大阪市立大学 都市防災教育研究センター
ニューズレター

Topic！

2020年12月15日発行

都市防災教育研究センター
（CERD） 所長 三田村 宗樹

「コミュニティ防災人材育成システムの
全国展開に向けた実証プロジェクト」
が始動します
JST（国立研究開発法人 科学技術振興機構）が支援する「SDGsの達成に向

材であるコミュニティ防災教育コンテンツなどを活用した防災人材育成システ

けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ）」に、CERDと大

ムを構築し、多様なコミュニティをつなぎ、相互の交流・協働を促す「コミュニ

阪市住之江区の協働事業「コミュニティ防災人材育成システムの全国展開に向

ティ防災人材」を育成します。さらに育成された防災人材の継続的活動を支え

けた実証プロジェクト」が採択されました。

るためのネットワーク形成を行うことで、多様なコミュニティ同士をつなげ、地

解決すべき社 会 課 題・ボトルネック
都市部で内湾・河口に面した低平地の住之江区は、水害を主とする災害対応
が必要な地域です。区民・区域の構成は多様性に富んでいて、地縁型コミュニ

域を超えた柔軟性のある活動展開が行える体制「コミュニティ防災人材ネット
ワーク（仮称）」を整えます。

他 地 域への展開

ティは充実していますが、
住民は集合住宅や企業、
子育てなど単独・複数のテー

育成された防災人材と共に、大阪市の行政組織やNPOとの連携により、住

マ型コミュニティに緩やかに属していて、地域への帰属意識の低下もみられま

之江区と類似する環境の沿岸都市域、さらに公立大学防災センター連携会議

す。
そのため、
防災や現在のコロナ禍を始めとする諸課題に対して主体的に取り

の協力により、全国の多様なコミュニティを抱える地域での防災人材育成シス

組む個人が限られ、
防災人材となる担い手が不足し、
各コミュニティが危機に直

テムの導入と実証を行う予定です。

面した際の対応行動に課題が発生しています。
さらに、
それぞれのコミュニティ
をつなげる防災人材が育っていないこと、
コミュニティ同士の交流を促す仕組み

優先するSDGｓゴール・ターゲット

が整っていないことから、
地域に存在する多様なコミュニティ間の連携は不十分
となっており、
地域社会全体のレジリエンス向上を妨げる課題となっています。

活用する技 術シーズと解決するための手法
本プロジェクトでは、リアルな体験を可能にし、災害・防災のわがこと化を促
す防災教育ARアプリや災害リスクや災害対応について能動的に学ぶ災害対応
行動アプリ、自発的・主体的に防災に取り組む行動を促進させるeラーニング教
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「知っておきたい日本の防災ロボットに関する取り組み」
都市防災教育研究センター 兼任研究員 高田 洋吾（工学研究科・教授）
大阪市立大学の周辺において、防災ロボットが災害対応に用いられた事例は

で、田所教授の活動を追ってみました。2002年から2007年まで文部科学省にお

ほとんどありません。しかし、IoT（Internet of Things）やAI（人工知能）が急

いて「大都市大災害軽減化特別プロジェクト」が実施され、その中のレスキュー

速に進展しつつある中、超信頼と謳われる5G規格の通信技術も普及し始めて

ロボットの開発が進められています。また、2012〜2014年の「COCN（Council

おり、IoTの情報端末になる防災ロボットが、災害発生後の支援に活躍すること

on Competitiveness-Nippon）プロジェクトにおいて、防災ロボットに関する

は簡単に想像できる話です。

様々な提言がなされています。そこには防災関係者にとって知るべき知識が詰

そこで、日本国内における最先端の防災ロボット研究に関して調べてみまし

まっています。

た。東北大学の田所諭教授の研究が最も進んでいます。強い勢いがありますの

大大特、レスキューロボット等次世代防災基盤技術の開発
1995年に発生した阪神淡路大震災をきっかけに、大都市大災害軽
減化特別プロジェクト
（大大特）
が2002年から約5年間実施されるに至
りました。その中に「Ⅲ 被災者救助等の災害対応戦略の最適化 :災害
対応戦略研究」があり、更にその下に「４ レスキューロボット等次世代
防災基盤技術の開発」という項目があります。東北大学の田所教授は
そこでロボット活用時における防災基盤技術を確立しています。
その総括成果報告書を参考にして、
研究成果の活用シナリオを書い
たのが図1です。ただし、当時の資料は文字が崩れていたため、内容を
そのままに書き改めています。
図1から発災後の情報収集が極めて重要であることが分かります。
上空、瓦礫上、瓦礫内を動き回るロボットで情報収集し、被災者はスマ
ホやRFIDタグで安否情報を国や各自治体へ送ることで、現在の被害

