日
著者名
論文題目
土井宣夫、佐々木信 栗駒山の火山活動に誘発された2008年岩
岩手大学教育学部研究
74，27-49
2015年３月
良、千葉幸也、岩舘 手・宮城内陸地震－地域連携による火山
年報
活動の監視－
晋

山本

発行機関
岩手大学教育
学部

英和
著者名

論文題目

周波数波数法と空間自己相関法による水
平微動に含まれるLove波の位相速度推定
の検討～岩手大学における例～

学協会誌の名称
公益社団法人物理探査
学会第130回学術講演
会講演論文集
公益社団法人物理探査
学会第130回学術講演
会講演論文集
公益社団法人物理探査
学会第131回学術講演
会講演論文集

論文題目

学協会誌の名称

山本英和、朝田航、微動観測による岩手県陸前高田市の地盤
齊藤剛
のS波速度構造の推定
宇 部 陽 子 、山 本 英
和 、齊 藤 剛 、藤 根
友博
藤 根 友 博 、山 本 英
和 、齊 藤 剛 、高 倉
恵

極小微動アレー探査による岩手県一関市
の地盤のＳ波速度構造の推定

巻・号・ページ

掲載年月日

pp.１-４

2014年５月

pp.12-15

2014年５月

pp.126-128

2014/10/21

発行機関
公益社団法人
物理探査学会
山本英和
公益社団法人
物理探査学会
山本英和
公益社団法人
物理探査学会

井良沢道也
著者名
井良沢道也

地域と連携した土砂災害防災教育を目指
して－防災学習会が児童へもたらす影響 機関誌SABO
と学校別による効果の違い－

2010年７月17日岩手町豪雨災害時におけ
る住民の警戒避難に関する実態調査
井良沢道也、角田皓 天気予報を用いた融雪水量の予測手法－
史
岩手県八幡平地すべりを対象として－
伊藤綾乃、井良沢道 岩手・宮城内陸地震を語り継ぐ一関災害
也、多賀谷拓也
遺構の実態調査

井良沢道也、目黒渚

巻・号・ページ

掲載年月日

Vol.116p.28-33 2014/07/30

岩手大学農学部演習林
45：99-116
報告
岩手大学農学部演習林
45・127-148
報告
岩手大学農学部演習林
44・149-167
報告

発行機関
（一 般 財 団 法
人）砂防・地
すべり技術セ
ンター

2014/07/02

岩手大学

2014/07/02

岩手大学

2014/07/02

岩手大学

小笠原敏記
著者名
砂 川 透 吾 、齊 藤 秀
一、鈴木信夫、瀬良
敬二、辻尾大樹、小
笠原敏記
村上智一、古谷龍太
郎、小笠原敏記、下
川信也
砂川透吾、大久保陽
介、辻尾大樹、鈴木
信夫、小笠原敏記
小笠原敏記、岩間俊
二、堺茂樹
小 笠 原 敏 記 、三 橋
寛、堺茂樹
村上智一、古谷龍太
郎、小笠原敏記、下
川信也

論文題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関

女川港湾口防波堤での被覆ブロック連結 土 木 学 会 論 文 集 B3 70・No.2・
による粘り強い構造の安定性実験
（海洋開発）
I_474-I_479

2014年６月

土木学会

岩手県宮古湾における東北地方太平洋沖 土木学会論文集B3
地震津波後の水質環境の現地観測
（海洋開発）

70・No.2・
I_19-I_24

2014年６月

土木学会

巨大津波に対する粘り強い防波堤の構造 土木学会論文集B2
検討に関する数値解析手法の適用性
（海岸工学）

70・No.2・
I_191-I_195

2014年11月

土木学会

岩手県普代村における太田名部漁港施設 土木学会論文集B2
の津波減衰効果に関する数値解析
（海岸工学）
準定常流中における構造物周りの流体特 土木学会論文集B2
性に関する水理実験
（海岸工学）

70・No.2・
I_301-I_305
70・No.2・
I_316-I_320

2014年11月

土木学会

2014年11月

土木学会

CTD観測データに基づく岩手県宮古湾の 土木学会論文集B2
流動・塩分・水温構造の数値解析
（海岸工学）

70・No.2・
I_1126-I_1130

2014年11月

土木学会

松林由里子
著者名
論文題目
学協会誌の名称
松林由里子、藤森直
東北地方太平洋沖地震津波時とその後の 土木学会論文集B2
人 、久 保 奈 央 、堺
岩手県の小中学校での津波避難行動
（海岸工学）
茂樹

巻・号・ページ 掲載年月日
Vol.70（2014）
No.２
2014年11月
I_1341-I_1345

発行機関
土木学会
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著者名

論文題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ 掲載年月日
Vol.70（ 2014）
松林由里子、伊藤咲 岩手県沿岸における漁船の津波避難につ 土木学会論文集B2
No.2
2014年11月
良、石田遼祐
いて
（海岸工学）
I_1376-I_1380
Vol. 70（ 2014）
松林由里子、渡辺一 豪雨発生が社会基盤施設に及ぼした被害 土木学会論文集G（環
No.5
2014年９月
也、川越清樹
に関する研究
境）
I_249-I_256

