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中国 江蘇省の防災教育施設 江蘇省抗震防災科教館を訪問しました
2019年3月に中国江蘇省の泰州市に建設された江蘇省抗震防災科教館を訪問しました。
この施設の
展示内容の検討にあたって、
日本の防災や防災教育の現状を学びたいということで2018年4月に泰州市
の担当者がCERDを訪問し、
情報提供・意見交換を行いました。
そして、
施設がオープンしたということで、
早速訪問してきました。
江蘇省は上海市の西北にある省で南京市や無錫市が省内にある経済発展の著しい地域です。訪問
先の泰州市は省の中央にあり、
人口はおよそ460万人ということです。
また、
胡錦濤前国家主席の出身地
としても有名だそうです。市中心部からやや南の新区にある広大な公園「天徳湖公園」の中に江蘇省抗
震防災科教館がありました。公園内には湖や温泉付リゾートホテルもあり、
観光地となっていますが、
その
中に防災教育施設があるというのは日本ではなかなか無いと思います。施設の建物はとても斬新なミュー
建物内部の様子

ジアム風のデザインで、
これも日本との違いを感じました。
建物内部に入ると、
災害・防災に関する展示が複数フロアにあり、
シアターで災害に関する映像を見た
り、震動台を体験したりすることも可能です。
日本では大きな被害となった地震以外はあまり知られていま
せんが、
中国は地震帯が多数存在する為、地震は頻発しており、多くの過去の災害の被害が展示され
ていました。
また、地球の構造と地震や津波の発生メカニズム、地震波の伝播メカニズム、地震に強い建
物構造等が豊富に展示されていて、実際に触れたりできる展示もありました。震動台体験ではVR
（Virtual Reality）
ゴーグルを装着し、
実際に建物内に居た際に地震が発生するとどのような状況になる
のかを、
震動と建物被害の両面でリアルに体験できました。
江蘇省は必ずしも地震の多い地域ではありませんが、
省としてこのような施設を建設していることから、
国全体として防災を重視している姿勢を感じました。泰州市の担当者は、
今後も日中の防災教育の情報
交換等でCERDとの交流を続けていきたいということでした。

VR（Virtual Reality）震動台

地域防災力の向上に向けて
西成区役所市民協働課

西成区役所では、近い将来、起こるとされている南海トラフ地震・上町断層地震による震災や、台風
による風水害等あらゆる災害に備え、西成消防署と合同による地域の防災訓練の支援や、防災リー
ダー・防災協力事業所を対象とした講習会・訓練の他、区内高校の文化祭への出展や青少年指導員
主催の中高生校庭キャンプへの出前講座の実施等、防災リーダーをはじめとする地域のみなさまと協

西成区永信防災会館（西成区山王3-10-20）

働し、防災力の向上に努めています。
また、各地域では様々な防災活動をされていますが、今回は２地域の取り組みを紹介します。
飛田地域では、平成29年に旧永和信用金庫山王支店の建物を
「西成永信防災会館」
としてリ
ニューアルし、地域の関係団体と連携して管理・運営されています。防災会館では、災害時に備えて飲
料水20tや食料、資機材等を備えており、平時には
「西成JAZZ」
や
「こども食堂」
などを開催し、地域の
つながりづくりの場としても提供されています。
また、昨年5月には災害支援車両としてキッチンカーも配
備し、災害時支援はもとより地域でのイベントにも参加し、西成区のイメージアップにも貢献していただい

災害支援車両によるイベント参加の様子

ています。
津守地域では、地域内にある大阪府立西成高校と連携し、協働での防災学習や訓練が行われてい
ます。
また、地域住民が文化祭へも参加するなど、平常時からの地域と生徒とのつながりを強める取り
組みなどが認められ、今年の２月には大阪市立大学都市防災教育研究センターが組織するコミュニ
ティ防災協議会において、西成高校が
「いのちラボ」
に認証されました。
今後も、西成区役所では地域と連携し、区民ひとりひとりの防災意識の高揚を図るとともに、地域防災
力を強化していきます。

西成高校の生徒と地域住民の合同学習会の様子
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都市防災のシチズンサイエンス vol.12

