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Ø熊本地震関係資料の収集

Ø収集した資料の内訳と地震被害

Ø熊本地震デジタルアーカイブシス
テムとTERADAの概要

Ø今年度のTERADAの活動

Øアーカイブの利活用と今後の課題

報告の内容



１.資料収集 デジタルアーカイブ検討WGの設置

＜熊本⼤学で収集可能な地震関連資料＞
1)熊本⼤学の地震対応の状況に関する資料（会議資料、議事録、
広報、計画関連など）

2)施設・設備の復旧に関する資料
3)学⽣⽀援に関する資料
4)医療⽀援に関する資料
5)熊本復興⽀援プロジェクトの資料（7つのプロジェクト成果）
6)熊本地震に関する地震被災調査資料
7)熊本地震に関する研究成果に関する資料
8)他⼤学・機関からの⽀援資料
9)他⼤学・機関の熊本地震被災調査資料

10)災害前（地震前）の同様な資料

1)収集体制構築 2)資料の所在確認 3)使用許諾書 4)資料整理

熊本地震関係資料の収集



２．収集の内訳

収集全資料数 62000点 (2018年3月末現在)
(1)熊本⼤学関係者が収集 43900点 (71％)
・熊本⼤学の地震対応の状況（会議資料、議事録、広報など）
・施設・設備の復旧に関する資料
・学⽣⽀援や医療⽀援に関する資料
・７つの復興⽀援プロジェクト成果
・地震被災現地調査資料
デジタルデータ(写真、⽂書、動画など）99%

(2)他⼤学関係者が収集 18100点 (29％)
・熊本地震被災現地調査資料や報告書等
デジタルデータ 100%

熊本地震関係資料の内訳



３．学内被災資料の分類

A (5141）

B(2929）

C(1375）

大学内関係資料数 13334点

G(383）

F(986)

E(1098)

D(1314）

H(108）

熊本大学内被
災資料内訳

A 学内施設・研究室等被災写真D 38.6(%)

B 被害状況報告 22.0(%)

C 実験機器等被災写真 10.3(%)

D 学生ボランティア活動写真 9.9(%)

E 対策会議記録等 8.2(%)

F 安否確認メール・リスト 7.4(%)

G 避難所 3.0(%)

H 学内被害状況動画（空撮） 0.9(%)

熊本地震関係資料の内訳



①(23321）

②(93205）

③(8046）

現地調査等の資料数 48725点
⑥(1619)

⑤(2892）

④(3527）

現地調査等の資料点数

３．収集資料の内容分類(学外）

①橋梁・道路・土砂崩れ等のインフ
ラの被災写真

47.9(%)

②文化財（熊本城・古墳・石橋等）
被災写真

19.1(%)

③建造物・住宅被災写真 16.5(%)

④被害調査報告書 7.2(%)

⑤寺社・仏閣被災写真 5.9(%)

⑥その他 3.4(%)

熊本地震関係資料の内訳



熊本地震の被害状況

１．熊本地震の状況
• 2016年4月14日21:26 M6.5 震度7
• 2016年4月16日 1:25 M7.3 震度7
• 震度6弱以上の地震が7回発⽣
• 震度5弱以上の地震が20回発⽣
• 余震は4200回以上

２．被害状況
• 死者：251名（関連死含み）

直接死者５０名
• 重軽傷者 2,792名

• 家屋全壊：8,677棟
• 家屋半壊：32,478棟

（平成29年12⽉末現在）



工学部の研究室被災(前震後）

工学部I棟研究室被災(本震後）

学内施設・研究室等被災状況



工学部1号館の被災

学内施設・研究室等被災状況



熊本大学避難所

学⽣ボランティア活動状況



本震後の熊⼤武夫原グラウンドの様⼦

撮影：林奈緒



熊助組の活動状況

学⽣ボランティア活動状況



道路の被災事例



熊本⼤学デジタルアーカイブシステム

研究者

被災者

支援者

教 育

動画

写真

報告書･論文

メール・書類

ひのくに
災史録

デジタル

アーカイブ

保存 活用



熊本⼤学デジタルアーカイブシステムの概要



トップページ

・登録済のデータのタグが
表示
・選択(クリック)すると検
索文字列として表示

検索文字を入力するか、
下の登録済のタグより
選択

熊本⼤学デジタルアーカイブシステムの概要



システム処理の流れ

トップページ 検索結果ページ データの詳細ページ

※現在、システムに登録可能なデータは3000件のタグ付け（エ
クセル形式のデータシート）が終了。今後も作業を継続する。

熊本⼤学デジタルアーカイブシステムの概要



詳細ページ

登録情報が表

示されます

Google Map に撮影

場所を表示します

熊本⼤学デジタルアーカイブシステムの概要



デジタルアーカイブの利活⽤と今後の課題

u熊本大学デジタルアーカイブシステムの構築と共に熊本大学と
しての「デジタルアーカイブ室」は2019年3月末で終了。

u4月から熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター に
「デジタルアーカイブ室」を設置

uメンバーは、竹内裕希子准教授(主)、田中准教授、稲本・辻・
大瀬良の各研究員。チーム名はTERADA（ Team of Education and 
Research According Digital Archive ）

