地域住民の防災意識向上を目指した
体験型実践教育システムの構築とその実行
（地震編）
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１．はじめに
鹿児島は，地震はもちろん，特有のシラス地盤と毎年の台風襲来や亜熱帯気候に近い豪雨によ
る土砂災害，火山活動に伴う地震や爆発的噴火等々，わが国でも極めて多くの自然災害の危険に
晒されている地域であり，防災は地域最重要課題の一つであると考えられる．災害に強いレジリ
エントな地域社会の実現のためには，ハード面での機能強化はもちろんのこと，ソフト面の対策
が機能しなければならず地域住民の防災意識向上が必要不可欠となる．
巨大地震の被害を最小限に抑えるためには，自助，共助，公助のそれぞれが役割を果たすこと
が大切であると考えられる．しかしながら，地震による犠牲者の多くは，地震発生直後の建物の
倒壊や家具の転倒等によるものが大きいと言われている．現在は，巨大地震に対して危険を回避
するべく，緊急地震速報により住民に周知されるが，速報後の自助，共助の素早い対応が重要で
あると言える．しかしながら，図 1 に示
すあるアンケート結果 1)では，震度が 4
～6 強の地震に対し，揺れの最中の行動
について調べている．この結果，身を守
るための行動として，「倒れそうなもの
を押さえた」や「建物の外に出た」
「机
の下に隠れた」などの回答が多くを占め
る中，全体の 20%の回答が「何もしなか
った（何もできなかった）」となってい
図 1 巨大地震が起きた時（揺れの最中）の行動
る．これは，予期せぬ大きな揺れに直面
（震度 4～6 強）
し，冷静な行動ができなかった人が多か
ったものと推察される．
地震の揺れは不規則であり，また，非
常に激しい．気象庁では，震度階級の人
の体感・行動について図 2 のように取り
まとめている．このように震度 5 以上の
地震が発生すれば，大半の人が恐怖を覚
え，行動が難しい状況となる．これは，
未経験な激しい揺れに対する恐怖であ
ると推察される．冷静な行動を要求する
のであれば，やはり地震を知ることが大
切である．
このような中，昨年度，海洋土木工学
科では地域防災の教育研究拠点となる
べく，新たに 2 次元水平振動台や大型 2
次元加振実験装置を新規導入した．そこ
で，本事業では，地域防災に関する地域
住民への実践的教育の一環として，振動
装置を利用した体験型の教育システム
を構築することを目的とする．また，こ
れを利用して，次世代を担う子供たち
図 2 地震時の人の体感・行動

（特に中高生）や一般住民の参加を募り，体験型学習の実施を目指すものである．
2．地震に関する体験型実践教育プログラム
本事業の全体計画としては，新規導入した水平振動台やその他機器を利用した様々な災害に対
する体験型教育システムを構築することにある．今年度は地震による揺れや構造物の耐震技術に
特化した教材の作製を目標とする．今回考えたプログラムは以下のとおりである．これらを実行
することにより地域住民の防災意識向上を目指す．なお，いずれのプログラムも体験前にパワー
ポイントによる解説を行い，地震についての基礎知識について教育も行う．また，図 3 に表紙を
示すが配布資料として，今回のプログラムについて分かり易い資料を作成し，理解向上に努める
とともに，帰宅後に家族や仲間で地震について考えてもらえる題材とする．
2.1 地震・免振に関する体験学習プログラム
地震への備えとして，実際の揺れを体感しておくことは地震時の初期行動を行う上で非常に重
要である．また，家具等の転倒防止装置の設置など事前対策を行う必要性も再確認できる．そこ
で，本プログラムでは，実際に発生した地震動を水平振動台で再現し，その揺れを体験してもら
うことを目的とする．今回採用した地震動は，阪神淡路大震災で観測された地震動を震度 5 レベ
ルに小さくしたものとした．これは，安全性を考慮したためである．震度 5 レベルで歩くことが
困難になる状態であり，また，不規則波の振動は恐怖を覚える．プログラムでは，これらを体験
してもらうこととした．ここで，プログラム実施にあたり安全対策として，防護柵の設置，安全
具の着用を行った．
また，耐震構造や制振構造，免振構造などの地震対策が行われているが，実際にどのような技
術であるかは理解されていない．そこで，現在の最新技術として，免震構造に着目し，簡易な免
振台を作製・設置し，受講者に耐震技術を体験してもらうこととする．免震構造は鹿児島市立病
院などに導入されている技術である．これにより，工学への興味を持ってもらうことも狙いであ
る．
2.2 レゴブロックを使った構造物の振動・破壊に関する学習プログラム
日本は地震大国といわれており，過去にも阪神淡路大震災や東日本大震災，熊本地震と大規模
な地震災害が発生している．我が国に住んでいる以上，地震とうまく向き合いながら生活してい
かなければならない．そこで，地震教育の一環として，どのような構造が地震に対して壊れにく
いのかを認知する必要性があるため，地震に強い構造形式について学ぶきっかけを作る教育プロ
グラムを作成する．
対象が一般の方々であることから専門用語を並べても，理解してもらうのは難しい．そこで，
レゴブロックで実際に構造物模型を作ってもらい，どの程度の揺れに耐えることができるのか，
実験的に体験してもらうプログラムである．また，短柱，長柱を用いた振動と揺れの関係，どの
部分から破壊が生じるのかなどを考えてもらい，実際に実験する．