発行機関
土木学会

土木学会

柳川竜一
著者名
柳川竜一、堺茂樹
柳川竜一、堺茂樹
柳 川 竜 一 、虻 川 佑
太、越野修三、堺茂
樹、南正昭
柳 川 竜 一 、藤 森 直
人、菅野航、堺茂樹

論文題目
学協会誌の名称
津波浸水深と建物密集度に着目した東日 土木学会論文集B3
本大震災津波に関する建物被害特性
（海洋開発）
岩手県沿岸地域を対象とした東日本大震
災津波に関する地理・来襲津浪・被害建 自然災害科学
物特性
航空写真とDEMデータから推定した東日
本大震災での津波遡上高の分布とそれら 自然災害科学
地理的特性
東北地方太平洋沖地震に伴い地盤沈下し
土木学会論文集B2
た岩手県南部地域の冠水被害とその影響
（海岸工学）
範囲推定

RelationalAnalysisbetweenTsunami
RyoichiYanagawa,
andHouseDamageattheInundation
ShigekiSakai
AreainIwate,Japan

麦倉

論文題目
Ａｒｃ－ｇｉｓを用いた津波避難行動の
麦 倉 哲 、梶 原 昌
検証ー岩手県大槌町吉里吉里地区を対象
五、高松洋子
として
地理情報システムを用いた津波避難行動
麦倉哲、梶原昌五、
の類型化―岩手県大槌町吉里吉里地区を
高松洋子
対象として
東日本大震災犠牲者の被災要因からみた
「地域防災の課題」─大槌町吉里吉里地
麦倉哲、梶原昌五、
高松洋子、和田風人 区自主防災検討のための死亡状況調査か
ら─

SatoshiMIYAKE

2014年９月

自然災害学会

Vol.33，特別号，
2014年９月
pp.53-63

自然災害学会

Vol.70，No.２，
2014年11月
I_1336-I_1340

土木学会

The34thInternationalConferenceon
CoastalEngineering
CoastalEngi- 2014年6月
Proceedings.
neering
（ICCE2014）
E165

ASCE

学協会誌の名称

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関

日本都市学会年報

Vol.47・317-324 2014年５月

日本都市学会

日本都市学会年報

Vol.48未定

2015年５月

日本都市学会

2015年３月

岩手大学教育
学部附属教育
実践センター

岩手大学教育学部教育
14.21-35
実践センター紀要

論文題目
Post-disasterreconstructioninIwate
andnewplanningchallengesforJapan

学協会誌の名称
PlanningTheory&
Practice

巻・号・ページ
Vol.5,No.2,
246-250

掲載年月日

2014年６月

発行機関
Publishedin
conjunction
withtheRoyal
TownPlanningInstitute

義浩
著者名

菊池義浩、南正昭
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土木学会

諭
著者名

菊池

Vol.33,No.２,
pp.145-159

発行機関

哲
著者名

三宅

巻・号・ページ 掲載年月日
Vol.70,No.２,
2014年６月
I_438-I_443

論文題目
学協会誌の名称
東日本大震災における学校施設の津波避
難行動に関する調査研究－岩手県沿岸小 都市計画論文集
中学校を対象として－

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

巻・号・ページ
Vol.49No.3，
pp.333-338

掲載年月日
2014年10月

発行機関
日本都市計画
学会

大西

弘志

著者名
論文題目
学協会誌の名称
複合構造を対象とし
た防水・排水技術研 複合構造物を対象とした防水・排水技術 土木学会論文集A1
（構造・地震工学）
究 小 委 員 会 （ 委 員 の現状
長：大西弘志）
Life-CycleofStructuralSystems:Design,
Developmentofnewstructuralhealth
H.Onishi,N.
Assessment,
Shimizu,T.Santo, monitoringmethodforbridgedecks
Maintenanceand
basedonsmallFWDsystem.
M.Miyamura
Management
TheProceedingsof
H.ONISHI，K.
StaticFlexuralStrengthofGridStruc- The6thAsia-Paciﬁc
YoungResearchers&
YAEGASHI
turedGFRPDecks.
GraduatesSymposium
猪 股 史 貴 、岩 崎 正
九年橋橋脚の健全度評価に及ぼす上部工
鋼構造年次論文報告集
二、大西弘志、出戸
の影響について
秀明、宮村正樹
大 西 弘 志 、横 澤 幸
貴、岩崎正二、出戸 スタッドピン定着部の疲労耐久性
構造工学論文集
秀明、芦田勝男