図1 レスキューロボット等次世代防災基盤技術の開発の研究成果活用シナリオ

状況を把握しやすくします。国や各自治体が1時間で意思決定、3時間
で人命救助活動を開始するというシナリオが描かれています。

COCNプロジェクト 災害対応ロボットと運用システムのあり方（2012）、
災害対応ロボットセンター設立構想（ 2013）、災害対応ロボットの社会実装（2014）
災害予防、緊急対応、復旧復興の各フェーズで、人の立ち入りが危険な場所

最後に、著者は本Newsを執筆しながら、ロボットの支援の下で防災すること

に人の代わりにロボットに状況調査や作業を行わせます。この災害リスクの低

を想像するよりも、ロボット化が進むスマートシティの中で災害が発生したとき

減方法が、日本国の産業競争力の持続発展につながると述べられています。

の混乱を想像してしまいました。5Gは通信量が増大するため2011年の東日本

図2に示すシステムインテグレーションの図がプロジェクトの報告書において

大震災のときのような不通状態に陥らないと言われています。しかし、5G時代

用いられています。この図の右が現場側、左が支援側になり、その両者を通信

に生まれる自動運転などの新技術は、災害による5G基地局の損傷により成り

技術で繋いでいます。右上に「移動・作業」ブロックがあります。ただ単に「移

立たなくなるかもしれません。特に日本は災害が著しく多いため、今後も防災研

動」と言っても、そこには、車輪式、クローラ式、多脚式、飛行式、潜水式、水

究に関して入念に取り組むべきだろうと考えています。

上式、更には合体ロボまでがあり、そして、個々の方式に未解決な技術課題が
残されているのです。つまり、このプロジェクトの報告書には防災ロボットに関し
て数百ある技術課題がまとめられています。このNews記事を執筆している
2020年11月において6年以上経ていますが、解決済み課題もあれば未解決課
題もあり、見ていて興味深いところがあります。
なお、報告書によると、超小型軽量飛行体、登壁ロボ、狭所探査ロボなどの
遠隔ロボットの開発、無線通信、有線通信の高性能化、遠隔による状況認識と
ロボットの知能化と自動化が技術的に高度化しなければならない課題であり、
加えて、ロボットの性能評価方法、部品可換性の国際標準化、国際安全規格の
整備を必要としています。
参考文献
（1）大都市大災害軽減化特別プロジェクト
（大大特）,https://dil-opac.bosai.go.jp/publication/gaibu/ddt-all/index.html
（2）COCN2012 災害対応ロボットと運用システムのあり方,http://www.cocn.jp/report/thema50-L.pdf
（3）災害対応ロボットセンター設立構想,http://www.cocn.jp/report/thema60-L.pdf
（4）COCN2014 災害対応ロボットの社会実装,http://www.cocn.jp/report/thema71-L.pdf

図2

防災ロボットにおける機能モジュールのシステムインテグレーション

「災害時の感染症対策を考える」
都市防災教育研究センター 兼任研究員 村川 由加理（看護学研究科・講師）
災害発生時は、怪我や骨折等の外傷、水害による汚水の吸入、火災による火
傷等、災害の規模や種類により、感染症の発症につながる要因が多発します。

