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レジリエンスと私　第 2回

防災とレジリエンス
鼎談

横のつながりで「災害に負けないまち」を創る
―レジリエンスな社会のために。「行政の役割」、「大学の役割」
文化としてのレジリエンス 2

まちの文化遺産を継ぐ
―広域専門ボランティアの育成―
プロジェクト最前線　第 2回

未病研究
研究の種③

標準化がレジリエンスな社会の復帰を実現する
―災害医療の標準化コースMass Casualty Life Support開発と普及―
研究の種④

安全・安心なイベント作り

レジリエンス・プロジェクトとは…。

ぷらいあんと vol. 03

特集：災害に向き合う

総合研究センターは、しなやかで粘り強さをもつ
レジリエンスな社会を創造するため、
広報誌に「しなやか、柔軟な」という意味を持つ
「Pliant」とつけ、その願いを込めました。

03

編集後記
　レジリエンス・プロジェクトの広報誌「Pliant」の第3号では、「災害に向き合う」をテーマに
記事を構成しました。本号の中でも触れていますが、災害時には弱い立場の人たちが最も被害を
受けやすくなるといわれています。そのような人たちをどのように支援できれば被害は減るのか、
日々の研究から我々はその課題に向き合い、少しずつではありますが方向性も見えてきました。
その中でプロジェクトは多くの研究者を迎え入れることができ、開始時よりも、より学際的な研究
になってきています。その成果として本号をお読みいただけると幸いです。現状のレジリエンス・
プロジェクトはさまざまな研究の種から芽が出て少しずつ成長し始めている段階ですが、今後は色
とりどりの花を咲かせるべく、プロジェクトが少しずつ大きくなっていく予定です。これまで以上に
読者のみなさまのお力をお貸しいただくことが必要になります。ぜひともみなさまのご意見をお寄せ
ください。

What is Resilience Project
レジリエンス・プロジェクトとは…。

　近年、自然災害などの突発的ショック、人口減少や地域コミュニティの希薄化のような慢性的ストレスによって
もたらされるさまざまな課題を克服し、しなやかな強さをもつレジリエンス社会が注目されています。広範な通勤・
通学圏を含む京都都市圏では中心市街地だけでなく、都市圏のベッドタウンに固有の課題が存在します。たとえば、
高齢化の進行や地域コミュニティの活力低下、子育て世代の減少や住民の孤立、空き家の増加などが進行しています。
　総合研究センターでは、地域住民一人ひとりの自立と、自立した住民が支えあう共生が両立する新しいスキームを
構築するために、「レジリエンス・プロジェクト」（以下、2テーマ・4研究）を立ち上げました。

プロジェクト名：「レジリエンスな社会を創造する学際的研究拠点
　　　　　　　　―京都都市圏におけるしなやかで強靭なコミュニティの構築―」

テーマ1：生涯を通じたこころとからだの健康（自立）─こころとからだのレジリエンス─

研究①　「生活環境の多様性を配慮した子育て支援システム研究」（看護×心理×理学療法）
妊娠期からはじめる子育て支援を「子どものこころの健康増進モデル」で行います。また、発達障害児については
二次障害の減少を図り、「切れ目のない発達障害支援モデル」を提案します。

研究②　「客観的指標に基づいた健康寿命延伸研究」（看護×理学療法×臨床検査）
未病研究・在宅医療として簡便化した試薬開発を行います。また、高齢者の外出の増加により主観的幸福感の上昇を
図ります。これらの研究により健康寿命延伸につなげていきます。

テーマ2：個性を生かし支えあう社会（共生）─地域社会のレジリエンス─

研究③　「地域性を考慮したコモンスペース活用研究」（児童教育×経営×都市環境デザイン×心理）
子どもから高齢者まで幅広い層の居場所づくりにより、地域コミュニティの希薄化の解消、地域内での孤立減少を
図り、他地域への「コミュニティ・カフェ」運用モデルを提案します。また、地理情報システムにより、住民交流の
ための最適な居場所モデルの提示を行います。

研究④　「地域社会のレジリエンスを高める地域防災・減災研究」（看護×救急救命）
多様な専門職らの連携により、コミュニティにおける自助・共助をコアとする防災・減災アクションプログラムの
策定を行います。

Pliant（ぷらいあんと）　vol. 03
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　このたび「レジリエンスと私」という企画の執
筆依頼をいただいた。この連載は「レジリエン
ス」という一般には聞きなれないことばを、執筆
者の研究や活動などに重ね合わせ、わかりやすく
解説するという趣旨だそうである。このためここ
では、はじめに少し長めの自己紹介をさせていた
だきたい。
　私は現在、都市計画の立場から防災を研究して
いるが、もともとは応用数学（OR）を専門とし
ていたこともあり、博士論文では耐震補強や地震
保険の加入、避難行動などの「防災行動」を人々
が選択する意思決定メカニズムを数式で記述し、
それを用いて補助制度などの影響を量的に把握・
改善案を提案するような研究を行っていた。
　このように単純な数式で個人の行動や社会現象
を再現し、政策提言に生かすことに興味を抱いて
いた筆者にとって、2011年3月11日に発生し
た東日本大震災は、その後の研究方針を大きく変
えるきっかけとなった。地震発生直後は全国の実
務者・研究者がさまざまな活動をされるなか、筆
者は災害の経緯を見つめることしかできなかった。
無力感を感じたとともに、いままで何をやってき
たのだろうと後悔した。東日本大震災から3日後
くらいに、東京に来られた関西大学の越山健治先
生に、東京の若手研究者が何をすべきかよく考え
ろと叱咤激励していただいたことは、今でも鮮明
に覚えている。直後対応の専門家でもない筆者が
これから何をすべきか悩みぬいた末に最終的に辿
り着いた答えは、徹底的な災害調査であった。現
在起きていることをくまなく調べ、後世に残る資
料にしたい。それも誰も手を付けないような、で

防災とレジリエンス

廣井 悠（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授／博士（工学））

きるだけ新しい課題を調べたい。このように考え
た結果、さしあたっての研究対象を帰宅困難者、
地震火災（津波火災）、原子力発電所からの避難
行動の3種類に絞った。
　帰宅困難者のテーマは災害直後に東北での調査
体制が整わず、「仕方なく」調査をしたテーマで
ある。しかしながら東日本大震災当日、東京大学
の本郷キャンパス周辺で交通渋滞に巻き込まれ、
全く動けずにサイレンをならし続けていた救急車
を目の当たりにした筆者は、歩道の過密空間や車
道の交通渋滞に代表される、間接的に人の死につ
ながる2次災害を防ぐためにはどうすればよいか
という問題意識から、地震から2週間後に約
2,000人を対象として、帰宅した理由や帰宅しな
かった理由、帰宅経路などのトリップ、次の災害
時はどうするかなどの意向を細かく尋ねることと
した。つまりこの調査は東日本大震災で発生した
現象を調べるものではなく、最大震度5強の東京
では顕在化しなかった、将来の首都直下地震時に
おける人的被害リスクを探る目的で行ったもので
あった。その後、このテーマは科研費の若手研究
Aをいただくことができ、首都圏の600万人を
対象とした複合災害避難シミュレーションの研究
を通じて、現在は一斉帰宅が火災避難や消防活動
に与える影響を定量化する研究や、複合災害から
の避難行動を扱う研究へと展開している。
　地震火災に関する調査は、関東大震災時は寺田
寅彦、阪神・淡路大震災時は現・兵庫県立大学の
室崎益輝先生を中心としてこれまで丹念に調査さ
れており、東日本大震災でこの詳細を記録として
残すことが若手研究者の役割だと思い、とりわけ

精力的に調査を行った。2011年3月末以降、沿
岸部の火災発生個所の現地調査を重ね、東日本大
震災では津波が原因で発生した火災など、従来の
「地震火災」の定義に必ずしも当てはまらない火
災も数多く発生していたことがわかった。このよ
うななか、鹿島学術振興財団の研究助成金をいた
だくことができ、日本火災学会の共同研究者と研
究を進めることで、北海道も含めた東日本全体で
震災後1カ月に発生した全3,194件の火災データ
を収集し（回収率100%、このうち地震火災は
398件）、特に詳細がよく判明していなかった津
波火災についてのメカニズムを推測することがで
きた。筆者は博士課程を2年次に中退してから
現・東京理科大学の関澤愛先生のもとで特任助教
として3年間地震火災について懇切丁寧な指導を
いただいており、調査設計に当たってはこの経験
を生かすことができた。また、ここで得られた地
震火災における調査手法の標準化を通じて、現在
は熊本地震や大阪府北部地震、北海道胆振東部
地震などでも継続的に火災学会として調査を行っ
ている。
　福島第一原子力発電所周辺からの避難行動に関
する調査は、文部科学省・原子力損害賠償紛争解
決センター（ADR）によるもので、筆者は福島
県の避難世帯を対象とした調査票を検討委員とし
て作成している。原子力発電所からの避難に関す
る調査票はこれまで作成事例がなかったが、これ
までの避難に関する調査票をもとに、大学の講義
室に5人で30時間以上議論を重ね、ようやく完
成することができた。ここでは震災から1か月間
の約1万人の移動（出発地と目的地のみならず避
難した理由、避難手段、避難の日時など）をすべ
てデータ収集し、避難者および避難者を受け入れ
た子ども・親類世帯に非常に重い負担があったこ
となどが明らかになった。ここでみられた多数の
震災関連死の発生や被災地域の急激な人口減少は、
南海トラフ巨大地震時により深刻な形で再現され
る可能性もある。そのため現在はこの研究成果を
もとに、社会技術研究開発センター（RISTEX）
の助成金や科研費の基盤研究Bの研究費もいただ
きながら、震災時の疎開行動を再現するシミュ
レーションや、企業と住まいの相互関係を考慮し
つつ震災後の移住行動を記述する国土復興シミュ