「逃げ遅れゼロを目指す社会における災害情報の提示のあり方」
都市防災教育研究センター コミュニティ防災教育ユニットサブリーダー 中條壮大（工学研究科・講師）

2017年に改正された水防法では「逃げ遅れゼロ」が
目標として掲げられました。
また2019年3月には避難勧告
等に関するガイドラインが改定され、
5段階の警戒レベル
という表現が新たに加えられ
（図-1）
、
市民の主体的な避
難を促すための創意工夫が進められています。本稿で
はこれからの災害情報の提供のあり方について見解を
述べたいと思います。

「災害の特性変化と

主体的な防災対策の必要性」

ある災害因子（Hazard）
に対して、
どのような災害
（Disaster）が生じるかは、災害の規模や特性だけでな
く、被災対象（Exposure）の特性や社会の脆弱性
（Vulnerability）
にも強く依存します。すなわち、
これま
でのHazardとの比較だけではなく、同時に都市におけ
る土地利用の変化や、地域社会のコミュニティ、生活ス
タイルや価値観といった社会構造の変化にも注目して
総合的な対策を取る必要があります。気候変動の影響
によりHazardである豪雨や台風など極端気象の特性

図-1：導入された5段階の警戒レベルと防災気象情報との対応（防災気象情報と警戒レベルとの対応について，気象庁HP）

変化が顕在化してきている中で、
これまでに目指してき
たハード対策による災害ゼロではなく、
いわゆるレベル1、
レベル2の2段階の対策が進められ、
避難に代表されるようなソフト対策の必要性が今後も益々増加することは疑いがありません。
日本における防災対策の方向性を決めたのは、
伊勢湾台風を契機として1961年に公布された災害対策基本法です。災害は公の空間である都市を経由して
個人の財産や生命を脅かします。
そのため、
堤防や避難所など公共物の整備による災害に強いまちづくりを進めるためには、
公の力
（公助）
が必要です。
また、
気
象・海象のモニタリングや予報、
最悪シナリオにおける被害予測なども個人では対応できず、
公助の範疇になります。
こうした公助のシステムが災害対策基本法を
基に作り上げられてきました。
しかしながら、
最後の土壇場では「自分の命は自分で守る」
「近くにいる人が助け合う」
という自助・共助が運命を左右します。

「主体的な防災対策を促すために社会が必要とする変化」
公助の限界を自助・共助で補うという捉え方は間違いではないと思います。
しかし、
その間の橋渡しは十分でしょうか。
どのような経緯やシナリオ想定で防災施設
やハザードマップが作られているか市民に正しく理解されているでしょうか。予報や警報がどの程度の不確かさを包含しているか、
それをどのように読み解いて対
策をすべきかという所まで踏み込んだシステムができあがっているでしょうか。現代のスーパーコンピュータを用いた気象予報であっても、
限られた観測情報を基に
予測せざるを得ないために、
地域地区スケールにおける半日先の予報結果の信頼性は、
専門家であっても頭を悩ませる問題です。
しかし、
そうした不確かな情報
に基づいて我々は行動を決定しなければいけません。情報を提示する側は、
確率の概念を盛り込みながら、
可能な限りわかりやすく、
市民が自分の行動決定に自
信を持てるような情報の提供方法を模索する必要があるでしょう。
また情報を受け取る側も、
不確かな情報の中で判断をする能力や、
起こりうる最悪の状況を想像
する能力、
いわゆる防災リテラシーを養う必要があります。予測や避難の責任をお互いに押し付けあうのではなく、
公助、
自助、
共助の境界部分での歩み寄り、
すな
わち「リスクコミュニケーション」が、
今まさに求められています。

「シナリオ想定の利点と課題」
防災訓練では具体的な災害状況を想定し、
シナリオベースの防災行動学習を行います。
また、
ハザードマップでも100年や200年に1度の大雨や台風が想定さ
れて、
そのシミュレーションに基づいた被害予想が示されます。状況が具体的であるほどに求められる対策も具体化されるので、不足している対策を見つけ出す
ためには適しています。すなわち、
一般的な対策の議論でなく、
その地域では何が必要かという地域特性をふまえた議論を展開するためにはシナリオベースの評
価が有用です。
しかし、
一方で実際に生じる災害の形態は想定された条件に非常に鋭敏であり、
条件が少し変わるだけで被害の生じる地域やその程度も変わります。訓練や
ハザードマップに示された条件と全く同じ現象が起きることの方が少ないでしょう。
この点から、
「想定にとらわれ過ぎない」柔軟な対策が求められます。大きな被害