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関

Vol.70，No.5，
2014年５月
Ⅱ_106-Ⅱ_119

土木学会

pp.355-360

2014年11月

IALCCE

pp.35-40

2014年８月

ACI

Vol.22，
pp.879-884

2014年11月

日本鋼構造協
会

Vol.60， pp.5052015年３月
512

日本学術会議

小山田哲也
著者名
小山田哲也・羽原俊
祐・斎藤和秀・早坂
洋平
TetsuyaOyamada,
ShunsukeHanehara,HideakiDeto,
ShojiIwasaki
菅 野 華 果 、羽 原 俊
祐、小山田哲也、越
後貴司

論文題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関
（一社）日本コ
ンクリート工
学会

コンクリートのスケーリング抵抗性にお コンクリート工学年次 37・1・
ける連行空気の影響に関する研究
論文集
1048-1053

2014年７月

JournalofCivilEngiCharacteristicsofTsunamiDamageto
neeringandArchitec8・7・807-814
theTideWallsinIwatePrefecturefrom
ture,Vol.8,No.7,
theGreatEastJapanEarthquake
pp.807-814

2014年７月

DavidPublishingCompany

既存スケーリング試験方法に対する小片 セメント・コンクリー
68・389-395
凍結融解試験方法の整合性
ト論文集

2015年３月

（一 社 ）セ メ
ント協会

小林宏一郎
著者名

論文題目

小林宏一郎（分担執
巨大構造物ヘルスモニタリング
筆）

学協会誌の名称
著書

巻・号・ページ
pp.143-153

WideDynamicRangeAnalogFlux-Locked
K.Kobayashi,M.
IEEETrans.Magnet5001003
LoopSystemUsingLow-TcSQUIDfor
Yoshizawa,D.
ics
Oyama,Y.Uchikawa MCGMeasurementsWithoutMSR

本間

2015年３月

2014年11月

発行機関
エヌ・ティ
ー・エス出版
社
IEEE

尚樹

著者名
論文題目
KeitaKonno,
MasakiNango,
NaokiHonma,Ken- Experimentalevaluationofestimating
living-bodydirectionusingarrayantaroNishimori,
tennaformulti-pathenvironment
NobuyasuTakemura,andTsutomu
Mitsui

山崎

掲載年月日

学協会誌の名称

巻・号・ページ

IEEEAntennasWire- Vo.13，
lessPropag.Lett.
pp.718-721

掲載年月日

2014/04/01

発行機関

IEEE

友子
著者名

論文題目
学協会誌の名称
被災地・岩手のレジリアントな社会構築
山 崎 憲 治 ／本 田 敏
の試み 3.11後の持続可能な社会をつく 単行本
秋／山崎友子（編）
る実践学

巻・号・ページ
全326ページ

掲載年月日
2014年９月

発行機関
明石書店

資料編
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著者名

学協会誌の名称
巻・号・ページ 掲載年月日
被災地・岩手のレジリ
第Ⅲ部 教育と復興、第１章 被災地に
アントな社会構築の試
224-228
2014/09/30
山崎友子
学ぶ教育の原点－－被災地の教育復興の
み 3.11後の持続可能
思想と実践から
な社会をつくる実践学
第III部 教育と復興、第２章 語り継ぐ
岩手・宮城内陸地震を
ことは命をつなぐこと－－共通教育科目
語り継ぐ一関災害遺構 229-240
2014/09/30
山崎友子
「津波の実際から防災を考える」のよっ
の実態調査
ちゃんとアイちゃんの物語から
TUNAGU-Weare
togetherARecordof
TomokoYAtheEastJapanGreat
MAZAKI&Shinji
全54ページ
2014/10/31
Projectdirectorとして編集
Earthquakeand
HIRAKA（proTsunami-lessonsfor
gramdirector）
thenextgeneration-
“TheGreatEast
JapanEarthquake
Miyako City Great
andTsunamiRecords
East Japan Earth2015/03/15
ofMiyakoCity”Vol. 全52ページ
quakeandTsunami 宮古市震災の記録 英語版監修
1,HistoryofTsunami
Records Editorial
（SummaryVersion）
Committee
-EnglishEdition

梶原

発行機関
明石書店

明石書店

岩手大学

宮古市

昌五
著者名

梶原昌五

100

論文題目

論文題目

学協会誌の名称

津波被災地における岩手大学の水産・養
日本の科学者
殖業復興支援について

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

巻・号・ページ

掲載年月日

49・ 4・ 216～
2014/04/01
221

発行機関
日本科学者会
議

研究報告・活動報告など
山本

英和

学協会誌の名称
著者名
報告題目
齊 藤 良 平 、 山 本 英 アンケート震度算定方法の改良に関する 日本地球惑星科学連合
和、齊藤剛
一考察
2014年大会
第33回日本自然災害学
防災啓発を目的とした地震防災かるたの
会学術講演会講演概要
山本英和、齊藤剛
制作とその適用
集
高密度アンケート調査による詳細震度分 第33回日本自然災害学
齊藤剛、山本英和、
布と地震動マップ即時推定システムによ 会学術講演会講演概要
齊藤良平
集
る震度分布との比較検討