u第五高等学校で在籍して学び「天災は忘れた頃にやってくる」
の言葉を残した物理学者の寺田寅彦にあやかって命名。

uアーカイブシステムをどのように活用するかのかが課題。復
旧・復興支援や防災・減災教育に活用するため、チームの活動
方針を３つ決定。



デジタルアーカ
イブ室のパンフ

研究・活用の概要

部門の概要

平成28年熊本地震は、熊本大学が所有す
る国の重要文化財である五高記念館や工学

部１号館などに甚大な被害を与え、その姿

は被害の爪跡を視覚的に物語っていました。

しかし、復旧工事によりそれらの痕跡が消
失したことに加え、学生の卒業により熊本

地震経験者の減少が学内で進み、熊本地震

の記憶や教訓の継承と風化が懸念されます。

デジタルアーカイブ室は、アーカイブ
「ひのくに災史録」を構築し、熊本地震の

記憶や教訓を記録し後世に伝え、地震災害

に限らず将来起こりうる災害への備えの必

要性を伝える研究・教育活動を行なってい
ます。

「ひのくに災史録」は、平成28年熊本地震の被
害や復旧・復興の過程で得られたノウハウや教訓

等を記録・整理してデジタルアーカイブとして蓄

積し、

今後の復興支援や防災教育等に活用することを目
的として構築を進めています。

熊本大学の前身である第五高等学校で学び「天

災は忘れた頃にやってくる」の言葉を残した物理

学者 寺田寅彦にあやかり，活動チーム
TERADA(Team of Education and Research 

According Digital Archive)を設置し次の3つの方

針に基づいて活動を進めています。

①データと人をつなぐ

熊本大学構内における熊本地震の記憶の継承地

を学生を対象としたアンケート調査から抽出し，

デジタルアーカイブと連動した伝承看板の設置と

活用方法を検討しています。また，災害時の学生
行動を整

理し，新入生に向けた熊本地震の伝承と備えの向

上を目的とした映像作成に取組んでいます。

②できたこと、できなかったことをつなぐ

デジタルアーカイブは，どこにいても災害など

の写真や動画，音声を閲覧することが可能になる

他，データの劣化を考慮することなく膨大な量の
データの保存できるが可能であることが大きな特

徴です。震災直後だけでなく，復旧・復興への変

遷に関わるデータ，豪雨災害や高潮災害，火山災

害などの熊本におけるこれまでの災害に関する
データを収集し提示するデータ構築のあり方を検

討しています。

③現場と教育をつなぐ
「ひのくに災史録」の活用事例・データ構築事

例を2011年東日本大震災をアーカイブする東北大

学やハーバード大学と共有し，アーカイブデータ

を利用した研究・教育の連携・交流に取組み、活

用に向けた教育プログラムの開発・検証を行いま
す。

氏名 専門分野

室長
竹内裕希子 准教授

博士（理学）
地域防災/防災教育

山尾敏孝 名誉教授
博士（工学）

構造力学/耐震工学

田中尚人 准教授
博士（工学）

都市地域計画
景観まちづくり

稲本義人 特定事業研究
員

システム開発
危機管理情報システム

辻 泰明 研究員 都市計画/土木史

大瀬良俊二 研究員 地域防災/防災教育

スタッ
フ
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デジタルアーカイブの利活⽤と今後の課題

大学が発行している
記録集には一般の学生の
声が含まれていない

記憶の風化と
想起する機会の減少

熊本地震を経験して
いない学生の入学

平成28年熊本地震記録集

熊大の教養教育科目内のアンケート調査(H30)
(N=99,学部1年対象)
水・食料の備蓄をしている 30%
避難所の確認ができている 40%

防災意識の低下



②データと人をつなぐ①できたこと，できな
かったことをつなぐ

③現場と教育をつなぐ

TERADAの3つの活動方針
①できなかったこと，できなかったことをつなぐ
②データと人をつなぐ
③現場と教育をつなぐ

TERADAの活動⽅針



①できなかったこと、できなかったこ
とをつなぐ

ひのくに
災史録

デジタルアーカイブ

できなかっ
たこと

できたこと

ü データの劣化を考慮することな
く膨大な量のデータの保存が可
能であることが大きな特徴

ü 震災直後だけでなく，復旧・復
興への変遷に関わるデータ，豪
雨災害や高潮災害，火山災害な
どの熊本におけるこれまでの災
害に関するデータを収集し提示
するデータ構築のあり方を検討。