がもたらされた災害の後にはよく
「想定外」
という言葉が使われますが、
その言葉を
言い換えればこれまでは「想定にとらわれていた」
ということです。
ハザードマップの
予測結果に一喜一憂するのではなく、
あくまでも想定の一つに過ぎず、
相対的な危
険度の目安を示しているのだと解釈しなければなりません。
そして可能ならば、
想定
されている条件が変化した場合にはどのような事が起こりうるのかについても情報
を集めておくべきです。
ハザードの研究では異なる想定条件の結果を比較して傾
向を調べる感度解析がよく行われます １）。
また、大災害を引き起こすような災害は低頻度でしか生じません。台風を例に挙
げても、
その詳細が明らかとなっているのはせいぜい60年程度のデータでしかあり
ません。
そのため、既往の観測資料だけでは、
シナリオとして想定した最悪条件が
本当に100年に1度程度の事象であるのか、不確かな部分が多いのです。
この不
確かさを補うために、例えば観測資料の統計的な特性を維持したまま、起こり得た
仮想の台風シナリオをモンテカルロ法によって人工的に大量に作り出す確率台風
モデルというアプローチがあります ２）。
こうした技術によって低頻度大災害に関する
生起確率推定の確からしさが向上し、例えば各再現年数別のハザードマップなど
が提示されるようになれば、公助、
自助、共助の全ての段階において、
より具体的で
真に迫った防災行動計画を考えられるようになるでしょう。

図-2：既往台風経路を用いた東京湾奥の最大高潮偏差のポテンシャル評価 1）
※台風が各経路を辿った際の東京湾奥での最大高潮水位を色で示している。

「リアルタイム予測における課題」
台風や豪雨といった気象災害は毎年発生する災害であり、全てのハザードに対して最悪条件を想定して行動することは事実上困難です。
そのため、
リアルタ
イム予測の結果からこれから生じるであろう災害の特徴や規模をできるだけ正確に予測する必要があります。
しかしながら既に述べた通り災害の予測精度は完
全ではありません。降雨強度が大きくなるほどに予測の誤差は大きくなり、高解像度降水ナウキャストのように250mピッチという高空間解像度の情報が提供され
ている一方で、
その予測結果の局地的な再現性は直接避難行動に利用するには不確かな部分が残されています。
また、台風の進路や強度といった予測結果
も大きな不確実性を有しており３）、
2015年には経路の急変によって発災の約2時間前に高潮警報が発令されることになり、
水防活動が間に合わず浸水被害が生
じた事例もあります ４）。
予測結果に含まれる不確かさについても、
ある程度理解できるような形で災害予測情報が受信者に提供されなければ、
せっかくの情報が活用されないまま次
の災害を迎える事になります。災害予測の精度を高めるための取り組みと合わせて、
現状の不確実性の大きな予測結果をいかに活用して主体的な避難へとつな
げるか、
はハザードの質的変化が加速する現在の喫緊の課題と言えるでしょう。

図-3：2018年7月豪雨時の降水ナウキャスト予測と実際の降雨量（XRAIN観測値）
との比較（7月6日0時30分）

図-4：台風の中心気圧変化予測の不確実性（例：2015年11号台風）3）
※丸印は観測値，実線は各時刻における予測値を示す。
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沿岸埋め立てによる大阪の拡大

活動報告 −災害知の共有を目指して−

かつての大阪の沿岸部は遠
浅の海浜が広がっていて、江戸
期の錦絵には、人々が砂浜で
潮干狩りを行う様子が描かれて
います。淀川河口は勾配が緩
く、砂州の発達で分流した流路
となり、河川水の流れが円滑で
ないことから、淀川・大和川に沿
う平野部は、洪水被害が頻発し
ていました。江戸幕府から治水
対策を任された河村瑞賢は、淀
川河口の一つに位置していた
九条島を開削し、1684年に安治川を構築しました。
この大規模な河川改修事業ととも
に、
沿岸部の埋め立てが行われ始めます。
1704年に完成した大和川の付け替え後、
そ
の河口域に堆砂が顕著化し、堺港の機能低下を改善するため航路開削がなされ、人
口増大に伴う食料確保もあり、
その排出土砂も利用した新田開発が進み、沿岸域の土
地は拡大してゆきます。明治以降、大型船舶を着岸できる大水深の港をつくるため、深
い水深を求めて沖に張り出すように埋立が行われ、港湾施設が構築されました。近年
では、埋め立て事業は都市から排出される廃棄物を受け入れる場の確保にも位置づ
けられています。
このように、
時代に応じた都市の問題解決の手段として沿岸埋め立て
事業が進められ、
大阪の街は海側に広がっていった経緯があります。
2025年大阪万博
では、
その一つである夢洲が利用されます。

