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～刊行に寄せて～

仙台市の取組み

災害に強い、しなやかで強靭な『防災環境都市づくり』に向けて

東日本大震災の発生から６年半が経過し、復興は少しずつ、しかし着実に進ん
でまいりました。こうした中、本市では、震災からの復興で得た経験や教訓を継

仙台地域では、企業や大学が東日本大震災の経験と教訓をもとに、防災機能を付加した商品・サー

承し、市民の防災文化として育てるとともに、将来の災害や気候変動のリスクに

ビスの開発や生活支援をはじめとしたソフト面の取組み等、様々展開しています。仙台市は、将来

備えた「しなやかで強靭な都市」に向けた「防災環境都市づくり」に全力で取り

の災害や気候変動リスク等の脅威にも備えた、しなやかで強靭な『防災環境都市づくり』を推進し

組んでいるところです。

ており、このような企業等の主体的な取組・連携（コミュニティ）を支援しています。

この間、企業や大学におかれましては、震災当時の経験をもとに、創意工夫を
凝らした防災・減災の様々な事業が行われており、先般の事例集初本 ( 平成 26 年
秋発行 ) においても、ご紹介させていただいたところです。今回はその第二弾です。
ぜひ、より多くの皆様に本事例集を手に取っていただき、防災・減災に向けて
頑張っている企業等の皆様の姿を感じていただき、その取り組みを応援していた
だければ幸いです。

支援のポイント
①普段使いのできる災害関連商品・サービスの開発、その情報発信を推進
②大学の予測・予知技術や強靭な情報通信ネットワーク技術の研究等において実証フィールドの提供

仙台市長

③企業の防災力の強化

郡 和子
①

商品開発促進
販路開拓
企業

・普段使いのできる防災につながる商品等を開発補助金により支援
・防災関連イベントへの出展支援

大学・研究機関

震災の経験・教訓

市内中小企業が災害関連商品を開発・プロモーション
する際の補助金や産学連携による技術相談・支援

②

研究実証
フィールドの
提供

ノウハウの蓄積
顕在化した様々な課題解決ニーズの高まり

産学官が連携し研究実証フィールドを提供。研究・開発・実証・事業化を一貫
して行える研究実証都市を世界に発信
・産学官の多様な主体が連携し、本市の強みである大学等の技術力や知見を活用した研究実証の
フィールドを提供。防災研究の取り組みを世界に発信

主体的取り組みを支援

③

防災環境都市・仙台 の構築

地域企業の基礎的な防災力の強化を支援

防災力の強化

・地域企業の防災力強化を目的に、「中小企業のための BCP 作成講座」等の実施
・従業員への防災教育や物資の備蓄、非常用発電設備の取組みなど、災害時のリスク対策や災害時
に負けない企業経営をサポート
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両面受光型
太陽電池モジュール
小型高出力
風力発電機
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独自の技術で市民の
安全安心を守る自立型電源