え、避難所では集団生活による集団感染の危険が高くなります。ここでは、災害
時の感染症対策について考えてみたいと思います。

また、生活用水の不足、トイレ、ゴミの問題により生活環境が悪化することに加

災害と感染症について
感染症とは、病原体が体内に侵入することで様々な症状がでる病気のことを

することができます。しかし、病原体が体に入っても、症状がでる場合とでない

いいます。病原体は、大きさや構造等の違いによって細菌、ウイルス、真菌、寄生

場合とがあります。感染症の発症は、病原体の感染力と、体の抵抗力・免疫力と

虫等に分けられます。免疫は、病原体から体を守る防御システムであり、自然免

のバランスによって決まります。災害時は、発災時の負傷状況や心身の状態、生

疫と獲得免疫があります。ワクチンは、病原体の毒性をできるだけ無毒化・弱毒

活環境の悪化等から抵抗力や免疫力が低下し、感染症にかかりやすい状態に

化したもので、
ワクチンの接種によって病気にかからなくてもその病気への免疫

なります。そのため、感染症対策、感染症の早期発見・早期治療、感染拡大の防

ができ、
病原体が体内に侵入しても発症を予防したり、
症状を軽度ですませたり

止が非常に重要になります。

感染経路について
感染症は、
病原体、
感染経路、
人
（宿主）
の3つ全てがそろって発症します。
主な

染）
、
感染者が触った物に触れたその手でそのまま自分の粘膜に触れる
（間接接

感染経路は、
飛沫感染、
空気感染、
接触感染、
経口感染の4つです。
飛沫感染は、

触感染）ことで感染します。経口感染は、病原体が生息する飲食物の摂取や、感

咳、
くしゃみ、
会話時のしぶき等の飛沫に含まれる病原体を吸い込むことで感染

染者の嘔吐、
排泄物処理後の不十分な手洗い、
病原体が付着した調理器具で調

します。
空気感染は、
飛沫が空気中で蒸発して飛沫核となりそれを吸い込むこと

理した食品の摂取等で感染します。

で感染します。接触感染は、感染者の皮膚や粘膜に直接触れる（直接接触感

感染症予防について
感染経路別に主な感染症と感染症予防についてみていきます。

置、
防虫剤の配布、
寒さ対策として、
段ボールや新聞紙による保温、
使い捨てカイ

飛沫感染は主にインフルエンザ、
新型コロナウイルス、
百日咳等があります。
マ

ロの使用等で対応します。
飲料水の確保を最優先としプールや川の水はトイレ用

スクの着用、
手洗い、
嗽、
咳エチケット、
社会的距離の徹底が感染予防として重要

として使用します。
食器は使い捨てのものにするか食器の上にラップを敷いて繰

であり、接触感染にも注意が必要です。図1に洗い残しが多い箇所を示しまし

り返し使えるように工夫します。
身体はウエットティッシュや使い捨ておしぼりで

た。
感染症予防対策として洗い残しが多い箇所を意識した手洗いを習慣的に実

清拭し、頭皮や頭髪も清潔に保ちます。お湯で温タオルを作り、乳幼児や高齢

施することをおすすめします。空気感染は主に結核、麻疹（はしか）、水痘（水疱

者、
皮膚病の人に使用します。
自衛隊の仮風呂が利用できる際は、
感染者は最後

瘡）
等があります。
感染力が極めて強く避難所内での感染制御は困難なため、
感

にします。トイレは、水

染者の早期発見と移送・隔離が重要です。
結核は高齢者に注意し、
水痘は、
高齢

道がでない場合は即

者の帯状疱疹が接触感染で免疫のない小児に感染する可能性があるため、
ワク

座に水洗トイレを閉鎖

チン接種歴の確認も考慮します。感染予防には、N95医療用マスク（図2）の着用

し、使用ルールを決め

が必須です。
接触感染は主に流行性角結膜炎、
疥癬
（ヒゼンダニ）
等があります。

トイレの清 掃も交代

感染予防は、
こまめな手洗い・手指消毒、
物品の共有をしない、
皆が触るもの
（ド

で行います。ゴミは臭

アノブ、手すり等）に触れた直後の手洗いの徹底と自己の皮膚・粘膜に触れない

いが届かない場所に

等です。感染者が存在する場合は、感染者を可能な限り集団で個室に隔離し、

収 集し分 別表 示をし

感染者との物品・衣類の共有を避けます。疥癬では、下着、寝具などの感染対策

ます。屋根があり直射

（50℃、10分処理）も重要です。経口感染は、主に食中毒、ノロウイルス等があり

日光 が当たらない場

ます。食中毒では、耐熱性毒素による食中毒（熱をかけた食材でも発症）がある

所が理想的です。この

ため、避難所では おにぎり などの食材を介した感染にも注意が必要です。感

ように日頃から感染症

染予防は、
汚染された飲食物を摂取しない、
手洗いの徹底
（特に排泄後、
食事前

対策の知識を持ち、感

など）、吐物や、排泄物を片付ける際の使い捨て手袋の使用とその後の手洗い

染症予防対策を徹底

の徹底、避難所のトイレを清潔に保つ等です。感染者が存在する場合は、感染

することで災害時の感

者が使用した物に触れた後の手洗いの徹底、
感染者との物品・衣類の共有は避

染症の発症を最小限

け感染者専用にする等です。

にとどめることができ

避難所では、居住スペースの清掃、室温調整、飲料水と生活用水の管理、食事

図1

洗い残しが多い箇所

ると考えます。

と食器の管理、身体の清潔、トイレとゴミの管理が必要になります。居住スペー
図2

スはルールを決めて1日1回の掃除と換気を行います。暑さ対策として網戸の設
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防災ミュージアム