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関
日本地球惑星
科学連合

SSS23-P02

2014年５月

pp.27-28

2014/09/25

日本自然災害
学会

pp.121-122

2014/09/25

日本自然災害
学会

井良沢道也
著者名
報告題目
学協会誌の名称
巻・号・ページ 掲載年月日
井良沢道也、檜垣大
2013年７月下旬及び８月９日豪雨により 平成26年度砂防学会研
2014/05/28
助、伊藤英之、ほか
東北地方で発生した土砂災害
究発表会講演要旨集
６名
積雪地帯における防災・減災対策の推進 平成26年度砂防学会研
2014/05/28
井良沢道也
に向けての課題
究発表会講演要旨集
小学校における防災教育体制と砂防探検
平成26年度砂防学会研
伊藤綾乃、井良沢道
2014/05/28
隊が果たした役割－磐井川砂防探検隊に
究発表会講演要旨集
也、中村和作
参加した小学校を対象として－
広葉樹林の疎密度が雪の移動に及ぼす影 平成26年度砂防学会研
2014/05/28
堀和彦、井良沢道也
響（Ⅰ）
究発表会講演要旨集
2014年度日本雪工学会
要 旨 集 、P. 50堀 和 彦 、 井 良 沢 道 立木密度と雪の移動に関する模型実験
2014/06/01
東北支部大会研究発表
51
也、阿部修
（Ⅰ）
プログラム
堀 和 彦 、井 良 沢 道
広葉樹林の疎密度が雪の移動に及ぼす影 雪氷研究大会（2014・ 講 演 要 旨 集：
2014/09/20
也、松島秀士、ほか
響（Ⅰ）
八戸）講演要旨集
P.279
３名
堀 和 彦 、井 良 沢 道
立木密度と雪の移動に関する模型実験
東北の雪と生活
第29号：P.95-99 2014/06/01
也、松島秀士、ほか
（Ⅰ）
３名

発行機関
砂防学会
砂防学会
砂防学会

砂防学会
日本雪氷学会
東北支部
日本雪氷学会
日本雪氷学会
東北支部

小笠原敏記
著者名

報告題目
学協会誌の名称
岩手大学による震災復旧・復興支援の取
小笠原敏記、伊藤歩 組み－三陸復興推進機構と地域防災研究 土木学会誌
センターにおける活動－

松岡

巻・号・ページ
８月号・44-47

掲載年月日
2014/08/01

発行機関
土木学会

勝実
著者名

松岡勝実

松岡勝実

松岡勝実

報告題目
四川大地震復興調査に参加して

学協会誌の名称

巻・号・ページ

岩手大学人文社会科学
38・14
部教育後援会報

2014年国際開発学会第
津波災害の予見可能性と防災まちづくり
25回 全 国 大 会 、要 旨 61・pp4
―釜石市防災センター事件を巡って
集,オンライン論文集
CommunityInitiative
inDisasterRecovery
andtheRoleofUniversities-Commemora- 1-6
RoleofUniversityintheResponseto
（inEnglish）
tionofthe1995
GreatEastJapanEarthquake
Hanshin-AwajiEarthquakehostedby
KobeUniversity,Book
ofProceedings

掲載年月日
2014/11/01

発行機関
岩手大学人文
社会科学部教
育後援会

2014/11/29

国際開発学会

2015/1/15

神戸大学

資料編
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著者名

松岡勝実

麦倉

報告題目

学協会誌の名称
巻・号・ページ 掲載年月日
Disaster-StrickenUniversitiesSymposium:
Community-BasedReconstructionofSocietyandUniversity
TheRoleofUniversitiesinReconstruc- Involvementhosted 35-40
tionoftheDisaster-StrickenAreas:Con- byKobeUniversity, （inEnglish）
2015/03/15
IwateUniversityand 45-48
nectingtheNeedsofAﬄictedAreas
TohokuUniversityat （inJapanese）
andSeedsofUniversities
ThirdUNWorldConferenceonDisaster
RiskReductionPublic
Forum,BookofProceedings

報告題目
①大槌町のいまとこれからニュースレタ
麦 倉 哲 、 大 久 保 名 ー１～７号合冊版
②大槌町のいまとこれからニュースレタ
美、高松洋子
ー第８号

学協会誌の名称

巻・号・ページ

掲載年月日

①全16
②全２

①2014年８月
②2014年９月

麦倉哲、梶原昌五、2013年山田町大沢地区仮設住宅報告結果
飯坂正弘、高松洋子 概要版

全52

2014年12月

麦倉哲、梶原昌五、
2014年大槌町仮設住宅報告結果概要版
飯坂正弘、高松洋子

全48

2015年３月

三宅

諭

三宅

諭

三宅

諭

報告題目

学協会誌の名称

生業・観光業の復興支援から展開する社
消防科学と情報
会関係資本
波被災地域における環境まちづくり～岩
手県の再生可能エネルギー利用促進の取
り組み～
移転先住宅地での生活再建に向けた「暮
らしのデザイン」ワークショップ-野田村
城内地区高台団地の事例-