太陽光と風力、複数のエネルギー源を
使用し、電力が必要な時に効率よく電
力を供給できる。

『マブチ・ハイブリッドポールⅡ』

必要なときにすぐに使える
超軽量非常用電源装置
高効率・高輝度の
LED 照明（35W）

株式会社馬渕工業所

『 E.P.S mobile（イーピーエス・モバイル）
』
株式会社パルックス

「設置の自由度」をウリに

スマートフォンなどの携帯電話なら 33 台、
ノートパソコンなら 3 時間で 5 台分のフル充電が可能。

「当製品は東松島市の復興施

ことができます。また、これまでの非常用電源装置は、

設や市民センターなどで使っ
ていただいています。夜、踊

interview

りの稽古をする部屋の照明に

代表取締役

このポールで発電した電気を

小野 寿光さん

使 っ た り、 診 療 所 で は 昼 間、
パソコン 1 台をつなぎっぱなしにして電気を有効活用し

随所で光る独自の技術

てくださっています」と環境事業部のスタッフの皆さん
が嬉しそうに話します。

蓄電していた電力を使い切ってしまったら使えなくなる

interview

ものがほとんどでしたが、これは折り畳み式のソーラー

取締役 企画室長

パネルで充電することもできるため、残量への不安も

小松 久昭さん

払拭できます。さらに約 5,000 回以上繰り返し使えるの
で経済的。小松さんは「この装置から出力される電気

照明のプロとして

は、精密機器にも使用できる品質の良い電気です。ま

「東日本大震災のとき、灯りがなくなりました。あと

た、バッテリーも高熱・発火の危険がない高性能のも

から『真っ暗で本当に不安だった』という地域の方々の

のを使用しています。しかし、何と言ってもシンプル

の設計施工等を通じて、まちづくりに貢献してきた株式

監視カメラの搭載です。例えば、商用電力がいらないの

声を聞き、昭和 53 年の創業以来、照明を生業としてき

なデザインです。お店などに置いてあっても違和感が

会社馬渕工業所。技術と共に、新製品を生み出すものづ

で、不法投棄の現場となる人目につきづらい場所や、暗

た私たちは、灯りはどんなときでも切らしてはいけない

ないので、普段から目に付きやすい場所に設置しても

くりの力を磨いてきました。中でも風力と太陽光発電を

闇の広い駐車場にスポット的に配置することが可能で

と痛感しました。そこで、非常時に少しでも安心感をお

らい、いざというときに真っ先に使っていただけるこ

組み合わせた蓄電池付きの屋外照明
『マブチ・ハイブリッ

す。「震災を経験して、より環境というものに真剣に向

届けするために、誰もが使える電源装置を提供しようと

とが、この商品の最も特徴的な部分だと思っています」

ドポールⅡ』は、震災前に完成していたⅠ号機をブラッ

き合うようになりました。その過程で、世の中で捨てら

決意しました」と話すのは、株式会社パルックス企画室

と話します。

シュアップしたもの。
「Ⅰ号機は社内に環境事業部を立

れているようなエネルギーを循環させる仕組みを考え、

長の小松さん。実際に、小松さんらも 3 月 11 日の地震

震災を経験した企業ならではの思いを形にした『E.P.S

ち上げた、そのシンボルとして開発したものです。Ⅱ号

技術を磨いて、質の高いサービスをより安全に、より安

の後、停電になったオフィスで、非常時のために用意し

mobile』
。仙台本社を中心に、
全国に広がる 25 拠点のネッ

機は防災・減災に役立つものと考えて、震災後に開発に

く提供していくことが私たちの使命であると思っていま

ていた大出力の電源装置を運び出そうとしました。しか

トワークを活用して、デザイン性に優れたコンパクトで

着手し、2017 年新春にリリースしました」と話すのは、

す」と小野さん。2020 年開催の東京オリンピック需要

し、激しい揺れで物が散乱したオフィスから、大きくて

使い勝手の良い非常用電源装置の存在と価値を広め、将

代表取締役の小野さん。効率 20% アップ、コスト 20%

にも応える準備をしています。独自の技術を高め、社会

重さもあった電源装置を運び出すのは容易ではなかった

来は AED（自動体外式除細動器）と同じように身近な

ダウンを実現した『マブチ・ハイブリッドポールⅡ』の

に求められるオンリーワンの製品づくりにチャレンジし

そうです。「幸い、当社は東日本大震災での津波被害は

存在になってもらいたいと意気込んでいます。

特徴は大きく二つあります。一つは新開発のコイルを搭

ています。

ありませんでした。しかし、
大きな水害が発生した場合、

次の提案として考えているのが、Wi-Fi ルーターや、

昭和 41 年の創業以来、建物の給排水・空調換気設備

載していること。小さなコイルを複数つくり、それらが