地域貢献

西淀川区野里に残る伝説・祭礼と水難

明治44年(白黒)と現在(ピンク)の野里の地図
旧大日本帝国陸地測量部1911年作成正式2万分の1地形図「大阪西
北部」
と国土地理院基盤地図情報をもとに作成

野里住吉神社の乙女塚
「野里の渡し」
の碑

大阪市西淀川区の野里は淀川河口の分流で
あった旧中津川に面した集落で、一つの伝説
があります。野里は中津川の河川氾濫だけでな
く疫病にも苦しめられ
「泣き村」
とも呼ばれてい
ました。神の託宣を受け、厄難を逃れるため、
旧暦1月20日丑三ツ時に唐櫃に乙女を入れて人
身御供をするようになりました。
7度目の儀式準
備を村人がしていると、一人の武者が通りがか
り、
「神は人を救うもので、犠牲を求めるもので
ない」と、武者は自ら唐櫃に入って神社に運ば
れました。
翌朝、
唐櫃に武者の姿はなく、
退治さ
れた狒々(ヒヒ：猿の化け物)の亡骸が入ってお
り、これ以降、村人は安泰な生活を送れるよう
になったというものです。この武者は豊臣家に
仕えた豪傑の岩見重太郎とされています。
野里住吉神社では、この物語に沿って「一夜
官女祭」
（ 大阪府指定文化財）が毎年2月20日
に執り行われます。選ばれ、着飾った7人の娘さ
んとともに住民が街を練り歩き、野里住吉神社
で地区の安泰祈願がなされます。神社の奥に
は生贄をささげたとされる龍の池跡である乙
女塚があり、入り口には「野里の渡し」の碑も建
てられています。神社境内南側の土手は旧中
津川の堤防跡です。明治18年淀川大洪水を契
機に新淀川が開削され、旧中津川は街並みに
その名残をとどめています。

コミュニティ防災教育

「チーム纏プロジェクト」
のイベント開催
2020年10月11日
（日）
に、
す
みのえ舞昆ホールで、
「 チー
ム纏プロジェクト」
のキックオフ
イベントが開催されました。
こ
れは、住之江区の受託事業
の一環として、
中学生を対象
に行われた防 災イベントで
す。当日は、末村祐子住之江
区長によるメッセージに続き、
三田村宗樹教授（理学研究
「土地の生い立ちを知ろう」講義の様子
科／CERD所長）
による講義
「土地の生い立ちを知ろう」、
さらに、渡辺一志教授（都市健康・スポーツ研究セン
ター／CERD災害対応ユニットリーダー）
・今井大喜講師（都市健康・スポーツ研
究センター／CERD兼任研究員）
による
「マイ防災体力」
という運動プログラムが
行われました。
イベントには、大阪市立真住中学校、南港北中学校、水都国際中
学校から合わせて22名の中学生が参加しました。新型コロナウイルスによる影響
により、対面での講義が難しい状況にある中で、
このプロジェクトでは、動画配信
による教材の提示や、Webサイト上での学習内容の記録等、授業方法を工夫す
ることで、
防災知識・スキルの学習の維持・促進を図っていきます。

地震時の家具転倒防止を促進する
ワークショップを実施しました

家具転倒防止ワークショップの様子

2020年10月3日（土）に大阪市淀川区の集合住宅の住
民を対象として、地震時の家具転倒防止に関する防災
ワークショップを実施しました。住民10名の方にご参加
いただき、前半は生田副所長による「高層マンションに
おける地震発生時の災害リスク」に関する講演を、後半
は宮﨑（生活科学研究科M1）による家具転倒防止ワー
クショップを実施しました。ワークショップでは、仮想住
宅のCG画像からLDKや寝室の危険箇所を探してもら
い、家具配置の工夫や家具固定器具を用いた防災対策
まで考えてもらいました。事後アンケートから、参加者全
員が、本ワークショップの内容を家族や友人に伝達した
いと回答しており、本ワークショップを通じた更なる防
災 対 策の輪 が広がることが 期待されます。本ワーク
ショップは、今後も開催を予定しており、模型教材等を
活用することで、よりマンション住民の方の防災対策行
動に繋がるコンテンツを目指してまいります。

都市防災研究

活動報告 −災害知の共有を目指して−
第7回都市防災研究シンポジウム 2020年11月3日
（火・祝）
今年度は、初めてオンサイトとオンラインのハイブリッド形式で開催しました。約半数
の方がオンラインで参加し、
オンライン参加者からの質疑応答もあり、
盛会となりました。
論文発表
・UAV搭載レーザ測量による植生密集斜面の可視化
・着衣が水中歩行時の運動生理に及ぼす影響に関する基礎的研究
・台風時期の予測精度の傾向把握についての基礎的検討
−2019年高解像度降水ナウキャストデータを基に−
・2018年台風第21号による被害と災害対策の地域比較
・熊本地震に伴う巨大な湖成層ブロックの水平すべり
・遅延割引と防災行動の関係に関する予備的研究(2)
：遅延表現における
「〜後」
と
「〜以内」
の比較
・災害時の外国人旅行者への対応体験ゲームの開発
・大阪・ミナミ地区における災害時のインバウンド対応に
ついての調査
▶ 都市防災研究論文集第7巻発行しました。

大阪市立大学 学術機関リポジトリでお読み
いただけます。

機関リポジトリは
こちらから

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