巻・号・ページ

農村計画学会誌

掲載年月日

No.117、p.23-27 2014年８月

日本建築学会大会（近
畿）都市計画部門研究 p.17-20
懇談会資料

報告題目
学協会誌の名称
被災地における自主防災計画づくり支援
菊池義浩、麦倉哲、
と防災まちづくりへの展開－大槌町吉里 農村計画学会誌
南正昭
吉里地区の事例－

岩手大学教育
学部麦倉研究
室
岩手大学教育
学部麦倉研究
室

Vol.33,No.4、
p418-421

発行機関
一般財団法人
消防科学総合
センター

2014年９月

日本建築学会

2015年３月

農村計画学会

巻・号・ページ
Vol.33No.4，
pp.422-424

掲載年月日
2015年３月

住民と大学との連携による自主防災計画
農村計画学会震災科研 ポスターセッシ
菊池義浩、麦倉哲、
2015年３月
づくりのプロセス－大槌町吉里吉里地区
シンポジウム
ョン
南正昭
での取り組み－
菊 池 義 浩 、 越 野 修 実践的な問題解決力を向上させる教育機
農村計画学会誌
三、南正昭
関での取り組み
東日本大震災における岩手県沿岸小中学 2014年度日本建築学会
菊池義浩、南正昭
校の津波避難行動の実態調査
大会学術講演梗概集

Vol.33No.2，
pp.132-135
農村計画，
pp.51-52

発行機関
農村計画学会
農村計画学会
震災復興研究
グループ，大
震災復興特別
委員会

2014年９月

農村計画学会

2014年9月

日本建築学会

弘志

著者名
報告題目
学協会誌の名称
巻・号・ページ 掲載年月日
小松代亮磨、大西弘
RC床版内部水平ひび割れの発生メカニ 第八回道路橋床版シン
pp.9-12
2014年10月
志、岩崎正二、出戸
ズムに関する一検討
ポジウム論文報告集
秀明
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岩手大学教育
学部麦倉研究
室

義浩
著者名

大西

発行機関

諭
著者名

菊池

Unitede Nations

哲
著者名

三宅

発行機関

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

発行機関
土木学会

著者名
三 東 豪 士 、大 西 弘
志、岩崎正二、出戸
秀明、宮村正樹
中 鉢 竜 太 、大 西 弘
志、岩崎正二、出戸
秀明、大久保藤和

報告題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ

掲載年月日

発行機関

小型FWD試験機を用いた道路橋床版健 第八回道路橋床版シン
pp.235-238
全度評価の試み
ポジウム論文報告集

2014年10月

土木学会

RC部材の上面増厚補強工法による補強効 第八回道路橋床版シン
pp.239-242
果のモニタリングに関する研究
ポジウム論文報告集

2014年10月

土木学会

第５回FRP複合構造・
大 西 弘 志 、 山 本 竜 格子構造を有するFRP床版の静的載荷試
橋梁に関するシンポジ pp.178-185
一、西田雅之
験
ウム講演論文集

2014年11月

土木学会

小山田哲也
著者名
報告題目
樊 小 義 、小 山 田 哲
コンクリートのスケーリング抵抗性に及
也、羽原俊祐、齊藤
ぼす気泡径分布の検討
和秀
樊小義、小山田哲也、コンクリートのスケーリング抵抗性に及
羽原俊祐、齊藤和秀 ぼす気泡径分布の影響
菅野華果、羽原俊祐、既存のスケーリング試験方法に対する小
小山田哲也、中村大樹 片凍結融解試験方法の整合性

学協会誌の名称
第４回コンクリート技
術大会（長岡）技術講
演会発表論文集
第68回セメント技術大
会
第68回セメント技術大
会

巻・号・ページ

掲載年月日

4・145-150

2014/10/01

68・262-263

2014/05/01

68・264-265

2014/05/01

発行機関
日本コンクリ
ート技術㈱
（一 社 ）セ メ
ント協会
（一 社 ）セ メ
ント協会

小林宏一郎
著者名
報告題目
Multi-sensortypeactivemagnetic
K.Kobayashi,H.
Chiba,M.Yoshizawa, shieldingforuniformandlineargradientmagneticﬁeldcompensation
Y.Uchikawa

本間

学協会誌の名称
BIOMAG2014Abstract

Vol.92,P2-043

巻・号・ページ

発行機関

2014/08/28

電子情報通信
学会

AP2014162,pp.7-12

2015/01/22

電子情報通信
学会

報告題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ 掲載年月日
VOL.43
2014/05/25
p42～p45
VOL.44p58
2014/7/25