レーションに関する研究をすすめている。
　このとき着想に至った研究テーマは、調査に関
するものだけではない。東日本大震災が発生した
その日の夜、防災研究者や消防関係者と今後の研
究計画を検討するために集まったが、その中の誰
しもが東日本大震災の災害規模を過少に捉えてい
た点も、苦い思い出となっていた。この教訓を生
かすべく、2016年からさきがけ研究費をいただ
き、ベイズ推定などを用いたリアルタイム被害
「像」推定システムの研究を現在行っている。こ
の研究は過去に学んだORの知識を生かすことが
できている。
　以上が、博士論文を提出したばかりであった筆
者が東日本大震災の被害を目の当たりにし、しば
し無力感を感じながらも、周囲の方にアドバイス
いただいたり、助成金をいただいたり、これまで
の経験・知識を総動員しながら、当時の思いをバ
ネに、もがきつつも中堅の研究者としてなんとか
生きていくことができるようになった経緯である。
都市についてもこれは同様であろう。都市が大規
模な災害やテロ、あるいは著しい環境変化などの
困難性に直面した際、そこから立ち直り、なおか
つ発展を遂げるためには、事前に長所となりうる
タネを如何に蒔いておくか、それを如何に共有で
きるか、そして外部がどのように助けることがで
きるか、にかかっているのではないだろうか。そ
してこれが、課題解決の一辺倒になりがちな「防
災」と「レジリエンス」の一番の違いかもしれな
いと考える次第である。

第 2回レジリエンスと私

東日本大震災時の帰宅困難の様子（東京）
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森元正純（京都市危機管理監／行財政局防災危機管理担当局長／総合企画局理事）

河原宣子（京都橘大学看護学部長／看護学部教授）

阪本　崇（京都橘大学副学長／総合研究センター長／現代ビジネス学部教授）

京都市が目指す
「レジリエント・シティ」とは

阪本　先ごろ、京都市は「京都市レジリエンス戦
略～しなやかに強く、持続可能な魅力あふれる
京都のために」を発表されました。京都市が目
指すレジリエンスな社会とは、どのような姿で
しょうか。
森元　この戦略の策定にあたってはパブリック・
コメントを通じた市民の意見や、大学からもご助
言やご協力をいただきました。京都の人びとは、
ここに都が置かれていた時代から数多の自然災害
を乗り越え、明治維新に伴う東京遷都という社会
的危機に直面したときも、町衆の力で小学校をつ
くったり琵琶湖疏水や市電を敷設したりするなど
して、まちの崩壊を防いできました。
　これに対して、現在では気候変動に伴う自然災
害の増加、人口減少による都市活力の低下、地域

コミュニティの弱体化、伝統文化・伝統産業の担
い手不足、地域経済の活性化、空き家対策、景観
保全といった現代的な課題を抱えています。これ
らの課題をどう乗り越えていくかをまとめたのが、
今回のレジリエンス戦略です。
　重点的な取組分野としては、「支え合い助け合
うまち（地域コミュニティ活性化等）」「豊かに暮
らせるまち（文化・芸術創生、経済・産業発展
等）」「快適で安心安全なまち（景観・町並み保
全・創生、空き家活用促進、防犯等）」「環境にや
さしいまち（地球温暖化対策等）」「災害に強いま
ち（防災・減災、テロ対策、インフラ老朽化対策
等）」を設定し、さらにこの5つの分野の活動を
支える「人が育つまち（人口減少・少子高齢化対
策等）」を設定しました。この6つの分野がつな
がり合い、支え合うことによって、危機がつけ入
る隙をなくすことを目指します。

京都橘大学の
レジリエンス・プロジェクト

阪本　6つの分野のつながりが大切というお話で
したが、本学は医療系・経済系・人文社会系の多
彩な学部が1つのキャンパスにすべて集うという
特徴を活かして、専門分野を究めるにとどまらず、
他の領域についても学び合い、育ち合うという、
クロスオーバー教育に取り組んでいます。
　同時に、研究活動においても、それぞれの研究
者が得意分野を活かしつつ相互の連携によって研
究を進め、可能なかぎり現代社会のニーズに応え
ようとしてきました。これは本学の教学理念「自
立・共生・臨床の知」を実践するもので、そのひ
とつがレジリエンス・プロジェクトです。
　このプロジェクトは、人を対象にした「こころ
とからだのレジリエンス」の研究と、個性を活か
し支え合う社会を探求する「地域社会のレジリエ
ンス」の研究という2つの柱からなり、それぞれ
の研究成果を地域連携活動に活かしながら、そこ
で得られた実践知をさらに理論として深めようと
いう取組です。
森元　それは大学の知的資源を活かしたアプロー
チですね。具体的には、どのような実践をなさっ
ているのですか。
阪本　なによりもコミュニティを大切にすること
を基本に据えて、子育て支援活動や高齢者支援活
動を行い、その方々がお互いに支え合いながら地
域で暮らせるように、孤立しがちな人たちの居場
所づくりや、いざというときに災害対策を機能さ
せるための地域安全活動に取り組んでいます。た
とえば子育て支援では、誰でも気軽に立ち寄れる
子育てカフェ、就学前児童の保護者を対象にした
相談活動、学童期の子どもたちの見守りなど、高
齢者支援では健康体操や腰痛予防・改善教室、居
場所づくりでは常設型コミュニティカフェの試み、
地域に出向いての健康相談、子どもを対象にした
居場所づくりなどです。
河原　私は2005年の本学看護学部開設と同時に

着任したのですが、教職員間のとてもフラットな
関係性に驚きました。学部の違いや、教員と職員
という職種の違いを超えて、忌憚のない意見交換
や情報共有が当然のごとく行われているんですね。
この学風が学問分野を横断した旺盛な地域実践を
可能にしている要因のひとつではないかと思って
います。
　ただ、学生は学修しなければならない内容も多
く、忙しいので、学部を超えた交流はまだ十分と
は言えません。そこで交流を促す仕掛けをつくっ
ていて、そのひとつが各学部の教員が手分けをし
て担当する「教養入門」（1回生必修）という授
業です。私自身、東日本大震災等の被災地支援活
動をしてきましたので、自分が担当する授業では
災害対策を論じています。この授業で、「自然災

害の絶えない日本で、自然との共生のあり方を考
えることは、どんな学問領域であれ　重要な学び
のひとつだ」と話すと、学生は自分の学科の視点
で災害について真摯に考えるようになります。こ
れはとても興味深いですね。

森元　たしかに、いまの若者は、子どものころに
東日本大震災を経験して、その後も大規模な自然
災害が頻発するのを目の当たりにしていますから、
災害に対する意識や感性は中高年世代より鋭いか
もしれません。そこで思うのですが、たとえば正
規の授業としての防災講座を半年間受講し、最後
に救命講習を受ければ防災士の資格が取得できる、
というような仕掛けはできないでしょうか。
河原　京都には、大学の枠を超えた単位互換事業
などを行なっている大学コンソーシアムという組
織がありますから、そこで防災講座を開くのも一
案だと思います。学生たちも受講して終わり、で
はなく、災害に遭遇したときに地域の方々を避難
場所へと誘導して、避難先でも積極的に役割を果
たせる人になってもらうわけです。
　また、京都にはたくさんの貴重な文化財があり
ます。本学もそうですが、京都の大学には関連の
学問分野を学ぶ学部があります。文化を守る、と
いう視点からの災害対策も必要かと思います。
森元　そういう意識づけを目指す講座は、「大学
のまち・学生のまち京都」ならではですね。まさ
に「人が育つまち」の具体化だと思います。

日常の活動に災害対応の視点を

阪本　「災害に強いまち」という点では、災害を
完全に防ぐことは不可能に近いので、防災・減災
という観点が重要になります。
河原　三重県で東南海地震を想定した防災教育を
受けて育ち、いまも高齢・過疎化が進む三重県南
部の訪問看護ステーションをフィールドに、防
災・減災という切り口で研究を続けています。そ
こで学んだことは、日常の困り事や心配事に向き
合い、そのつど解決していくことが、いざという
時の備えにもなるということでした。訪問看護ス
テーションの利用者は、ふだんから自宅で各種の
医療機器を使い、点滴も当たり前という状態で、
医療依存度が非常に高いです。したがって、災害
時ではない日常生活においても何かと困り事や心

鼎談

横のつながりで「災害に負けないまち」を創る
レジリエンスな社会のために。「行政の役割」、「大学の役割」

今春、京都市の「レジリエンス戦略」が発表された。「大学のまち・学生のまち」「観光都市」京都は、
どのように災害と向き合うのか。また、地域との連携はどのように進めていくべきなのか。

配事が生じます。そういう困り事や心配事が、災
害時にはクローズアップされることがわかりました。
　ふだんから困りごとや心配事への問題解決力を
備え、そこにどう対応するかを考えておくことが、
結果的に適切な災害対応につながるのではないか。
そういう仮説を、現場の看護師や保健師の方々と
研究するなかで立て、利用者や家族といっしょに
検証してきました。そして、日常の看護活動に、
その家族に適した災害対策の視点を盛り込むべき
だと考え、訪問看護計画に必ず災害対策を入れる
ことにしました。