第6回震災対策技術展 大阪
6月6日
（木）
セミナー
「シミュレーションと
最適化による都市スケール
の避難計画の支援技術

コミュニティ防災教育

小学校で防災授業を行いました
2019年5月18日
（土）
に、大阪
市立大空小学校で「防災と体
力」
というタイトルの授業が行わ
れました。授業は、荻田亮教授
（都市健康・スポーツ研究セン
ター／CERD兼任研究員）
が担
当し、大空小学校の１〜６年生
（約310名）
と保護者・地域の方
（約40名）が参加しました。授業
では、防災とは何か、災害時に
背中合わせで立ち上がる動作の練習の様子
避難することの必要性、避難時
の自助と共助の重要性、避難行動には体力
（特に脚力）
が必要であること等が説明さ
れ、
その後、実際に身体を動かして、脚力テスト等の演習が行われました。演習では、
座った姿勢から両手を使わずに立ち上がる等の１人で行う動作や、二人で背中合わ
せの状態で肘を組み立ち上がる等の他者との助け合いによって達成できる動作につ
いて、練習が行われました。最後に、
日常生活における体力維持向上のための方法に
ついて説明がなされました。受講者は、
自らの避難体力を向上させる方法だけではな
く、他者との助け合いの重要性についても学習したことが期待されます。

瀧澤 重志（大阪市立大学
都市防災教育研究センター・
生活科学研究科）
避難計画は、避難者を安全
な場所に速やかに逃がすこ
とを目的として計画されます。 震災対策技術展セミナー
都市スケールの避難計画で
は大量の避難者を対象とするため、計画を支援する技術が必要です。南海トラフに起因
する津波避難として、梅田地下街と大阪市全域を対象とした避難シミュレーションと避難
経路の最適化について講演しました。

第22回サイエンスカフェ 6月13日
（木）
「映像とデータで見る2018年台風21号の爪痕」
重松 孝昌 ・ 吉田 大介（大阪市立大学都市防災教育研究センター・工学研究科）
2018年9月4日、台風第21号は近畿地方をはじめとする各地に大きな被害をもたらしまし
た。今回はドローンなどを用いて台風通過直後の大阪湾岸の様子を撮影した映像を紹
介して台風21号の脅威を再認識するとともに、空撮画像を用いてデータ化された情報の
活用方法などを紹介しました。

地域貢献

大阪市立大学・大阪シティ信用金庫
産学連携セミナーで企業防災に関する講演
2018年12月6日
（木）
に第13回 大
阪市立大学・大阪シティ信用金庫
産学連携セミナーが開催されまし
た。今回のテーマは
「災害に強い企
業の作り方〜会社を守り、企業を継
続するために〜」。CERDの生田英
輔副所長がセミナーの講師を務め
ました。
2018年は大阪北部地震、
台
風の直撃など大阪でも大きな被害
が発生しましたので、
企業の防災へ
セミナーの様子
の関心は高まっています。
セミナー
では大阪の災害リスクを概説し、企業においては災害が発生しても事業を継続する為
に、緊急時の対策や体制を整えておくことが重要であること、
その為にはBCP（災害継
続計画）
の作成や活用、
企業と地域の協働、
過去の災害事例から災害に強い企業とは
どのようなものかを解説しました。
また、国土強靭化、
リスクコミュニケーション、SDGs等、
今後の防災においてトピックとなる取組みも紹介しました。
企業経営者の参加が多く、
自
社だけではなく取引先や顧客も一緒に防災を考えていきたいという感想もありました。

お知らせ

詳しくはCERDホームページでご確認ください。

第23回サイエンスカフェ
（防災座談会）

第6回都市防災研究シンポジウム

日時：2019年10月31日
（木）17:10〜18:40

日時：2019年11月1日
（金）
13:30〜17:00（時間は予定）
会場：大阪市立大学
学術情報総合センター1階 文化交流室

会場：大阪市立大学学術情報総合センター1階 ツクルマ
話題：
「長期の避難生活が想定されるときの生活環境、
ボランティアについて」

※プログラムなど詳細は決まり次第、HPに掲載します

宇佐美 誠史（岩手県立大学総合政策学部）

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

https://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
office@cerd.osaka-cu.ac.jp

市大 CERD

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

