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1. 事業の概要 

本事業はこれまで減災館が果たしてきた、産官学民連携拠点としての機能をさらに

強化し、地域貢献活動の拡充を行うものである。具体的には、減災館の各種展示教材

を多言語化するとともに、来館者の年齢・職業などに応じた見学のナビゲーションを

実装する。また、伊勢湾台風の特別企画展や、防災推進国民大会への参画を通じ、多

様な人材を減災館に呼び込む事で、当地域の防災人材と連携した新たな減災共創社会

実現のための活動をスタートさせることを目指す。 
 

 減災館の機能を強化する多言語化・ナビゲーション実装 

 既存の公開展示について多言語対応を行うべく、主要展示物に関する解説ビ

デオを作成した。さらに、ビデオに英語字幕を付与し、来館者の属性に応じ

たナビゲーションが可能なシステムを開発した。また、ナビゲーション時に

IC カード入館証を用いることによって、展示物の利用状況を把握し、展示の

更新・進化が容易な学習システムとした。 
 他の防災展示施設と連携した特別企画展の実施と広域からの来館者誘導 

 伊勢湾台風 60 周年をテーマに、他の防災展示施設と連携して情報を集約

し、特別企画展示を実施した。さらに、集約した情報を活用して防災推進国

民大会にも出張展示を行い、地域外からの減災館への誘導を試みた。他地域

の人材と当地域の人材の交流を誘発する「つなぎ舎」の実施を通じ、地域に

新たな連携と減災共創社会のための取り組みのきっかけを作ることができ

た。 
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3. 減災館の機能を強化する多言語化・ナビゲーション実装 

(1) 公開展示解説ビデオの作成とインバウンド対応 

減災館来館者が見学を行う際の、各展示物への誘導と展示物の利用方法説明を行う

ための解説ビデオを 29編作成した。（表 1、写真 1） 

動画内のナレーションについては、英文での字幕翻訳も行い、インバウンド需要に

対応可能なものとした。 

  

番号 資料名（英題）

1 　Welcome to Gensai-kan

2
　Bi-directional Shaker and Computed
　Ultra-Response Integration Environment

3 　Past and Present Map

4 　3D Visualized Map

5
　Aerial Photography on the Floor &
　Projection Mapping

6 　Pinocchio Bururu

7 　Head Mounted Display Bururu

8 　Liquefaction Stripped Surface

9 　Historical Owari Province Map

10 　Tapping Sand and Dilatancy

11
　Recommended Emergency Stockpiles for
　Household

12 　Gensaikan -BIM

13 　Tsunami Bururu

14 　Long ｐeriod ｇround ｍotion:Series１

15 　Long-period Swing Rope

16 　Multi-layered Bururu

17 　8 Pendulum Bururu

18 　Long ｐeriod ｇround ｍotion:Series2

19 　Ground Bururu

20 　High-rise Building Bururu

21 　Upside-down Bururu

22 　Hand-Turned Bururu

23 　免震層説明 　免震ギャラリー 　The Base Isolation Gallery

　天然ゴム系積層ゴムアイソレータ 　Laminated Rubber Isolator

　CLB（直動ころがり支承） 　Liner Slider Bearing

　オイルダンパー 　Oil Damper

　建物加振試験用ジャッキ 　Jacks for Building Excitation Test

25 　Rooftop Laboratory

26 　Rooftop actuator vibration system

27
　AR Application for Vibration Experiencing
　Enviroment

28 　Virtual Pendulum Experiment System

29 　Pallet Bururu

　バーチャル振り子実験システム

　パレットぶるる

24

　屋上説明

　手回しぶるる

　地下・免震層

　屋上加振システム

　振動体験環境を補強する拡張現実（AR）アプリケーション

　多段ぶるる

　長周期8連振り子ぶるる

　長周期シリーズ2　説明

　地盤ぶるる

　高層ぶるる

　逆さぶるる

　備蓄品の実物展示

　減災館BIM

　津波ぶるる

　長周期シリーズ1　説明

　長周期ぶらさがり綱

　ピノキオぶるる

　ぶるるグラス

　液状化痕剥ぎ取り断面

　尾張国絵図

　砂トントン+ダイレタンシー

資料名

　減災館説明

　BiCURI

　今昔まっぷ

　3Dヴィジュアライズ

　床面空中写真（名古屋）

表 1 解説ビデオのリスト 

写真 1 解説ビデオの例 



(2) 館内ナビゲーションシステムの開発 

 解説ビデオを最大限活用するとともに、利用者の属性に応じた個別のナビゲーショ

ンを可能とするシステムを開発した。IC カードを入館者証として来館者に配布し、各

展示物に設置されたカードリーダーにタッチすると、解説ビデオが流れ、次の展示へ

と誘導案内が表示される。システムログの分析により、展示物の最適配置や見学ルー

トの改善、利用動向の把握などが可能となった。 

 