森元　なるほど。われわれは立場上、とかく災害
時の対応という観点だけで考えがちですが、寝た
きりのお年寄りも、車椅子の方も、たしかに日常
的に困っておられるのだから、それをいかに解決
するかを考えることが災害対応につながるのです
ね。日頃の困り事は、区役所や保健福祉局などの

各部署が解決にあたっていますから、その情報を
もう少しきちんと共有したうえで行政のすべきこ
とを考えたほうがスムーズに進むかもしれません。
とても大切な示唆をいただいたような気がします。

地域にも横のつながりを

河原　日々の活動に防災の視点を盛り込む際、妨
げになるのが「縦割り行政」です。そこを突破し
て、各部署で行われている日常的な業務や活動を
もう少し横につなげば、必ずレジリエンスは高ま
ると思います。
森元　権限や役割をきちんと分担するという組織
的風土が日本社会を守ってきたとも言えますが、
いまのように複雑化した社会においては、そこを
一歩踏みだす組織のほうが強くなるかもしれない
ですね。門川市長も「お互いの権限分野に口を出
さないという文化があると、レジリエンスは向上
しにくい」というような話をしていまして、京都
市の組織もその方向に向けて徐々に変化しつつあ
るのではないかと思います。
　また、行政が縦割りだから学区組織も縦割りに
なっているという側面もありますので、たとえば
災害時の弱者支援を議論するテーブルをつくり、
組織の壁を越えて、子育て世代が多い体育振興会
から、社会福祉協議会、地域包括支援センターま
で多様な方々に参加していただく。そうやって地
域のなかに横のつながりをつくるのです。このよ
うに、ふだんから顔の見える関係があれば、いざ
という時、相互に助け合うことができるのではな
いか。特に大地震の場合、3日間は行政機能もマ
ヒして動けないことが前提になりますので、地域
の方々の顔の見える関係が、一人でも多くの命を
救うことにつながると思います。

防災教育で子どもの力を育てる

阪本　防災教育という点では、いかがですか。
河原　いま、子どもたちの防災教育強化が注目さ

れています。過去の災害事例からも、家庭や学校
で防災教育があったからこそ、避難に関する指示
が出た時、「逃げよう！」と言う子どもたちのこ
とばが、たくさんの人々の命を救ったというケー
スもあります。子どもたちが学校で防災を学び、
それを家庭で話すことは大事だと思います。そう
やって、いろいろな世代が防災について学び合い、
語り合えたら、それこそSDGs（国連が定めた
「持続可能な開発目標」）の実践になるのではない
かと思います。
森元　今年度は、将来の地域防災の担い手である、
市内の全小学校の3年生から6年生の児童を対象
に児童用防災啓発リーフレットを配布し、家庭に
持ち帰って、家族全員で話し合いながら防災行動
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の確認をしてもらうことで、防災意識の啓発・周
知を行いました。
　また、私の前職に関する取組にはなりますが、
市内の全小学校の4・5年生を対象にエコライフ
チャレンジという環境教育に取り組んでいます。
子どもたちが夏休み等の長期休暇中に各家庭の

エコ対策を調べて、それを発表する取組ですから、
必然的に親も一緒に学ぶことになります。これに
より毎年約1万人もの子どもの家庭が啓発され、
京都市民の環境意識が飛躍的に向上しているので
はないかと自負しています。
河原　やはり、子どもの力は大きいですね。
森元　同感です。小学校は、学区内の地域の方々
や各機関とつながっていますから、日常的に区役
所や消防署等とも連携していますが、それに満足
せず、よりしっかりと支え合う仕組みが必要です。
　

学生、観光客、単身者への対応

阪本　京都は「学生のまち」であり「観光都市」
ですから、学生と観光客への災害対応も大きな課
題です。
森元　昨年の大阪府北部地震でも都市部の帰宅困
難者が大きな問題となりました。京都市の場合、
通勤・通学者に加えて観光客も多いことから、正
確な情報を伝えること、駅やバス停等のターミナ
ルに人を集中させないこと、帰宅の見通しが立つ
まで安全な場所にとどまっていただくこと、食
料・防寒具等の備蓄といった対策が必要です。
　そこで、災害時に京都市のフリーWi-Fiにアク
セスすれば自動的に帰宅困難者向けサイトにつな
がる仕組みをつくったり、観光地の社寺に緊急避
難広場を開設する仕組み、ホテル・旅館等を一時
滞在施設として提供していただく仕組みをつくっ
たりしました。さらに、緊急避難広場の場所や発
災時の行動手順等の情報をまとめた『京都市災害
時帰宅困難者ガイドマップ』を作成し、ふだんか
ら観光案内所等に備え付け、災害時に配布する準
備を整えています。
　学生については、まず住民票を現住所地に移す
ことと町内会への加入を訴えたいですね。京都で
は、学区単位で自主防災会をつくり、町内会等を
ベースに動いているので、被災したときに行き場
を失わないために、ぜひこの2点は大学としても
指導をお願いします。

　また、各大学の防災計画・事業継続計画
（BCP）の策定や、平日昼間の避難学生への対応
も必要でしょうし、指定避難所としての大学の体
制整備等は京都市としても考えねばならないだろ
うと思っています。
　私がもっと心配しているのは、ひとり暮らしの
社会人の方々です。大企業は社員の救援体制を整
えていますが、中小企業の社員や非正規雇用の方
で、町内会に未加入の場合は、おそらく避難所に
行くのも遠慮しがちでしょう。これもやはり、先
ほどのお話にあったように、日常の取組が大事で
すから、ふだんから情報提供のあり方を考えない
といけない。日頃、行政からの情報に触れること
が少ない人に、いかに日常の情報を届けるか。そ
れを考える延長線上に災害時の情報提供や避難誘
導があると考えています。

失敗から学ぶ災害対策

阪本　市内への通学・通勤者が多い京都市では、
市域を越えた、関係の深い地域との連携も重要と
なります。
森元　そうですね。特に京都府と連携しないとた
くさんの命を守ることはできませんし、他の自治
体の危機管理担当部署の方々とも相互に顔の見え
る関係を構築しておかないといけないと思ってい
ます。都市間連携は、他の部署に比べると災害対
策部門は進んでいて、他の都道府県や市町と相互
の災害時応援協定を締結しています。また、山科
区音羽学区と大津市藤尾学区のみなさんが災害時
に互いの避難所を利用できるといった小さな単位
での連携協定も結んでいます。
河原　顔の見える関係や日常の問題解決能力の向
上が大切だというのは、過去の失敗から学んでき
た災害対策の歴史そのものだと思います。大学で
の研究も含めて、失敗を分析・検証して次につな
げるという地道な努力の成果が、現在の災害対策
に生かされてきました。
森元　失敗から学ぶという姿勢は本当に大切です

ね。京都の各大学でも、さまざまな地域・分野と
連携して防災活動に取り組まれ、おそらくそれを
ベースにした研究活動も行われているでしょう。
それを国内外の学会で発表し、京都での実践が発
信されれば、大学のない地域でも災害対策に活か
すことができますから、ぜひ京都の大学の研究成
果を国内外に伝えていただきたい。それは京都市
民にとっても大きな誇りになると思います。
　それから、子どもたちのレジリエンスという点
でも、大学は役割を果たせるのではないでしょう
か。というのは、困難や問題を抱えている子ども
たちに対して、私たち大人は硬直した対応しかで
きていないおそれがあって、むしろ年齢が近い学
生のほうが、子どもの願いや思いに寄り添えるの
ではないかと思うのです。
　大学には勉学や研究活動に熱心に取り組む人、
サークル活動に積極的に取り組む人など、それぞ
れの個性や能力を活かしたいろいろな人が、それ
ぞれの立場で受け入れられています。たとえば子
どもたちを大学に招いて、そういう姿を見せてほ

しい。そのことが、思春期になって自分の存在す
る意味に悩んだとき、子どもたちを救ってくれる
のではないか。そんな役割も大学には期待したい
ですね。
阪本　学生たちは毎年夏に、学内で七夕陶灯路と
いう灯りイベントを開いて、地域の小さな子ども
たちも楽しんでくれますが、そうした活動も「子
どもたちのレジリエンス」という観点から捉え直
すことができそうです。
河原　人によりそうこと、地域社会を大切にする
こと、学際的に研究を進めることは、本学の得意
とするところであり、特徴でもあるので、今後も
それを生かしつつレジリエンス・プロジェクトに
取り組んでいきたいですね。
阪本　本日の鼎談を通して、京都市がレジリエン
ト・シティとして、どのように災害に向き合って
いくのか、大学が学生の教育や地域連携を通じて
どのような役割を果たすことができるのか、あら
ためて考える機会となりました。
　本日はどうもありがとうございました。
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京都市が目指す
「レジリエント・シティ」とは

阪本　先ごろ、京都市は「京都市レジリエンス戦
略～しなやかに強く、持続可能な魅力あふれる
京都のために」を発表されました。京都市が目
指すレジリエンスな社会とは、どのような姿で
しょうか。
森元　この戦略の策定にあたってはパブリック・
コメントを通じた市民の意見や、大学からもご助
言やご協力をいただきました。京都の人びとは、
ここに都が置かれていた時代から数多の自然災害
を乗り越え、明治維新に伴う東京遷都という社会
的危機に直面したときも、町衆の力で小学校をつ
くったり琵琶湖疏水や市電を敷設したりするなど
して、まちの崩壊を防いできました。
　これに対して、現在では気候変動に伴う自然災
害の増加、人口減少による都市活力の低下、地域