修三

３.11における情報共有

リスク対策.com

越野

修三

岩手県における災害対応組織

越野

修三

二度と同じ惨事を繰り返さないために

リスク対策.com
Ｃ ＋Ｂ ousai（ 地 区 防
VOL.1p69
災計画学会誌）

2014/09/01

発行機関
新建新聞社
新建新聞社
地区防災計画
学会

尚人
著者名

後藤尚人

報告題目
学協会誌の名称
連携は力なり！大学コンソーシアムと地
教育学術新聞
方創生②「いわて発創造的復興教育」

巻・号・ページ
第2592号、p.5

掲載年月日
2015/01/14

発行機関
教育学術新聞

友子
著者名

山崎友子

梶原

掲載年月日

AP2014-80,
pp.45-50

越野

山崎

2014/08/24

発行機関
International
Conferenceon
Biomagnetism

修三
著者名

後藤

掲載年月日

尚樹

著者名
報告題目
学協会誌の名称
今野恵太、笹川大、本
MIMOレーダを用いた複数生体位置の同
信学技報
間尚樹、西森健太郎、
時推定法
竹村暢康、満井勉
今野恵太、本間尚樹、
MIMO仮想アレーアンテナを用いた屋内
信学技報
笹川大、西森健太郎、
環境における生体位置推定法
竹村暢康、満井勉

越野

巻・号・ページ

報告題目
学協会誌の名称
巻・号・ページ
スクール・インターンシップ・プログラ 岩手大学教育学部地域
ム（GSIP）
連携報告書

掲載年月日

発行機関
岩手大学教育
学部

掲載年月日

発行機関
認定NPO法人
「持続可能な開
発のための教
育の10年」
推進
会議
（ESD-J）

昌五
著者名

梶原昌五

報告題目

学協会誌の名称

巻・号・ページ

地域と市民社会からの
ESD地域ミーティングからのレポート
ESD 提 言 フ ォ ー ラ ム p.6-7
（岩手）
（資料）

2014/06/21

資料編
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その他
土井

宣夫

実施日
備
考
（複数回の場合は期間）
INS/第69回岩手山火山防災検討会主催
2014/05/10
会場：工学部テクノホール
御嶽山噴火災害取材／2014年９月30日記 岩 手 日 報 、 毎 日 新
2014/09/29
事
聞、読売新聞
2014/12/13、
第９回・第10回岩手防災サロン主催
2015/02/21
岩手山の最新研究／2015年２月８日記事 盛岡タイムス取材 2015/02/06
活動内容（箇条書き）

山本

依頼機関等

英和
活動内容（箇条書き）

依頼機関等

第６回微動の会（研究会、観測会、視察
微動の会
会）
NHK第一ラジオ「まじぇ５時」防災かる
NHK第一ラジオ
た防災川柳についてインタビュー出演

実施日
備
考
（複数回の場合は期間）
2014/09/27
全国の微動研究者の研究会開催
2014/09/30
2015/03/01（公開録音）、
2015/03/04、
2015/03/11（再放送）

井良沢道也
活動内容（箇条書き）

依頼機関等

テレビ局取材：NHK秋田・ニュースこま
ち、あきたABS・ニュースエヴリ
テレビ局取材：めんこいテレビニュー
ス、ＩＢＣ岩手放送

実施日
（複数回の場合は期間）

備

2014/06/03

同日夕方のニュースで放映

2014/08/21、
2004/09/04

同日夕方のニュースで放映

新聞社取材：岩手日報

2014/07/20

新聞社取材：毎日新聞、産経新聞、日刊
ゲンダイ、岩手日報

7月21日朝刊掲載
井良沢道也

2014/08/20

8月21日朝刊掲載

週刊ポスト取材

2014/09/04

9/5掲載

考

鴨志田直人
実施日
備
（複数回の場合は期間）
2014/05/17
地域を支える「エコリーダー」・「防災リ
講師・運営スタッフ
岩手大学
2014/12/20
ーダー」育成プログラム
地域防災研究センターホームページの更 地域防災研究センタ 2014/06/25
修正案企画など
新
ー
2014/08/12
活動内容（箇条書き）

依頼機関等

考

小笠原敏記
活動内容（箇条書き）
防災学習教材（大雨・洪水編）の開発

柳川

依頼機関等
岩手県

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/06/
2015/02/01

考

備

考

竜一

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/06/27、
地域防災研究センタ 2014/08/03、
第８回～11回地域防災フォーラム運営
2014/10/18、
ー
2015/03/13
第３回国連防災世界会議岩手大学展示ブ 地域防災研究センタ
2015/03
ース運営
ー
活動内容（箇条書き）
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備

依頼機関等

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

松岡

勝実

実施日
（複数回の場合は期間）
岩手日報、東海新報
陸前高田市災害ＦＭ調査に関するコメン ２月26日付記事；日 2015/02/26
刊スポーツ３月８日 2015/03/08
トなど
付記事
第３回国連防災世界会議岩手大学パブリ
地域防災研究センタ
2015/03/18
ック・フォーラム」におけるパネルディ
ー
スカッションのコーディネータ
活動内容（箇条書き）

