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大島商船高等専門学校
電子機械工学科教授 浅川 貴史

１．報告対象事業
事業名

広島広域都市圏地域貢献人材育成支援事業

区分

④安全・安心な暮らしの確保

テーマ

災害時の早期避難を促す仕組みづくり

題名

地域現状に対応した IoT 技術を用いたシステム構築

対象人材

専攻科１年 １６名・創造工学演習（PBL 型授業）

２．活動計画・実施状況
2.1 目的
海・山の隣接した地域で発生する災害について，講演と現地視察を通じて理解するとと
もに，工学的な観点からの対策を立案できる人材の育成を行う．

2.2 内容
電子情報システム工学専攻１年の創造工学演習・後期授業にて，地元自治体の危機管理
課等より，災害ハザードマップや長期・短期の防災対策について講演を実施する．その後，
災害危険区域の現地視察を行い，早期避難を促す工学的なシステムを立案・試作する．
なお，過年度の同授業での活動内容を以下に示す．
H30 資料 1「”KOSEN（高専）4.0”イニシアティブ」支援事業
R1 資料 2 高専ワイヤレス IoT コンテスト（総務大臣賞受賞）
R2 資料 3 NTT docomo による災害対応講演・実演
（オンライン授業対応によりシステム試作なし）

2.3 期待される効果
過疎地や島を含む地元の特性と災害との関係について理解を深める，実際に稼働可能
なシステムの構築を目指すことで，実践的な「安全・安心」に関する力を身につけた技術
者の育成を行うことができる．
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2.4 実施スケジュール
令和 3 年度
10 月

・自治体の災害・防災対応についての特別講義（柳井市危機管理課）
対象地域（柳井市）ハザードマップ確認
調査対象地域の選定と調査項目検討

11 月

・現地視察（柳井市）
・災害時システムの立案・設計
テーマを「早期避難」として，４グループ個別で検討

12 月

・災害時システムの試作
実際に稼働可能なシステムを試作
・最新通信技術と災害時対応についての特別講義（株式会社 NTT docomo）

1月

・災害時システムの実証実験（オンライン作業併用）
・広島広域都市圏地域貢献人材育成支援事業の成果発表（代表２名オンライン）

2月

・災害時システム演習発表会（オンライン）

３．活動内容
3.1 柳井市危機管理課による特別講義
過年度までの実証実験では，周防大島町を中
心に活動を行っていたが，本年度は本校の学生
構成の多くを占める柳井市を活動対象地域と
し，柳井市危機管理課の協力により特別講義を
行った．講師には，周防大島町や柳井市で消防・
救命でも活躍している柳井市総務部危機管理
課の河村健次氏を講師に迎え，柳井市の防災体
制，過去の災害事例，避難情報システムの仕組み，ハザードマップの活用方法などについて
学んだ．講師からは，電子メールやスマートフォンの活用が今後は主流になり，高専生をは
じめとする IT 技術者の役割が重要であること，さらに高齢者の多い過疎地域では，誘い合
い，助け合いながら，地域全体での避難方法を考えることが大切であることが説明された．
受講生も自分たちの住んでいる地域での災害や，自分の家族を考えながら，自らの問題と
してしっかりと考えを深めることができた．

3.2 現地視察（柳井市）
前項の特別講義を受け，実際の現地視察を行った．当日はコロナ禍の感染対策を十分に行
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い，大型バスにより以下の重要なポイントを巡回した．
①柳商橋
氾濫発生が予想される柳井川の下流部分で，河川水位計の設置状況と通信設備について
説明を受けた．河川の両岸で地形が大きく違い，水位が上がった場合は簡単に護岸（道路）
を越えることがよくわかった．
②黒杭川上流ダム
柳井川上流のダム見学を行った．このダムは２段式のダムで，
放流などの管理には上下流のダムでの連携が重要であるとの説
明と，普段は見学できないダム内部の見学も行った．
③柳井ウェルネスパーク
ウェルネスパークは柳井市の高台にあり，重要な避難場所であると同時に，ヘリポートや
災害時用備品の備蓄倉庫も備えている場所であった．しかし，もう一つの側面として，一部
箇所が土砂災害危険地区に指定されており，ハザードマッチとの照合が重要であり，事前に
確認することの重要性について説明を受けた．
④新庄地区・土穂石地区
ここ数年で 2 度の浸水被害をうけた地区の視察を行った．一見
するとのどかな田園風景に見えるが，その分，水捌けが悪く，排
水が追いつかなくなるとすぐに浸水被害が発生することを現場
で確認することができた．
⑤ビジコム柳井スタジアム
普段は野球場がある場所ぐらいの認識だったが，アメダスなどの気象観測装置が設置さ
れていた．また，海と川を仕切る大きな水門があり，高潮などの対策について説明を受けた．