コミュニティの弱体化、伝統文化・伝統産業の担
い手不足、地域経済の活性化、空き家対策、景観
保全といった現代的な課題を抱えています。これ
らの課題をどう乗り越えていくかをまとめたのが、
今回のレジリエンス戦略です。
　重点的な取組分野としては、「支え合い助け合
うまち（地域コミュニティ活性化等）」「豊かに暮
らせるまち（文化・芸術創生、経済・産業発展
等）」「快適で安心安全なまち（景観・町並み保
全・創生、空き家活用促進、防犯等）」「環境にや
さしいまち（地球温暖化対策等）」「災害に強いま
ち（防災・減災、テロ対策、インフラ老朽化対策
等）」を設定し、さらにこの5つの分野の活動を
支える「人が育つまち（人口減少・少子高齢化対
策等）」を設定しました。この6つの分野がつな
がり合い、支え合うことによって、危機がつけ入
る隙をなくすことを目指します。

京都橘大学の
レジリエンス・プロジェクト

阪本　6つの分野のつながりが大切というお話で
したが、本学は医療系・経済系・人文社会系の多
彩な学部が1つのキャンパスにすべて集うという
特徴を活かして、専門分野を究めるにとどまらず、
他の領域についても学び合い、育ち合うという、
クロスオーバー教育に取り組んでいます。
　同時に、研究活動においても、それぞれの研究
者が得意分野を活かしつつ相互の連携によって研
究を進め、可能なかぎり現代社会のニーズに応え
ようとしてきました。これは本学の教学理念「自
立・共生・臨床の知」を実践するもので、そのひ
とつがレジリエンス・プロジェクトです。
　このプロジェクトは、人を対象にした「こころ
とからだのレジリエンス」の研究と、個性を活か
し支え合う社会を探求する「地域社会のレジリエ
ンス」の研究という2つの柱からなり、それぞれ
の研究成果を地域連携活動に活かしながら、そこ
で得られた実践知をさらに理論として深めようと
いう取組です。
森元　それは大学の知的資源を活かしたアプロー
チですね。具体的には、どのような実践をなさっ
ているのですか。
阪本　なによりもコミュニティを大切にすること
を基本に据えて、子育て支援活動や高齢者支援活
動を行い、その方々がお互いに支え合いながら地
域で暮らせるように、孤立しがちな人たちの居場
所づくりや、いざというときに災害対策を機能さ
せるための地域安全活動に取り組んでいます。た
とえば子育て支援では、誰でも気軽に立ち寄れる
子育てカフェ、就学前児童の保護者を対象にした
相談活動、学童期の子どもたちの見守りなど、高
齢者支援では健康体操や腰痛予防・改善教室、居
場所づくりでは常設型コミュニティカフェの試み、
地域に出向いての健康相談、子どもを対象にした
居場所づくりなどです。
河原　私は2005年の本学看護学部開設と同時に

着任したのですが、教職員間のとてもフラットな
関係性に驚きました。学部の違いや、教員と職員
という職種の違いを超えて、忌憚のない意見交換
や情報共有が当然のごとく行われているんですね。
この学風が学問分野を横断した旺盛な地域実践を
可能にしている要因のひとつではないかと思って
います。
　ただ、学生は学修しなければならない内容も多
く、忙しいので、学部を超えた交流はまだ十分と
は言えません。そこで交流を促す仕掛けをつくっ
ていて、そのひとつが各学部の教員が手分けをし
て担当する「教養入門」（1回生必修）という授
業です。私自身、東日本大震災等の被災地支援活
動をしてきましたので、自分が担当する授業では
災害対策を論じています。この授業で、「自然災

害の絶えない日本で、自然との共生のあり方を考
えることは、どんな学問領域であれ　重要な学び
のひとつだ」と話すと、学生は自分の学科の視点
で災害について真摯に考えるようになります。こ
れはとても興味深いですね。

森元　たしかに、いまの若者は、子どものころに
東日本大震災を経験して、その後も大規模な自然
災害が頻発するのを目の当たりにしていますから、
災害に対する意識や感性は中高年世代より鋭いか
もしれません。そこで思うのですが、たとえば正
規の授業としての防災講座を半年間受講し、最後
に救命講習を受ければ防災士の資格が取得できる、
というような仕掛けはできないでしょうか。
河原　京都には、大学の枠を超えた単位互換事業
などを行なっている大学コンソーシアムという組
織がありますから、そこで防災講座を開くのも一
案だと思います。学生たちも受講して終わり、で
はなく、災害に遭遇したときに地域の方々を避難
場所へと誘導して、避難先でも積極的に役割を果
たせる人になってもらうわけです。
　また、京都にはたくさんの貴重な文化財があり
ます。本学もそうですが、京都の大学には関連の
学問分野を学ぶ学部があります。文化を守る、と
いう視点からの災害対策も必要かと思います。
森元　そういう意識づけを目指す講座は、「大学
のまち・学生のまち京都」ならではですね。まさ
に「人が育つまち」の具体化だと思います。

日常の活動に災害対応の視点を

阪本　「災害に強いまち」という点では、災害を
完全に防ぐことは不可能に近いので、防災・減災
という観点が重要になります。
河原　三重県で東南海地震を想定した防災教育を
受けて育ち、いまも高齢・過疎化が進む三重県南
部の訪問看護ステーションをフィールドに、防
災・減災という切り口で研究を続けています。そ
こで学んだことは、日常の困り事や心配事に向き
合い、そのつど解決していくことが、いざという
時の備えにもなるということでした。訪問看護ス
テーションの利用者は、ふだんから自宅で各種の
医療機器を使い、点滴も当たり前という状態で、
医療依存度が非常に高いです。したがって、災害
時ではない日常生活においても何かと困り事や心

配事が生じます。そういう困り事や心配事が、災
害時にはクローズアップされることがわかりました。
　ふだんから困りごとや心配事への問題解決力を
備え、そこにどう対応するかを考えておくことが、
結果的に適切な災害対応につながるのではないか。
そういう仮説を、現場の看護師や保健師の方々と
研究するなかで立て、利用者や家族といっしょに
検証してきました。そして、日常の看護活動に、
その家族に適した災害対策の視点を盛り込むべき
だと考え、訪問看護計画に必ず災害対策を入れる
ことにしました。

森元　なるほど。われわれは立場上、とかく災害
時の対応という観点だけで考えがちですが、寝た
きりのお年寄りも、車椅子の方も、たしかに日常
的に困っておられるのだから、それをいかに解決
するかを考えることが災害対応につながるのです
ね。日頃の困り事は、区役所や保健福祉局などの

各部署が解決にあたっていますから、その情報を
もう少しきちんと共有したうえで行政のすべきこ
とを考えたほうがスムーズに進むかもしれません。
とても大切な示唆をいただいたような気がします。

地域にも横のつながりを

河原　日々の活動に防災の視点を盛り込む際、妨
げになるのが「縦割り行政」です。そこを突破し
て、各部署で行われている日常的な業務や活動を
もう少し横につなげば、必ずレジリエンスは高ま
ると思います。
森元　権限や役割をきちんと分担するという組織
的風土が日本社会を守ってきたとも言えますが、
いまのように複雑化した社会においては、そこを
一歩踏みだす組織のほうが強くなるかもしれない
ですね。門川市長も「お互いの権限分野に口を出
さないという文化があると、レジリエンスは向上
しにくい」というような話をしていまして、京都
市の組織もその方向に向けて徐々に変化しつつあ
るのではないかと思います。
　また、行政が縦割りだから学区組織も縦割りに
なっているという側面もありますので、たとえば
災害時の弱者支援を議論するテーブルをつくり、
組織の壁を越えて、子育て世代が多い体育振興会
から、社会福祉協議会、地域包括支援センターま
で多様な方々に参加していただく。そうやって地
域のなかに横のつながりをつくるのです。このよ
うに、ふだんから顔の見える関係があれば、いざ
という時、相互に助け合うことができるのではな
いか。特に大地震の場合、3日間は行政機能もマ
ヒして動けないことが前提になりますので、地域
の方々の顔の見える関係が、一人でも多くの命を
救うことにつながると思います。

防災教育で子どもの力を育てる

阪本　防災教育という点では、いかがですか。
河原　いま、子どもたちの防災教育強化が注目さ

れています。過去の災害事例からも、家庭や学校
で防災教育があったからこそ、避難に関する指示
が出た時、「逃げよう！」と言う子どもたちのこ
とばが、たくさんの人々の命を救ったというケー
スもあります。子どもたちが学校で防災を学び、
それを家庭で話すことは大事だと思います。そう
やって、いろいろな世代が防災について学び合い、
語り合えたら、それこそSDGs（国連が定めた
「持続可能な開発目標」）の実践になるのではない
かと思います。
森元　今年度は、将来の地域防災の担い手である、
市内の全小学校の3年生から6年生の児童を対象
に児童用防災啓発リーフレットを配布し、家庭に
持ち帰って、家族全員で話し合いながら防災行動
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の確認をしてもらうことで、防災意識の啓発・周
知を行いました。
　また、私の前職に関する取組にはなりますが、
市内の全小学校の4・5年生を対象にエコライフ
チャレンジという環境教育に取り組んでいます。
子どもたちが夏休み等の長期休暇中に各家庭の