菊池

依頼機関等

実施日
（複数回の場合は期間）
第３回国連世界防災会議岩手大学パブリ 地域防災研究センタ
2015/03/18
125名
ック・フォーラム運営
ー
第３回国連防災世界会議パブリックフォ
地域防災研究センタ
2015/03/18
ーラム防災・復興に関する展示コミュニ
ー
ケーションスペース 研究報告
2014/06/27、
地域防災研究センタ 2014/08/03、
第８回～第11回地域防災フォーラム運営
2014/10/18、
ー
2015/03/13
平成26年度 第３回復興教育担当者会議
岩手県教育委員会 2015/02/26
約20名
（兼 第4回防災教育者会議）講師
第３回国連防災世界会議パブリックフォ
ーラム 建築系五団体シンポジウム「い
2015/02/07
の ち を 守 る ま ち づ く り ／家 づ く り 」日本建築学会
「本震災における Build Back Better 事
例」を考える座談会 参加
2014/10/21
アーラム大学（米国）との教育研究交流
岩手大学
2014/10/24
活動 調査訪問
岩手県地域防災ネッ
2014/09/04
26名（13機関）
第２回地域防災ワークショップ 運営
トワーク協議会
岩手県地域防災ネットワーク協議会 運 岩手県地域防災ネッ
2014/07/01
18名
営
トワーク協議会
依頼機関等

備

考

備

考

備

考

尚樹
活動内容（箇条書き）

依頼機関等

報道：ＮＥジャパン・ワイヤレス・テク
ノロジーアワード「MIMOで感度を高め 日経BP社
たマイクロ波生体センサ」

越野

考

義浩
活動内容（箇条書き）

本間

備

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/05/26

修三
活動内容（箇条書き）

退職自衛官雇用ガイドＤＶＤ「いま自治
体に求められる人材とは」のビデオ撮影
協力
防災・危機管理エキスパート育成講座に
ついて取材受け
ＮＨＫスペシャル（災害死・４年目の検
証）への取材協力
防災・危機管理エキスパート育成講座に
ついて取材受け
防災・危機管理エキスパート育成講座に
ついて取材受け
ＮＨＫ盛岡放送局ラジオ番組「まじぇ５
時」に出演

依頼機関等
防衛省

実施日
（複数回の場合は期間）
2014/02/04～
2014/04/11

６月下旬から全国の自治体に配布

日本放送協会盛岡支
2014/06/02
局

６月11日放送

日本放送協会

2014/06/03

６月27日放送（出演）

岩手日報

2014/06/17

６月29日朝刊掲載

読売新聞

2014/08/22

９月11日朝刊掲載

日本放送協会盛岡支
2014/09/11
局

９月11日17時～生放送

資料編

105

実施日
備
考
（複数回の場合は期間）
取材受け（阪神淡路大震災から20年特集）毎日新聞大阪本社 2014/10/08
2015/01/03朝刊（１面）
防災・危機管理エキスパート育成講座に 日本放送協会盛岡支
2014/11/18
同日昼、夕方のニュースで放映
ついて取材受け
局
2015/01/13（大阪版）及び
読売新聞大阪本社阪
2014/12/02
取材受け（阪神淡路大震災から20年特集）
01/17（全国版）朝刊
神支局
実践的危機管理講座の取材受け
岩手日報
2015/02/03
2015/02/04朝刊掲載
実践的危機管理講座の取材受け
読売新聞
2015/02/03
2015/02/19朝刊掲載
取材受け（国民保護避難誘導マニュアル
西日本新聞
2015/02/07
2015/02/11朝刊掲載
について）
取材受け（岩泉町の防災体制について～ 日本放送協会盛岡支
2015/02/17
同日昼、夕方のニュースで放映
津波注意報への対応について）
局
活動内容（箇条書き）

佐藤

依頼機関等

悦子

実施日
備
考
（複数回の場合は期間）
2014/06/27、
地域防災研究センタ 2014/08/03、
第８回～第11回地域防災フォーラム運営
2014/10/18、
ー
2015/03/13
第３回東北未来づくりサマースクール運 地域防災研究センタ
2014/08/09
営
ー
地域防災研究センタ 2015/11/10
盛岡会場と釜石会場で各３日間開催
防災危機管理エキスパート講座
ー
2015/11/20
2014/11/15
地域を支える「エコリーダー」「防災リ
岩手大学
2014/12/20
ーダー」育成プログラムの講師・運営
岩手県地域防災サポーター・自主防災組
岩手県
2015/01/28
織リーダー研修会の演習補助
奥州市白山地区自主防災訓練（DIG）の
自主防災会
2015/02/20
演習補助
第３回国連防災世界会議パブリックフォ 地域防災研究センタ
2015/03/
ーラム・展示ブース運営
ー
活動内容（箇条書き）
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岩手大学地域防災研究センター規則
（平成24年３月15日制定）
（趣