3.3 最新通信技術と災害時対応についての特別講義（株式会社 NTT docomo）
現在，本校と株式会社 NTT docomo は練習船「大島丸」を使っ
た災害時の対応について連携協定を締結している．そこで，この
協定を踏まえ，株式会社 NTT docomo による２つの特別講義を行
った．まず，本事業との連動講義として「最先端情報技術につい
て」の講義を行い，5G/ビッグデータの技術概要及びドコモでの
活用事例について座学と移動基地局運用の実演見学を行った．
また，本事業とは直接関係しないが，本科 4 年生を対象に「防
災・災害時対応について」の講義も行った．
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3.4 災害時システム試作・実証実験
システム試作では，Sub-GHz 帯無線モジュール（IM920）と小型コンピュータ（RaspberryPI3）をベースとし，ハードウェアとソフトウェアを試作した．コンセプトは本事業のテー
マ「災害時の早期避難を促す仕組みづくり」そのものとし，具体的に柳井市のどの地域で使
用可能かを考えること，実現可能であり，なおかつ将来性を見据えたものであることを必須
要件とした．
実際の作業では，電子機械工学科出身の学生と情報工学科出身の学生が混在するかたち
となるように配慮しながら全体を 4 つのグループに分けした．グループ内では，それぞれ
が自分の研究で養った知識を活かし，電子機械工学科出身の学生は主にハードウェアを，情
報工学科出身の学生は主にソフトウェアを担当しながら協力して実施した．
作業としては，最初に防災・災害に関係する文献（本事業にて購入）について調べ，これ
までの講義や視察との関連性を明確にした．つぎに，作業分担を決め，必要となる無線仕様
の確認，周辺機器の手配などを行った．ハードウェアやソフトウェアの試作は，各研究室に
て作業を行い，それらを結合し最終的なデバッグと実験を行った．
なお，学校の遠隔授業対応の影響で試作完成まで至らない，もしくは実証実験まで完了し
ないグループもあったが，本事業の目的は人材育成であり，目的は十分に達成できた．

A．河川シミュレーション表示による情報提供システム
受信側

送信側

一般的な機能
受信した水位・流速の情報
河川のシミュレーションを表示

受信機

無線通信により
河川の情報を送信

河川に設置されたセンサーにより
水位・流速の情報を取得
無線モジュールにより情報を送信

受信機
Raspberry pi

Raspberry pi

受信機

送信機

各家庭に
一台配布

各河川に
一台配置

バッテリー
無線モジュール
表示画面の例

センサー
無線モジュール

モニター

水害発生時に通信障害が起こっても
河川の状況を把握することが可能

管理者端末機能
送信機の設定を編集可能
管理者用

管理者端末によりシステム導入を容易に

B．高齢化・単身化社会の水害対策システム

4

C．IM920 を用いた土砂災害警報通知システム

提案するシステムの概要
ØIM920を⽤いた⼟砂災害警報通知システム
1.
2.
3.
4.

対象地域の警戒情報を取得
IM920による通信で⼦機に警戒情報を送信
⼦機とスマートフォン等の端末をローカルで接続
警戒情報をスマートフォンへのプッシュ通知で知らせる

D．各家庭の避難状況の把握&避難要請
親機の動作

親機

避難所

⼦機の動作

各家庭

親機

②避難を 要請する

データ 受信

③現在の避難状況を 返信

①避難し ていない⼈ を 確認
ID

名前

場所

年齢

避難状況

001

⼀河

⼤島町1-1

52

未完了

002

⼆河

⼤島町1-2

89

完了

003

三河

⼤島町1-3

78

未完了

⁝

⁝

⁝

⁝

⁝

×

×

親機
位置情報データ と 共に送信

ID 0 0 1
⾃ 分で ⾮ 難し ま す

×

避難済みのため送信し ない
事情があ っ て 避難で き ま せん

⼦機

ID 00 2

⾃ ⼒ で の避難が困難な た め救助を 要請し ま す

⼦機

各々の状況に応じ て ボタ ン を 押す！
ID 0 0 3

現在の状況を 返信

各家庭の避難状況の把握& 避難要請

４．まとめ
本校では，広島広域都市圏地域貢献人材育成支援事業の助成を受けて，専攻科創造工学演
習の授業を対象に，防災・災害時に対応するシステムの構築が行える技術者の育成に向け，
特別講義・現地視察，およびシステム試作・実証検証を行った．結果として，学生の防災・
災害への意識の向上と，技術者として社会貢献への意欲向上に役立った．
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