エコ対策を調べて、それを発表する取組ですから、
必然的に親も一緒に学ぶことになります。これに
より毎年約1万人もの子どもの家庭が啓発され、
京都市民の環境意識が飛躍的に向上しているので
はないかと自負しています。
河原　やはり、子どもの力は大きいですね。
森元　同感です。小学校は、学区内の地域の方々
や各機関とつながっていますから、日常的に区役
所や消防署等とも連携していますが、それに満足
せず、よりしっかりと支え合う仕組みが必要です。
　

学生、観光客、単身者への対応

阪本　京都は「学生のまち」であり「観光都市」
ですから、学生と観光客への災害対応も大きな課
題です。
森元　昨年の大阪府北部地震でも都市部の帰宅困
難者が大きな問題となりました。京都市の場合、
通勤・通学者に加えて観光客も多いことから、正
確な情報を伝えること、駅やバス停等のターミナ
ルに人を集中させないこと、帰宅の見通しが立つ
まで安全な場所にとどまっていただくこと、食
料・防寒具等の備蓄といった対策が必要です。
　そこで、災害時に京都市のフリーWi-Fiにアク
セスすれば自動的に帰宅困難者向けサイトにつな
がる仕組みをつくったり、観光地の社寺に緊急避
難広場を開設する仕組み、ホテル・旅館等を一時
滞在施設として提供していただく仕組みをつくっ
たりしました。さらに、緊急避難広場の場所や発
災時の行動手順等の情報をまとめた『京都市災害
時帰宅困難者ガイドマップ』を作成し、ふだんか
ら観光案内所等に備え付け、災害時に配布する準
備を整えています。
　学生については、まず住民票を現住所地に移す
ことと町内会への加入を訴えたいですね。京都で
は、学区単位で自主防災会をつくり、町内会等を
ベースに動いているので、被災したときに行き場
を失わないために、ぜひこの2点は大学としても
指導をお願いします。

　また、各大学の防災計画・事業継続計画
（BCP）の策定や、平日昼間の避難学生への対応
も必要でしょうし、指定避難所としての大学の体
制整備等は京都市としても考えねばならないだろ
うと思っています。
　私がもっと心配しているのは、ひとり暮らしの
社会人の方々です。大企業は社員の救援体制を整
えていますが、中小企業の社員や非正規雇用の方
で、町内会に未加入の場合は、おそらく避難所に
行くのも遠慮しがちでしょう。これもやはり、先
ほどのお話にあったように、日常の取組が大事で
すから、ふだんから情報提供のあり方を考えない
といけない。日頃、行政からの情報に触れること
が少ない人に、いかに日常の情報を届けるか。そ
れを考える延長線上に災害時の情報提供や避難誘
導があると考えています。

失敗から学ぶ災害対策

阪本　市内への通学・通勤者が多い京都市では、
市域を越えた、関係の深い地域との連携も重要と
なります。
森元　そうですね。特に京都府と連携しないとた
くさんの命を守ることはできませんし、他の自治
体の危機管理担当部署の方々とも相互に顔の見え
る関係を構築しておかないといけないと思ってい
ます。都市間連携は、他の部署に比べると災害対
策部門は進んでいて、他の都道府県や市町と相互
の災害時応援協定を締結しています。また、山科
区音羽学区と大津市藤尾学区のみなさんが災害時
に互いの避難所を利用できるといった小さな単位
での連携協定も結んでいます。
河原　顔の見える関係や日常の問題解決能力の向
上が大切だというのは、過去の失敗から学んでき
た災害対策の歴史そのものだと思います。大学で
の研究も含めて、失敗を分析・検証して次につな
げるという地道な努力の成果が、現在の災害対策
に生かされてきました。
森元　失敗から学ぶという姿勢は本当に大切です

ね。京都の各大学でも、さまざまな地域・分野と
連携して防災活動に取り組まれ、おそらくそれを
ベースにした研究活動も行われているでしょう。
それを国内外の学会で発表し、京都での実践が発
信されれば、大学のない地域でも災害対策に活か
すことができますから、ぜひ京都の大学の研究成
果を国内外に伝えていただきたい。それは京都市
民にとっても大きな誇りになると思います。
　それから、子どもたちのレジリエンスという点
でも、大学は役割を果たせるのではないでしょう
か。というのは、困難や問題を抱えている子ども
たちに対して、私たち大人は硬直した対応しかで
きていないおそれがあって、むしろ年齢が近い学
生のほうが、子どもの願いや思いに寄り添えるの
ではないかと思うのです。
　大学には勉学や研究活動に熱心に取り組む人、
サークル活動に積極的に取り組む人など、それぞ
れの個性や能力を活かしたいろいろな人が、それ
ぞれの立場で受け入れられています。たとえば子
どもたちを大学に招いて、そういう姿を見せてほ

しい。そのことが、思春期になって自分の存在す
る意味に悩んだとき、子どもたちを救ってくれる
のではないか。そんな役割も大学には期待したい
ですね。
阪本　学生たちは毎年夏に、学内で七夕陶灯路と
いう灯りイベントを開いて、地域の小さな子ども
たちも楽しんでくれますが、そうした活動も「子
どもたちのレジリエンス」という観点から捉え直
すことができそうです。
河原　人によりそうこと、地域社会を大切にする
こと、学際的に研究を進めることは、本学の得意
とするところであり、特徴でもあるので、今後も
それを生かしつつレジリエンス・プロジェクトに
取り組んでいきたいですね。
阪本　本日の鼎談を通して、京都市がレジリエン
ト・シティとして、どのように災害に向き合って
いくのか、大学が学生の教育や地域連携を通じて
どのような役割を果たすことができるのか、あら
ためて考える機会となりました。
　本日はどうもありがとうございました。
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京都市が目指す
「レジリエント・シティ」とは

阪本　先ごろ、京都市は「京都市レジリエンス戦
略～しなやかに強く、持続可能な魅力あふれる
京都のために」を発表されました。京都市が目
指すレジリエンスな社会とは、どのような姿で
しょうか。
森元　この戦略の策定にあたってはパブリック・
コメントを通じた市民の意見や、大学からもご助
言やご協力をいただきました。京都の人びとは、
ここに都が置かれていた時代から数多の自然災害
を乗り越え、明治維新に伴う東京遷都という社会
的危機に直面したときも、町衆の力で小学校をつ
くったり琵琶湖疏水や市電を敷設したりするなど
して、まちの崩壊を防いできました。
　これに対して、現在では気候変動に伴う自然災
害の増加、人口減少による都市活力の低下、地域

コミュニティの弱体化、伝統文化・伝統産業の担
い手不足、地域経済の活性化、空き家対策、景観
保全といった現代的な課題を抱えています。これ
らの課題をどう乗り越えていくかをまとめたのが、
今回のレジリエンス戦略です。
　重点的な取組分野としては、「支え合い助け合
うまち（地域コミュニティ活性化等）」「豊かに暮
らせるまち（文化・芸術創生、経済・産業発展
等）」「快適で安心安全なまち（景観・町並み保
全・創生、空き家活用促進、防犯等）」「環境にや
さしいまち（地球温暖化対策等）」「災害に強いま
ち（防災・減災、テロ対策、インフラ老朽化対策
等）」を設定し、さらにこの5つの分野の活動を
支える「人が育つまち（人口減少・少子高齢化対
策等）」を設定しました。この6つの分野がつな
がり合い、支え合うことによって、危機がつけ入
る隙をなくすことを目指します。

京都橘大学の
レジリエンス・プロジェクト

阪本　6つの分野のつながりが大切というお話で
したが、本学は医療系・経済系・人文社会系の多
彩な学部が1つのキャンパスにすべて集うという
特徴を活かして、専門分野を究めるにとどまらず、
他の領域についても学び合い、育ち合うという、
クロスオーバー教育に取り組んでいます。
　同時に、研究活動においても、それぞれの研究
者が得意分野を活かしつつ相互の連携によって研
究を進め、可能なかぎり現代社会のニーズに応え
ようとしてきました。これは本学の教学理念「自
立・共生・臨床の知」を実践するもので、そのひ
とつがレジリエンス・プロジェクトです。
　このプロジェクトは、人を対象にした「こころ
とからだのレジリエンス」の研究と、個性を活か
し支え合う社会を探求する「地域社会のレジリエ
ンス」の研究という2つの柱からなり、それぞれ
の研究成果を地域連携活動に活かしながら、そこ
で得られた実践知をさらに理論として深めようと
いう取組です。
森元　それは大学の知的資源を活かしたアプロー
チですね。具体的には、どのような実践をなさっ
ているのですか。
阪本　なによりもコミュニティを大切にすること
を基本に据えて、子育て支援活動や高齢者支援活
動を行い、その方々がお互いに支え合いながら地
域で暮らせるように、孤立しがちな人たちの居場
所づくりや、いざというときに災害対策を機能さ
せるための地域安全活動に取り組んでいます。た
とえば子育て支援では、誰でも気軽に立ち寄れる
子育てカフェ、就学前児童の保護者を対象にした
相談活動、学童期の子どもたちの見守りなど、高
齢者支援では健康体操や腰痛予防・改善教室、居
場所づくりでは常設型コミュニティカフェの試み、
地域に出向いての健康相談、子どもを対象にした
居場所づくりなどです。
河原　私は2005年の本学看護学部開設と同時に

着任したのですが、教職員間のとてもフラットな
関係性に驚きました。学部の違いや、教員と職員
という職種の違いを超えて、忌憚のない意見交換
や情報共有が当然のごとく行われているんですね。
この学風が学問分野を横断した旺盛な地域実践を
可能にしている要因のひとつではないかと思って
います。
　ただ、学生は学修しなければならない内容も多
く、忙しいので、学部を超えた交流はまだ十分と
は言えません。そこで交流を促す仕掛けをつくっ
ていて、そのひとつが各学部の教員が手分けをし
て担当する「教養入門」（1回生必修）という授
業です。私自身、東日本大震災等の被災地支援活
動をしてきましたので、自分が担当する授業では
災害対策を論じています。この授業で、「自然災