旨）

第１条

この規則は、国立大学法人岩手大学学則第５条の規定に基づき、岩手大学地域防災研究センター

（以下「センター」という。）の組織、運営及び業務に関し、必要な事項を定める。
（目

的）

第２条

センターは、地域特性に応じた「多重防災型まちづくり」と地域の安全を支えるための「災害文化

の醸成と継承」を基本とする地域に根ざした防災システムの構築及び自然災害からの復興を推進する
ことを目的とする。
（業

務）

第３条

センターは、次に掲げる業務を行う。

（部

一

自然災害の調査・解析に関すること。

二

防災まちづくりの計画・設計・予測に関すること。

三

防災教育及び人材育成に関すること。

四

地域防災及び復興まちづくりへの支援に関すること。

五

その他前各号に関連して必要な業務に関すること。

門）

第４条

センターに前条の業務を遂行するため、次に掲げる部門を置く。

２

一

自然災害解析部門

二

防災まちづくり部門

三

災害文化部門

部門に部門長を置き、専任教員又は兼務教員のうちからセンター長が任命する。

（職

員）

第５条

センターに、次に掲げる職員を置く。

２

一

センター長

二

専任教員

三

兼務教員

四

その他の職員

前項の職員のほか、副センター長を置き、専任教員又は兼務教員のうちからセンター長が推薦し、

学長が任命する。
（センター長）
第６条

センター長は、センター全般の業務及び運営を統括する。

２

センター長は、岩手大学の専任の教授をもって充てる。

３

センター長は、学長が岩手大学学術推進本部の推薦を受け選考し、任命する。
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４

センター長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任のセンター長

の任期は、前任者の残任期間とする。
（副センター長）
第７条

副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその職務を代行する。

２

副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該副センター長を推薦したセンター

長の任期を超えないものとする。
（部門長）
第８条
２

部門長は、当該部門を統括する。
部門長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の部門長は、前任者

の残任期間とする。
（専任教員）
第９条

専任教員は、第15条に規定する岩手大学地域防災研究センター運営委員会（以下「運営委員会」と

いう。）が候補者を推薦し、センター長の申請に基づき学長が任命する。
（兼務教員）
第10条

兼務教員は、運営委員会が候補者を推薦し、センター長の申請に基づき学長が任命する。

２

兼務教員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の兼務教員の任期

は、前任者の残任期間とする。
（特任教員）
第11条
２

センターに特任教員を置くことができる。
特任教員の選考に関する事項は、別に定める。

（客員教授等）
第12条

センターに客員教授等を置くことができる。

２

客員教授等の任期は、１年を超えないものとし、再任を妨げない。

３

客員教授等の選考に関する事項は、別に定める。

（学内協力教員）
第13条

センターに、研究を遂行上、必要な場合、兼務教員以外に参画する学内協力教員を置くことができ

る。
（地域防災連携協力員）
第14条

センターに、地域防災等の推進を図るため、センター職員と連携し、調査・研究等の業務に協力す

る地域防災連携協力員を置くことができる。
（運営委員会）
第15条
２
（庶
第16条
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センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
運営委員会に関する規則は、別に定める。
務）
センターの庶務は、研究協力課において処理する。

平成26年度岩手大学地域防災研究センター年報

（雑
第17条

則）
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンタ
ー長が別に定める。

附

則
この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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岩手大学地域防災研究センター運営委員会規則
（平成24年３月15日制定）
（趣

旨）

第１条

この規則は、岩手大学地域防災研究センター規則第15条第２項の規定に基づき、岩手大学地域防災

研究センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）に関し、必要な事項を定める。
（審議事項）
第２条

運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一

岩手大学地域防災研究センター（以下「センター」という。）の中期目標・中期計画及び年度

計画に関すること。
二

センターの管理・運営の基本方針に関すること。

三

センターの予算配分及び決算に関すること。

四

センターの評価に関すること。

五

センターの専任教員及び兼務教員候補者の推薦に関すること。

六

センターの特任教員及び特任研究員の採用に関すること。

七

センターの客員教授及び客員准教授の委嘱に関すること。

八

センターの専任教員の兼業兼職審査に関すること。

九

センターの外部資金受入審査に関すること。

十

センターの施設及び設備に関すること。

十一
（組

その他センターの運営に関する重要事項

織）

第３条

運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一

センター長

二

副センター長

三

部門長

四

各学部の副学部長又は評議員各１名

五

研究交流部長

（委員長及び副委員長）
第４条

運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

２

委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

３

委員長に事故あるときは、副センター長が、その職務を代理する。

（会

議）

第５条

運営委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。

２

運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。
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（委員以外の者の出席）
第６条

運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、その意見を聴くことが

できる。
（庶
第７条

務）

（雑

運営委員会の庶務は、研究協力課において処理する。

第８条

則）

附

この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

則
この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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