図 3 配布資料の一例

熊本地震では木造建築やピロティ－形式の建築物が，阪神大震災では高速道路の橋脚やビル等
の 1 階または中間層での層破壊などが確認されている．これらとレゴブロックの実験とを併せて
地震時の構造物の安全性について考えてもらうきっかけを作る．
3．地震に関する体験型実践教育の実施
3.1 夏のオープンキャンパス（対象：高校生）
夏のオープンキャンパス（8 月 5 日開催）において，体験講義「いのちを守るまちづくり～地
震災害に備えて～」の中で，27 人の高校生および保護者を対象に実践教育を実施した． 写真 1
～4 に体験講義の状況を示す．
講義終了後にアンケートを取った結果，「地震に強い建物を建設することは大事だと思ったか」
の問いに対して，全受講生が「そう思った」との回答が得られ，免振技術およびレゴブロックで
の実験に対して自由回答では表 1 に示す回答が得られた．受講者全員が興味をもっていたことが
うかがえる．

写真 1 講義の様子

写真 2 地震体験

表 1 体験学習後のアンケート結果（自由回答）
学年

免震構造について感じたこと

レゴブロックの実験に関して感じたこと

免震が色んなところで利用されたらいいなと思いました。

レゴでもあのような実験ができるのがすごかった。

すごい、その一言です。

新しいことを知れました。

高1 とても役に立つ情報だと思いました。
簡単な装置に見えたけどすごいと思った。

特になし。
700分の1のスケールで地震の実験を見ることができてよく分かりま
した。

揺れはだいぶ違った。
これからの日本の将来に絶対に必要な技術だと思った。

構造物によって揺れが違うことをはじめて知った。良かったです。

全く揺れていなかった。
スケートボードと同じ原理かなと思った。

高さや太さを変えていろいろ変えて実験してみたい。

地震が起こりやすい地域を中心に普及していけばいいなと。
小さい建物は揺れが大きいときに揺れて、大きい建物は揺れが小さ
いときに揺れが大きいのが分かった。
大きな地震のシミュレートでもきちんと力がでていて良いと思いまし建物の質量と揺れる力との関係性が知れてよかった。

高2 すごいと思った。

周りは揺れているのに自分は揺れていなかったため免震の技術は地 高い建物のほうが揺れやすいと思っていたが、そのような単純なこ
震対策に大いに役立つと思った。
とではなくもっと奥が深かったため興味深いと感じた
ゆれを抑えるというより相殺するという考え方がおもしろかった。 すごく分かりやすくてタメになった。
すごくすごいです。

高3

ゆれてなくてすごかった。

高さで揺れが変わるのが不思議に感じた。

すごいなと思った。

ものによって揺れる時間が違うことに驚いた。

すごいと思いました。

高い建物は怖いと思いました。

地震の多い所には必要なものだと思った。
中にいる人がぜんぜん揺れていなくてすごかった。
超伝導とかで浮かせられたらもっとすごそう。

建物が高ければ高いほど揺れが大きくなっていた。

宙に浮いたらもっとすごいと思った。
高い分効果も大きいのかなと思った。

同じ細さで見たかった。

写真 3 免振体験

写真 4 レゴで振動学習

3.2 秋のオープンキャンパス（対象：高校生）
秋のオープンキャンパス（11 月 17 日開催）において，工学部独自企画の一つとして約 40 名の
高校生および保護者を対象に実施した．写真 5～8 に体験講義の状況を示す．工学部に興味を持っ
た高校生であったため，振動問題に詳しい生徒もいたが，実際に実験することで，より興味を持
ったようである．

写真 5 講義の様子

写真 7 地震体験

写真 6 レゴで振動学習

写真 8 免振体験

3.3 大学祭（対象：一般）
大学祭期間中に一般公開として，公開授業を 11 月 18 日に実施した．一般の来場者を対象に希
望者がいれば随時実施した．写真 9～15 に体験講義の状況を示す．ここでは，レゴブロックによ
る振動学習において，実際に参加者にレゴブロックを用いた模型を作製していただき，加振試験
を実施した．それぞれ異なる模型が様々な揺れをお越し，倒壊する様子を参加者全員が興味深く
観察していた．また，地震体験では，幼児から大人まで実際の地震動に驚き，特に，小さな子供
のいる保護者の皆様は地震に対する備えの重要性を再認識されていた．受講後は，大変感謝され，
「とても為になった」「勉強になり，また，楽しかった」「高いほうが揺れることを知り，高層階

に自宅を構えているので，帰ってすぐに地震対策を行います」
「より多くの人に伝えてほしい」
「た
またま通り過ぎたから分かったものの，もっと多くの方に参加いただけるようにアナウンスした
ほうがよい」など，多くの意見をいただいた．

写真 9 講義の様子

写真 10

レゴで振動学習

写真 11 レゴで振動学習

写真 12

地震体験

写真 13 地震体験

写真 14

地震体験

写真 15 免振体験

3.4 新潟県立海洋高校（対象：高校生）
10 月 22 日に施設見学で訪問された新潟県立海洋高校の高校生に対して体験授業を実施した．
写真 16～19 に体験講義の状況を示す．

写真 16

レゴで振動学習

写真 18

地震体験

写真 17 レゴで振動学習

写真 19 体験後のディスカッション

3.5 韓国教育者研修会（対象：一般）
1 月 21 日に施設見学で訪問された韓国の教育者研修の団体に対して体験授業を実施した．写真
20～21 に体験講義の状況を示す．

写真 20

地震体験

写真 21 受講後の集合写真

4．おわりに
平成 30 年度の地震火山地域防災センター調査研究プロジェクトに採択いただき，1 年間にわた
り実施することができた．本プログラムを今後も継続的に実施していきたいと考えている．これ
により，地域住民に対する地震防災の一助となれば幸いである．
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