害の絶えない日本で、自然との共生のあり方を考
えることは、どんな学問領域であれ　重要な学び
のひとつだ」と話すと、学生は自分の学科の視点
で災害について真摯に考えるようになります。こ
れはとても興味深いですね。

森元　たしかに、いまの若者は、子どものころに
東日本大震災を経験して、その後も大規模な自然
災害が頻発するのを目の当たりにしていますから、
災害に対する意識や感性は中高年世代より鋭いか
もしれません。そこで思うのですが、たとえば正
規の授業としての防災講座を半年間受講し、最後
に救命講習を受ければ防災士の資格が取得できる、
というような仕掛けはできないでしょうか。
河原　京都には、大学の枠を超えた単位互換事業
などを行なっている大学コンソーシアムという組
織がありますから、そこで防災講座を開くのも一
案だと思います。学生たちも受講して終わり、で
はなく、災害に遭遇したときに地域の方々を避難
場所へと誘導して、避難先でも積極的に役割を果
たせる人になってもらうわけです。
　また、京都にはたくさんの貴重な文化財があり
ます。本学もそうですが、京都の大学には関連の
学問分野を学ぶ学部があります。文化を守る、と
いう視点からの災害対策も必要かと思います。
森元　そういう意識づけを目指す講座は、「大学
のまち・学生のまち京都」ならではですね。まさ
に「人が育つまち」の具体化だと思います。

日常の活動に災害対応の視点を

阪本　「災害に強いまち」という点では、災害を
完全に防ぐことは不可能に近いので、防災・減災
という観点が重要になります。
河原　三重県で東南海地震を想定した防災教育を
受けて育ち、いまも高齢・過疎化が進む三重県南
部の訪問看護ステーションをフィールドに、防
災・減災という切り口で研究を続けています。そ
こで学んだことは、日常の困り事や心配事に向き
合い、そのつど解決していくことが、いざという
時の備えにもなるということでした。訪問看護ス
テーションの利用者は、ふだんから自宅で各種の
医療機器を使い、点滴も当たり前という状態で、
医療依存度が非常に高いです。したがって、災害
時ではない日常生活においても何かと困り事や心

配事が生じます。そういう困り事や心配事が、災
害時にはクローズアップされることがわかりました。
　ふだんから困りごとや心配事への問題解決力を
備え、そこにどう対応するかを考えておくことが、
結果的に適切な災害対応につながるのではないか。
そういう仮説を、現場の看護師や保健師の方々と
研究するなかで立て、利用者や家族といっしょに
検証してきました。そして、日常の看護活動に、
その家族に適した災害対策の視点を盛り込むべき
だと考え、訪問看護計画に必ず災害対策を入れる
ことにしました。

森元　なるほど。われわれは立場上、とかく災害
時の対応という観点だけで考えがちですが、寝た
きりのお年寄りも、車椅子の方も、たしかに日常
的に困っておられるのだから、それをいかに解決
するかを考えることが災害対応につながるのです
ね。日頃の困り事は、区役所や保健福祉局などの

各部署が解決にあたっていますから、その情報を
もう少しきちんと共有したうえで行政のすべきこ
とを考えたほうがスムーズに進むかもしれません。
とても大切な示唆をいただいたような気がします。

地域にも横のつながりを

河原　日々の活動に防災の視点を盛り込む際、妨
げになるのが「縦割り行政」です。そこを突破し
て、各部署で行われている日常的な業務や活動を
もう少し横につなげば、必ずレジリエンスは高ま
ると思います。
森元　権限や役割をきちんと分担するという組織
的風土が日本社会を守ってきたとも言えますが、
いまのように複雑化した社会においては、そこを
一歩踏みだす組織のほうが強くなるかもしれない
ですね。門川市長も「お互いの権限分野に口を出
さないという文化があると、レジリエンスは向上
しにくい」というような話をしていまして、京都
市の組織もその方向に向けて徐々に変化しつつあ
るのではないかと思います。
　また、行政が縦割りだから学区組織も縦割りに
なっているという側面もありますので、たとえば
災害時の弱者支援を議論するテーブルをつくり、
組織の壁を越えて、子育て世代が多い体育振興会
から、社会福祉協議会、地域包括支援センターま
で多様な方々に参加していただく。そうやって地
域のなかに横のつながりをつくるのです。このよ
うに、ふだんから顔の見える関係があれば、いざ
という時、相互に助け合うことができるのではな
いか。特に大地震の場合、3日間は行政機能もマ
ヒして動けないことが前提になりますので、地域
の方々の顔の見える関係が、一人でも多くの命を
救うことにつながると思います。

防災教育で子どもの力を育てる

阪本　防災教育という点では、いかがですか。
河原　いま、子どもたちの防災教育強化が注目さ

れています。過去の災害事例からも、家庭や学校
で防災教育があったからこそ、避難に関する指示
が出た時、「逃げよう！」と言う子どもたちのこ
とばが、たくさんの人々の命を救ったというケー
スもあります。子どもたちが学校で防災を学び、
それを家庭で話すことは大事だと思います。そう
やって、いろいろな世代が防災について学び合い、
語り合えたら、それこそSDGs（国連が定めた
「持続可能な開発目標」）の実践になるのではない
かと思います。
森元　今年度は、将来の地域防災の担い手である、
市内の全小学校の3年生から6年生の児童を対象
に児童用防災啓発リーフレットを配布し、家庭に
持ち帰って、家族全員で話し合いながら防災行動

の確認をしてもらうことで、防災意識の啓発・周
知を行いました。
　また、私の前職に関する取組にはなりますが、
市内の全小学校の4・5年生を対象にエコライフ
チャレンジという環境教育に取り組んでいます。
子どもたちが夏休み等の長期休暇中に各家庭の

エコ対策を調べて、それを発表する取組ですから、
必然的に親も一緒に学ぶことになります。これに
より毎年約1万人もの子どもの家庭が啓発され、
京都市民の環境意識が飛躍的に向上しているので
はないかと自負しています。
河原　やはり、子どもの力は大きいですね。
森元　同感です。小学校は、学区内の地域の方々
や各機関とつながっていますから、日常的に区役
所や消防署等とも連携していますが、それに満足
せず、よりしっかりと支え合う仕組みが必要です。
　

学生、観光客、単身者への対応

阪本　京都は「学生のまち」であり「観光都市」
ですから、学生と観光客への災害対応も大きな課
題です。
森元　昨年の大阪府北部地震でも都市部の帰宅困
難者が大きな問題となりました。京都市の場合、
通勤・通学者に加えて観光客も多いことから、正
確な情報を伝えること、駅やバス停等のターミナ
ルに人を集中させないこと、帰宅の見通しが立つ
まで安全な場所にとどまっていただくこと、食
料・防寒具等の備蓄といった対策が必要です。
　そこで、災害時に京都市のフリーWi-Fiにアク
セスすれば自動的に帰宅困難者向けサイトにつな
がる仕組みをつくったり、観光地の社寺に緊急避
難広場を開設する仕組み、ホテル・旅館等を一時
滞在施設として提供していただく仕組みをつくっ
たりしました。さらに、緊急避難広場の場所や発
災時の行動手順等の情報をまとめた『京都市災害
時帰宅困難者ガイドマップ』を作成し、ふだんか
ら観光案内所等に備え付け、災害時に配布する準
備を整えています。
　学生については、まず住民票を現住所地に移す
ことと町内会への加入を訴えたいですね。京都で
は、学区単位で自主防災会をつくり、町内会等を
ベースに動いているので、被災したときに行き場
を失わないために、ぜひこの2点は大学としても
指導をお願いします。

　また、各大学の防災計画・事業継続計画
（BCP）の策定や、平日昼間の避難学生への対応
も必要でしょうし、指定避難所としての大学の体
制整備等は京都市としても考えねばならないだろ
うと思っています。
　私がもっと心配しているのは、ひとり暮らしの
社会人の方々です。大企業は社員の救援体制を整
えていますが、中小企業の社員や非正規雇用の方
で、町内会に未加入の場合は、おそらく避難所に
行くのも遠慮しがちでしょう。これもやはり、先
ほどのお話にあったように、日常の取組が大事で
すから、ふだんから情報提供のあり方を考えない
といけない。日頃、行政からの情報に触れること
が少ない人に、いかに日常の情報を届けるか。そ
れを考える延長線上に災害時の情報提供や避難誘
導があると考えています。

失敗から学ぶ災害対策

阪本　市内への通学・通勤者が多い京都市では、
市域を越えた、関係の深い地域との連携も重要と
なります。
森元　そうですね。特に京都府と連携しないとた
くさんの命を守ることはできませんし、他の自治
体の危機管理担当部署の方々とも相互に顔の見え
る関係を構築しておかないといけないと思ってい
ます。都市間連携は、他の部署に比べると災害対
策部門は進んでいて、他の都道府県や市町と相互
の災害時応援協定を締結しています。また、山科
区音羽学区と大津市藤尾学区のみなさんが災害時
に互いの避難所を利用できるといった小さな単位
での連携協定も結んでいます。
河原　顔の見える関係や日常の問題解決能力の向
上が大切だというのは、過去の失敗から学んでき
た災害対策の歴史そのものだと思います。大学で
の研究も含めて、失敗を分析・検証して次につな
げるという地道な努力の成果が、現在の災害対策
に生かされてきました。
森元　失敗から学ぶという姿勢は本当に大切です