TERADAの活動⽅針



②データと人をつなぐ

ひのくに
災史録

デジタルアーカイブ

関係する人

ü 熊本大学構内における熊本地震の
記憶の継承地を学生を対象とした
アンケート調査から抽出し，デジ
タルアーカイブと連動した伝承看
板の設置と活用方法を検討

ü 災害時の学生行動を整理し，新入
生に向けた熊本地震の伝承と備え
の向上を目的とした映像作成。

TERADAの活動⽅針



③データと教育をつなぐ

ひのくに
災史録

デジタルアーカイブ

教育

ü 「ひのくに災史録」の活用事
例・データ構築事例を2011年東
日本大震災をアーカイブする東
北大学やハーバード大学と共有

ü アーカイブデータを利用した研
究・教育の連携・交流に取組み、
活用に向けた教育プログラムの
開発・検証を行う

TERADAの活動⽅針



地震時において、地震対応に当たった熊本大学の役職
者（学長、副学長など9名）へのインタビューの実施

今年度のTERADAの活動

インタビューの風景

１．前震から本震、発災1週間後まで
の動きを振り返って。

２．担当部署の被害と復旧、災害対
応についてできたこと。

３．担当部署が発災時・復旧・復興
の過程で社会的に果たした役割。

４．熊本地震から３年半が経過。経
験をこれからどう活かすか？

５．役職を退く時の引継ぎは？
６．熊本地震の記憶を後世に伝える

ためのメッセージ。

【質問事項】



今年度のTERADAの活動

熊本地震を思い出す場所の要素は以下の3点である。
①熊本城のように象徴性がある：
「五高記念館」

②被害を受けた建物や場所：
「五高記念館」「工学部1号館」

③避難した場所：

「武夫原グラウンド」

※伝承看板イメージ図

熊本大学デジタル
アーカイブへリン
クするQRコード

<伝承看板>の設置



今年度のTERADAの活動
工学部1号館の変遷

被災後 立入禁止
2階に水平クラック発生

2年間の仮設校舎

新校舎 2019年3月解体



学生主催のワークショップ開催 2019.10.8

今年度のTERADAの活動

目 的：
熊本地震を経験した

学生達によるワーク
ショップを開催し、熊
本大学の新入生向けの
アーカイブを利用した
防災学習のコンテンツ
と教材を提案。

参加者：
4年 11名、M2 9名 ワークショップの風景



ワークショップでのグループ討議

今年度のTERADAの活動



「防災・減災の研究や教育で活用！」

■熊本地震から３年半たち、地震経験のない学生が入学
→ アーカイブシステムを活用して熊本地震の発生状況,

被災状況、備え、ボランティア活動等について学ぶ

■アーカイブデータを防災・減災対策として利用
→ 地震から教訓や復旧に向けてのストーリーの構成

時系列やそれぞれの立場でデータを整理

■熊本大学の教養課程や専門課程の防災・減災カリキュラ
ムでの活用

→ カリキュラムのコンテンツ作成

留学生や中高生にもグローバル教育が可能

デジタルアーカイブの利活用と今後の課題

①利活用しやすいシステムにするには？



「地震や地震以外の災害データおよび大学の図書

館にある貴重資料の活用！」

■地震関連の資料は、復旧・復興の過程もデータ化する。
→資料を継続収集し、アーカイブシステムにデータ入力

■地震以外の災害関連の資料を収集し、防災・減災対策と
して利用。

→各種災害からの教訓や復旧に向けてのストーリー構成

■大学の附属図書館の貴重資料のデジタル化の実施と公開

→ グローバルコンテンツの作成とシステム公開

デジタルアーカイブの利活用と今後の課題

②地震及び地震以外のデータは？



③今後の大学の対応 学術連携

＜ハーバード大学との連携＞
■大学交流協定の締結
アーカイブデータを利用した研究
・教育の連携と交流

■学生派遣による留学の活用
■歴史的資料のデジタルアーカイブ
を用いた交流による利活用と開発

ハーバード⼤学
＜国立図書館及び他大学との連携＞
■東北大学や他の大学・研究機関と
の震災データの収集とデータを利
用した研究・教育

■学術論文や研究成果のシンポ公開
■デジタルアーカイブシステムとコ
ンテンツの研究や学生の交流

デジタルアーカイブの利活用と今後の課題



ご清聴ありがとうございました