   

写真 2 左：IC カードとカードリーダー、中：ナビゲーションシステム待ち受け画面、

右：動画再生中の様子 

 

4. 他の防災展示施設と連携した特別企画展の実施と広域からの来館者誘導 

(1) 伊勢湾台風特別企画展示の実施 

本事業を実施した 2019 年は伊勢湾台風から 60 周年であり、この節目に当時の

被害を再検証するとともにその成果を共有すべく、本事業と並行してクラウドファ

ンディング事業（募集期間：7 月 1 日～9 月 26 日、寄附総額 255.9 万円）を実施し

た。その成果として、特別企画展示に加え、特別シンポジウムおよび巡検バスツア

ーを開催することができた。 
減災館における特別企画展示では、各被災地で撮影された当時の写真や、予測さ

れる「スーパー伊勢湾台風」の被害想定、当時の避難状況や復興過程を改めて分析

した結果等をパネル展示した。さらに一般財団法人地図センターの協力を得て、伊

勢湾台風から 2 週間後の空中写真をデジタル化し、大判印刷することで目玉展示と

した（写真 3）。会期中（9 月 25 日～1 月 17 日）は幅広い世代から約 5,000 人の来

館があった。 
特別シンポジウムは計 3 回にわたって開催した（写真 4）。第一回（11 月 16 日）

は、名古屋大学土木系教室との共催ならびに同教室同窓会「鏡ヶ池会」の協力によ

り実施され、被害から得られた教訓とその後の文明発展により生じた新たな課題に

対し、河川、海岸、都市など各分野の専門家による話題提供と議論が行われた。第

二回（11 月 20 日）は、伊勢湾台風の記憶と記録を後世に伝えていくという命題に

対し、防災専門図書館をはじめとする関連資料収蔵機関から取り組み、ならびに課

題が示された。第三回（12 月 21 日）は、大判空中写真をはじめとする特別企画展

示品の詳述や、大規模浸水地を研究者と辿る巡検バスツアー報告、各担当者が実施



した調査研究の報告などが行われた。これらの特別シンポジウムには、地域の方々

を中心に延べ約 300 名が参加した。 
 

 

 

 

写真 3 左上：パネル展示、左下：大判空中写真、右：企画展チラシ 

 

  

写真 4 シンポジウムパネルディスカッションの様子（左：第一回、右：第二回） 

 

(2) 防災国民推進大会 2019への参画 

国民一人一人の防災意識向上を図るための内閣府主催イベント「防災国民推進大

会 2019＠名古屋」にて、幅広い層に防災について考える機会を提供した。 
防災人材交流シンポジウム「つなぎ舎」では、過去の被災地において様々な形で

「つながり」を創出した経験者をゲストに迎え、「つなぐ」事に関する問題提起が

なされた。その後のワークショップでは、参加者がグループ毎に「次の担い手たる



若者へどうつなぐか」や「産官学民の多様なセクターをどうつなぐか」等のテーマ

でディスカッションを行った。参加者間で活発な意見交換がなされ、地域防災力の

向上のために「つながる」きっかけを提供することができた。（写真 5） 
 また「巨大地図プロジェクションマッピング」を設置し、床面の日本地図上に

ハザードマップ等の情報レイヤーを投影し、将来の災害で起こりうる状況を想像

してもらった。参加者には親子連れも多く、将来のために今すべき対策を考える

ことにつながった（写真 6）。 
 

 

写真 5 防災人材交流シンポジウム「つなぎ舎」 

 

 

写真 6 巨大地図プロジェクションマッピング 
 

5. まとめ 

 本事業では伊勢湾台風 60 周年や防災国民推進大会の名古屋開催などの期を捉え、減災社

会構築のための連携のきっかけを作ることができた。また、インバウンド対応を含めた減災

館の機能拡充によって、次年度以降のさらなる地域連携を目指し、地域貢献活動を担ってい

く所存である。 