ね。京都の各大学でも、さまざまな地域・分野と
連携して防災活動に取り組まれ、おそらくそれを
ベースにした研究活動も行われているでしょう。
それを国内外の学会で発表し、京都での実践が発
信されれば、大学のない地域でも災害対策に活か
すことができますから、ぜひ京都の大学の研究成
果を国内外に伝えていただきたい。それは京都市
民にとっても大きな誇りになると思います。
　それから、子どもたちのレジリエンスという点
でも、大学は役割を果たせるのではないでしょう
か。というのは、困難や問題を抱えている子ども
たちに対して、私たち大人は硬直した対応しかで
きていないおそれがあって、むしろ年齢が近い学
生のほうが、子どもの願いや思いに寄り添えるの
ではないかと思うのです。
　大学には勉学や研究活動に熱心に取り組む人、
サークル活動に積極的に取り組む人など、それぞ
れの個性や能力を活かしたいろいろな人が、それ
ぞれの立場で受け入れられています。たとえば子
どもたちを大学に招いて、そういう姿を見せてほ

しい。そのことが、思春期になって自分の存在す
る意味に悩んだとき、子どもたちを救ってくれる
のではないか。そんな役割も大学には期待したい
ですね。
阪本　学生たちは毎年夏に、学内で七夕陶灯路と
いう灯りイベントを開いて、地域の小さな子ども
たちも楽しんでくれますが、そうした活動も「子
どもたちのレジリエンス」という観点から捉え直
すことができそうです。
河原　人によりそうこと、地域社会を大切にする
こと、学際的に研究を進めることは、本学の得意
とするところであり、特徴でもあるので、今後も
それを生かしつつレジリエンス・プロジェクトに
取り組んでいきたいですね。
阪本　本日の鼎談を通して、京都市がレジリエン
ト・シティとして、どのように災害に向き合って
いくのか、大学が学生の教育や地域連携を通じて
どのような役割を果たすことができるのか、あら
ためて考える機会となりました。
　本日はどうもありがとうございました。

京都市災害対策本部の様子
（土砂災害危険度情報監視モニター）
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はじめに

　今を遡る25年前、阪神・淡路大震災の時に未
指定の文化遺産 ( 歴史的建造物 ) の復興が課題と
なった。数の少ない指定文化財は、国が支援する
専門の修復機関が設立され、法的にも支援体制が
確立していた。しかし、文化遺産の継承について
は対応するところがなかった。
　「まち」に多量に所在する文化遺産の喪失は、
コミュニティの雰囲気を一変させ、精神風土にも
影響を与えると、『震災 5周年　震災対策国際検
証事業等注 1』において指摘された。特に、エリ
アの魅力づくりに大きなウェイトを占める建造物
について、指定文化財建造物とは異なる、多量の
歴史的建造物を使い続けるための修理を担う、マ
ネジメント能力を備えた建築家の育成を図るべき
であると提言された。
　大規模災害後にコミュニティが崩壊したところ
では、孤独死の発生率注 2 が高くなり、三世代が
共通認識できる文化遺産がないと、復興まちづく
りの「よりどころ」を設定することが難しい、と
地域計画者が述べる注 3。新築主体の復興は歴史
環境の回復に長時間を要し、住民の被災感を長引
かせる。まちの復興には、地域の歴史文化を知っ
て文化遺産を修理し、現在社会に生かす努力をす
る人材、『ヘリテージマネージャー（以下、H.M.）』
の存在が必須であり、その人材の育成システムが
重要であると感じられた。

歴史的建造物の復興

　市町が刊行物等で重要と周知していた歴史的建
造物について、日本建築学会近畿支部歴史意匠部
会が被災調査を行った。そのうち、被災物件につ
いて、「（財）阪神・淡路大震災復興基金」より「歴
史的建造物等修理費助成事業」として復旧修理の
支援を行った。しかし、同助成事業の修理件数は
85件しかなかった。建築学会が調査を行った歴
史的建造物約 1,039 件のうち、主に修理工事を
要する被害レベルは、半壊 82件、部分損壊 203件、
傾斜（軽微損壊）44件の、合計329件を数えたが、
申請数はその約 1/4であったことになる注4。
　そして、対象物件の1年後の撤去状況を県内市
町教育委員会文化財担当により追跡調査したとこ
ろ、半壊の 60%、部分損壊の 25%、軽微損壊の
10%が撤去されていた。また、歴史意匠部会に
よる歴史的建造物所有者の建物処理に関する相談
相手についての追跡調査（アンケート調査注 5）
によると、本来、修復の計画を担うべき建築家設
計事務所の修理率が低い（67％）こともわかった。
　一方、兵庫県教育委員会が同助成事業を受けた
もののうち、延べ床面積のわかるものについて単位
面積当たりの修理費を調べたところ、半壊や部分損
壊の物件では、同質・同規模の新築に比べて半分
以下の単価で修理できていることがわかった。こ
のことにより、歴史的建造物を資産としてみた場合、
規模の変化を求めないのであれば、被災後の判断に
より経済的損失を助長したことになると推察された。

2

まちの文化遺産を継ぐ
―広域専門ボランティアの育成―

村上裕道（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授）

文化としてのレジリエンス

注 1　2000 年 震災対策国際総合シンポジウム『震災対策
国際総合検証事業』　兵庫県他
2005年 『復興10年総括検証・提言事業』　兵庫県他
2005年 国連防災世界会議シンポジウム・セミナー

注 2　孤独死とは「1人暮らしの場合や、家族がいてもそ
の不在時に誰にも看取られることなく 1 人で亡くなる」人
をいう。平成 7 年 2月の仮設住宅入居開始後から、震災後
1 年で孤独死は51人を数えた。その後も増加を続け、平成
9年 2月 6日までに127名となった。震災後 2年を経過し
ても、孤独死はハイペースで増加を続けている。［『阪神・
淡路大震災と応急仮設住宅　─調査報告と提言─』神戸弁
護士会 (1997/3),p.22］

注 3　神戸でコンサルタントを行っている H.M. からよく
相談を持ち掛けられた時の聞き取りによる。

注 4　並行して実施した、住民が地域のシンボルとして残
したいと願う建物に対する助成事業である「文化的建造物
修理費助成事業」の実績は 210件であった。住民が希望し
たものはほとんど社寺であった。

注 5　『阪神・淡路大震災調査報告　建築編―8』263頁　
日本建築学会編集・発行　1999年 3月20日　  
アンケート総数901件、回答数552件、複数回答773件である。

2014年度 第2回全国HM大会

2001年度 第1回HM講習会

まとめ

　2001年に兵庫県で開催された『H.M. 養成
講習会』を嚆矢とし、民間組織である各都道府県の
建築士会などや教育委員会の努力により、現在
44都道府県で養成講習会が開催され、受講者は
累計 4,000人を超えるまでとなった。
　2016 年の熊本地震では、H.M.が九州ブロッ
ク全体で被災調査・修理に対応している。また、
同年の鳥取中部地震では、鳥取県からの即日の応
援要請に応えて、京都・兵庫・徳島県内の H.M.
が倉吉重伝建地区の被災歴史的建造物の修理設計
を支援している。このように、非常時の回復力を
底上げするまでになった。さらに、人口減少・少
子高齢化によって生じたコミュニティの活力低下
を補完する組織として、近年、この H.M.が広域
的な専門ボランティア組織として期待され始めた。
　たとえば、兵庫県では、多くのNPOや一般社
団法人、株式会社組織まで立ち上げ、各地でまち
づくりや地域再生の一翼を担う組織として活躍し
ている。神戸では、茅葺民家 5～ 600棟の維持・
復旧に取り組み、篠山、竹田・養父や出石では、
歴史的建造物の再生活用（ホテルへの転用等）事
業を展開している。姫路では、H.M.と住民が組
織する数百名の社員を擁するNPOが人の寄りつ
かなくなった寺を復興し、福崎では、地方新聞社
と合弁して、文化遺産を核とした地域再生に取り

組む事業会社を設立するまでとなった。
　広域専門ボランティアの人材育成は、地域の「地
力を産む（レジリエンス）」重要な創造的活動の
礎となることを認識し、それら多様な人材の育成
システムを確立すべきである。
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PROJECT

未病研究

米田孝司（京都橘大学健康科学部臨床検査学科教授）

著者のレジリエンスへの思い

　私は免疫学を専門に教えており、次世代技術に
よる新しいアレルギー検査の研究をしています。
レジリエンス・プロジェクトがたちあがった時は、
特にストレスやレジリエンスの研究をしている訳
ではありませんでした。臨床検査学科が設立され
る際に、少しでも本学や地域の貢献になればと思
い参加しました。
　日頃からストレスや不安が募ると、アトピー性
皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー症状が悪化
するといわれています。アトピーや喘息などの即
時型アレルギー（I型）は抗ヒスタミン薬やステ
ロイド外用薬で治療しますが、これにストレス等
の要因が引き金になり、重篤化して遅延型アレル
ギー（IV型）になるのであれば、ストレス要因
を自ら排除するレジリエンス対応が必要になると
考えました。

