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学研都市ひびきのバス停

第143回産学交流サロン「ひびきのサロン」

Measuring Strength and Weakness of the Society in Disaster Responses
　サプライチェーンの複雑化により、ある場所で起こった災害が思わぬ場所に社会的、経済的な影響を与える
可能性が高まっている。このような複雑な連関関係を数理モデルで表し、災害が社会と経済に与える影響を
包括的に捉える試みを災害大国である日本とフィリピンの研究者が紹介する。

災害の経済的影響：概要と傾向
Economic Impacts of Disasters: Overview

災害 REALM プロジェクト： 自然災害の経済への
影響を測る web ツールづくり
Living in the  “Disaster-REALM” : A Web-based Tool for
Estimating the Economic Impact of Natural Disasters

北九州における先進的な危機管理研究
Innovative Disaster Management Research in Kitakyushu

北九州市立大学　教授　奥山 恭英 氏
Yasuhide Okuyama, Professor

The University of Kitakyushu

デ・ラ・サール大学 ( フィリピン )　
准教授　クリスタ・ダニエル・ユー 氏

北九州市立大学　准教授　加藤 尊秋 氏
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災害に対する社会の強みと弱みを測る

発表 3

Krista Danielle S. Yu, Assosiate Professor
De La Salle University(Philippines)

Takaaki Kato, Associate Professor
The University of Kitakyushu

産学連携統括センターホームページ第 143 回産学交流サロン
参加申込みフォームもしくは裏面 FAX にてお申込みください。 産学連携統括センター 北九州

（公財）北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター
TEL： (093)695-3006 FAX：(093)695-3439

【お申し込み】
北九州市立大学 事務局企画管理課 担当：三宅・國

FAX：(093)695-3368

【お問い合わせ】

TEL： (093)695-3311

ひびきのへのアクセス

15:30ー 17:30
北九州学術研究都市 学術情報センター 遠隔講義室 1

時間 (Time) 
場所 (Place)

参加無料

Tele-Lecture Room 1, Media Center,Kitakyushu Science and Research Park

発表 2

発表 1

交流会　17:45 ～
会費：1,000 円（ひびきの会員は無料）
会場：産学連携センター　展示ルーム

※逐次通訳あり
　Interpreted between Japanese and English



ご記入いただいた個人情報は、( 公財 ) 北九州産業学術推進機構が別途定めております個人情報保護方針に基づき細心の注意を払い取り扱います。
無断で第三者に提供することはありません。当財団が関与する産学連携に関するイベント等について DM や E-mail 等にてご案内する場合があります。

メールマガジンによるサロン等の案内を　　 □希望する　　□希望しない　　□登録済
□参加する 　  □参加しない
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第 143 回産学交流サロン「ひびきのサロン」 2016/2/19 Fri.
シンポジウム　15:30 ～ 17:30
交流会　　　   17:45 ～

災害に対する社会の強みと弱みを測る
Measuring Strength and Weakness of the Society in Disaster Responses

災害の経済的影響：概要と傾向
Economic Impacts of Disasters: Overview

北九州市立大学 教授　奥山 恭英　氏

デ・ラ・サール大学 ( フィリピン )  准教授 クリスタ・ダニエル・ユー　氏

北九州市立大学　准教授　加藤 尊秋　氏

災害に対処するためには、情報の管理と共有、各種災害対応組織間の調整など、複雑なマネジメント
を効果的に行なう必要がある。このための新たな手法として、北九州から始まった情報伝達・共有型
図上訓練の考え方と実施事例を紹介する。

自然災害、地震や気象災害等は甚大な被害を建造物にもたらすだけではなく、そこから波及する経済
的な影響も時に顕著となる。現代のように経済活動が地域や国の枠組みを超えて複雑に連携している
場合、ある地域の深刻な被害は、その他の多くの地域や国にも広範な影響を及ぼす。この講演では災
害の経済的影響の最近の概要と傾向を紹介・考察する。

Yasuhide Okuyama, Professor, The University of Kitakyushu

Krista Danielle S. Yu, Associate Professor, De La Salle University(Philippines)

Takaaki Kato, Associate Professor, The University of Kitakyushu

自然災害の経済への影響を数値化できる web ベースのフリーウェアを紹介する。数値化の背景にあ
る理論についても説明する。また、日本およびフィリピンの災害シナリオを用いた経済的影響の計測
事例について述べる。
講演者らの研究活動の様子は、http://www.disaster-realm.net/ にて紹介されている。
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発表 2
Living in the  “Disaster-REALM”: A Web-based Tool for Estimating the Economic Impact of Natural Disasters
災害 REALM プロジェクト： 自然災害の経済への影響を測る web ツールづくり

発表3
北九州における先進的な危機管理研究
Innovative Disaster Management Research in Kitakyushu

会場：産学連携統括センター 1F　展示ルーム　会費：1,000 円（ひびきの会員は無料）
17:45～　交流会