レジリエンスと免疫検査

　レジリエンスは免疫と非常に似ています。少な
い抗原（病原菌やウイルス）を注射して抵抗を持
たせるのがワクチンであり、抗原に過敏になって
しまうのがアレルギーです。そのために病院では
抗原や抗体を測定して治療をします。ストレスに
負けないようにするのがレジリエンスとすれば、
抗原がストレスで抗体がレジリエンスです。まず、
免疫と同様にそれらを数値化して、それに合った
レジリエンス対策をする必要があります。現在、
ストレスもレジリエンスも、概念は存在するもの

の具体的な指標がありません。個人・家族・地
域・社会など個人や環境の特性によってもストレ
スの種類（長引くもの、短いもの）と程度（強
弱）が異なり、それと同時にレジリエンス対応の
仕方も異なってきます。また、ストレスは、なく
てもあり過ぎても良くないということになります。
少しのストレスを経験した者（個人）は、家族・
職場・地域・社会でも強い気持ちで適応できます。

レジリエンスと未病の関係

　自己管理することによって健康状態は保たれま
すが、何らかの自覚症状がでると、病院へ行き、
血液検査などの結果により病気が判明します。こ
の中間に存在して、自覚症状はあるが血液検査で
は異常がない、または自覚症状はないが血液検査
では異常があるというのが「未病」です。後者は
健康診断や人間ドックなどで調べることが可能で
すが、前者の場合は血液検査で分からないのでエ
ビデンス（科学的根拠）が見つかりません。未病
（疲労、倦怠感、動悸・めまい、頭痛、不眠、食
欲不振、憂鬱、怒り、幻聴、生活の乱れ、ひきこ
もり、不登校など）は「気のせい、休めば何とか
回復する、病院へ行っても診断がはっきりしな
い」となりがちです。しかし、放置すれば、うつ
病、統合失調症、適応障害、不安障害、身体表現
性障害などさまざまな疾患になってしまいます。
　従来の病気は医者などの治療側と患者が協力し
て治しますが、未病は患者自らの治癒力で治すレ
ジリエンス対応が必要になります。

2018年度のレジリエンス研究成果

　唾液を試料とした検査は、感染のリスクや針に
よる苦痛がないので、採血困難な小児・老人・障
害者にも適用可能となり有用です。唾液は自分で
採取可能なので在宅医療および未病にも応用可能
ですが、臨床現場に利用されていないのが現状で
す。また、ストレス社会といわれる現代では、うつ
病や自殺者が多く、ストレス要因が健康に及ぼす
害について、科学的根拠により証明する必要があ
ります。そのため、まず私自身が枚方パークの
ジェットコースター（レッドファルコン）とぐる
ぐる回転に乗って、乗る前、降りた直後、降りて
1時間後の測定値を分析することとしました。そ
の結果、唾液アミラーゼ活性はストレス直後が最
も多く（図1）、唾液コルチゾールはゆっくりと
上昇し（図2）、防御機能として働く唾液 IgAは
ストレスとともに低下傾向を示しました。次に、
本学1期生50名を対象に唾液検査とアンケート
調査を実施しました。その際、アンケート結果
に基づき、日常ストレスが「少ない群」（16％）、
「普通群」（46％）、「多い群」（38％）に分けて
比較しました。「普通群」と「多い群」では、
先の研究と同様に、ストレス直後に不快に感じ、
唾液アミラーゼ活性は上昇していました。
　しかし、日常ストレスが「少ない」群は、スト

レス前後で変化がないか低下傾向だったので、快
感と感じたのかもしれません。このようにストレ
スにより悪く感じたり良く感じたりするので、レ
ジリエンス対応により良く感じるように導く必要
があります。

今後のレジリエンス研究

　唾液や毛髪中のストレスマーカーは採取しやす
く、ストレスも生じないので、もし、分析方法が
簡便であれば、どこでも誰でもストレスの程度を
把握できます。ストレスの種類（環境）と数値に
より、それに合ったレジリエンス対応を選択すれ
ば、ストレスは解決可能となります。
　今回、現在行っているレジリエンス研究の一部
を紹介いたしました。将来、心身の健康状態を反
映する新しい唾液中バイオマーカーを探し、それ
らを測定するための便利な新たな試薬を開発する
予定です。しかし、この研究が早く進むか、私の
定年退職の方が早いかは、周りの人たちや組織の
協同作業により決まります。ぜひ、いろいろな面で
本学レジリエンス・プロジェクトにご協力ください。
私たちも地域や社会貢献になればと考えています。

プロジェクト最前線│第 2回

京都橘大学臨床検査学科1期生のストレス負荷研究
(ひらかたパークにて )

自分の唾液を用いたストレス負荷前後の検査結果
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図1　Amylaseストレス負荷前後
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図2　Cortisolストレス負荷前後



Plian
t 03

1514

研究の種

安全・安心なイベント作り

北小屋裕（京都橘大学健康科学部救急救命学科助教）

［標準化が役にたつ］
　乾電池が同じ大きさ・電圧であるように、Suica
で全国の電車・バスに乗れるようになった。
しかし、阪神淡路大震災では、カセットガスコンロの
ガスボンベの切り欠きがあるかないかで、ボンベは
あってもコンロが使用できなかった。その教訓として
ガスボンベの標準化統一化がなされた。
　医療も蘇生法の標準化をはじめ、外傷初期診療、
脳卒中・意識障害の標準化によって、病院前救護
から病院内の治療までの一連の標準的な観察、処
置・治療が可能となった。これらは防ぎえた外傷
死や防ぎえた後遺症の軽減に役立っている（佐
伯 ,2018.岩瀬 ,2015.北川 ,2010.）。

［局地災害医療対応も標準化することで役立つ］
　災害は、人為災害・自然災害、地域・広域に分
類される。災害対応は、同じマニュアルで対応す
ることが重要である（英国大事故災害医療対応
MIMMS）。しかしながら、日本では災害時の対
応プログラムが存在していなかった。そのため、
災害時の標準化を目指して日本災害医学会が多数
傷病者への医療対応標準化トレーニングコース、
Mass Casualty Life Support（以下：MCLS）
を開発した。MCLSは、標準コースと特殊災害
対応のMCLS-CBRNE）コースの2つが開催され
ており、「災害対応における共通の認識」「災害対
応における共通の言語」の獲得が主たる目的と
なっている。災害ではCSCA-TTT）が重要であ
り、災害現場に赴く者全員にこの標準的知識がな
ければ、さまざまな職種が入り乱れる災害現場で

は烏合の衆となりかねない。MCLSコースでは、
チームビルディングはじめ災害時のマネジメント
であるCSCAを学習する。このCSCAは、日常
の危機の際にも使用できる知識である。MCLS
コースは座学と実技・机上シミュレーションから
なり、7割が実技、シミュレーションで構成され
ている。

［今後の展開］
　MCLSコースの指導者には救急救命士をはじ
め、救命救急センターの医師や看護師、DMAT
（災害派遣医療チーム）などの医療職種が多く参
加している。今後は、この標準化された活動を消
防組織の災害マニュアルに盛り込むことが課題で
ある。

標準化がレジリエンスな社会の復帰を実現する
災害医療の標準化コースMass Casualty Life Support開発と普及

関根和弘（京都橘大学健康科学部救急救命学科准教授）

　ラグビーワールドカップ（2019 年）や東京オ
リンピック（2020 年）の開催を控えた 3 年前、
消防庁の消防科学技術研究推進制度において、
「ファーストエイドの標準教育プログラムと、大
規模イベントでの応急救護体制確保の指針の研
究」開発を行った。
　その内容は、心肺蘇生にかかる国際ガイドライ
ンの改訂に伴い、追加されたファーストエイド（以
下、FA）の標準教育プログラムの策定と、大規
模イベントにおける救護体制指針の作成であった。
　そもそも、わが国では大小、多くのイベントが
全国で実施されているが、そのイベントの規模に
応じた救護体制指針などが存在しておらず、イベ
ントを実施するにあたり、他地域の救護体制を手
本にするなど、救護体制基準があいまいであった。
その結果、全国で行われている市民マラソン、花
火大会や祭りなど多数集客イベントなどでは、適
切な救護体制が構築できていない団体もあり、毎
年死傷者が発生している。
〇ファーストエイドの標準教育プログラム
　そこで、新たに FA 項目が設けられたが、その
内容には、消防機関が実施している上級救命講習
や普通救命講習にはない病気の応急手当や、直接
圧迫止血法では止血できない大量出血に対する止
血帯（ターニケットを含む）による応急手当など
が盛り込まれた。
　FAを広めるために、いちばん多く救命講習
を実施している消防機関に講習してもらうことで、
わが国における FA の広まりが期待できる。その
ために、受講教材や動画などを作成し、全国の
消防機関に配布、その活用を促した。

〇大規模イベントでの応急救護体制確保の指針
　国際イベントなどと比べて、わが国のイベント
における救護体制は、脆弱と言っても過言ではな
い。それは、そのイベントを主催する団体の資金
力の差によって、ほぼ決まると言える。
　資金力のあるところでは、AEDや救護資器材、
救護スタッフを多く準備できるが、資金力の乏し
い団体では、AEDや救護資器材の数、救護スタッ
フも足りないことが多い。
　本指針では、主催する規模やイベントの内容に
応じた、救護資器材数や救護スタッフの数を明示
することで、資金力による差ではなく、必要な救
護体制を敷くことの重要性を認識してもらいたい。

　以上のように、わが国の救護体制はスタッフ教
育も含めて、世界のイベントと比べ、立ち遅れて
いると言える。
　今後、消防庁の補助金をもとに実施した本研究
が、わが国のイベント救護体制の構築の一助とな
ることを願っている。

3 研究の種 4

MCLSの机上シミュレーション風景