全て同等の能力を発揮するように独自の技術で重ねてい

point

たくさんの周辺設備を伴うような大型の電源装置は簡単

point

に動かすことができず、真っ先に水没して使用できなく
なると思いました」と、
小松さんは当時を振り返ります。

ます。そして、もう一つは、回転子側のネオジウム磁石
を使って、つくるのが難しいといわれた「ハルバッハ配
列」を実現したこと。これにより、低トルクで強い磁場

AED と同じような存在に

変化を作ることができるようになり、発電機の高効率化
が図られました。その際、より大きな電流が発生するこ

その後、同社は必要なときにすぐに使用できるよう

とになり、コントローラーの発熱対策として、放熱用の

に、目に付く場所に置いておけるサイズやデザインの電

ヒートシンクを搭載しました。また、発電機本体とポー

源装置を模索。さまざまな商品を研究・調査し、フィー

ルの接続部分も工夫。回転部分の摩耗を避けるために、

ルドテストを重ね、たどり着いたのが『E.P.S mobile』。

NASA（アメリカ航空宇宙局）で も採用している回転コ

Emergency（非常）
、Power Supply（電源装置）の頭文字

ネクタを採用し、メンテナンスフリーにするなど、こだ
わり抜いた仕様となっています。

直径 0.8 ミリ内に 100 本以上の芯線が通る究極の多芯巻線コイルを使用。
ネオジウム磁石を「ハルバッハ配列」にすることで高出力を実現。

と Mobile（携帯できる）をつなげたネーミングです。重

本体重量約 11㎏。女性でも片手で運べるコンパクトボディ。

さが 11kg と電源装置としては大変軽量、楽に持ち運ぶ

設置ベースに収納した折り畳み式ソーラーパネルでいざという時充電が可能。

NASA でも採用しているメンテナンスフリーの回転コネクタを使用。

株式会社馬渕工業所
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〒 982-0003

仙台市太白区郡山 4 -10 -2

TEL. 022（247）0181 URL ／ http://www.mabuchi-engineering.com

停電時には、正面表示灯が点灯し、設置場所を知らせる。

株式会社パルックス E.P.S mobile 事業部

〒 984-0042

仙台市若林区大和町 1- 4 -8

TEL. 022（238）0055

URL ／ http://www.palux.co.jp
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赤ちゃんからお年寄り、
アレルギーの方にも
安心して食べられる非常食

備蓄用食品のお土産を
仙台・宮城から発信
災害備蓄用ラスク缶詰『かりっ子』

『安心君』

株式会社藤商事

有限会社 菅原商店

『安心君』
１袋に４食分の粉と計量用の紙カップ２個
が入っている。

通常は廃棄される「パンの耳」が、おいしい保存食になった『かりっ子』

interview（左から）
代表取締役社長
営業部次長
兼 海外部次長

藤﨑 敏夫さん
芳野 高宏さん

に知名度が向上。今度は耳ではなく、パン自体を使った

袋に入った米粉に付属の計量紙カップで水を入れ、あ

菅原 孝悦さん
営業開発部 菅原 啓子さん
代表取締役

ラスクが欲しいというニーズに応え、
『かりっ子』の進

とは空気をたっぷり入れて振るだけ。形を整えて 10 分

化形として『和らすこ』を開発し、今年の夏から販売し
ています。「『和らすこ』は、仙台のお土産として販売す

食品製造会社としての使命

interview（左から）

る備蓄用ラスクです。お土産であり、備蓄もできるとい

ほどねかせればできあがります。最大の特徴は、水を加
えるだけでお餅になること。水分量を変えるだけで重湯

会長考案の非常食をベースに

にもなり、赤ちゃんからお年寄り、災害で体の弱ってい

株式会社藤商事は、仙台市内を中心に宮城県内で 5 店

うものは、これまでありそうでなかった商品ではないか

創業から 50 年余り、
有限会社菅原商店は３代にわたっ

る方まで誰でも食べることができます。手が汚れていて

舗の「石窯パン工房ばーすでい」を経営しています。パ

と思っています」と話すのは、商品開発に携わってきた

て、大福やだんごなどに使われる和菓子原材料を製造、

も、飲み水さえあれば袋に入れたまま作れるので衛生的

ン職人でもある社長の藤﨑さんは、
「おいしさ」を通して

営業部次長兼海外部次長の芳野さん。パッケージに配し

販売してきました。「平成 15 年に、宮城県の学校給食

です。

地域に貢献できる機会を常に模索してきました。
「私が

た伊達政宗公のイラストには、400 年前の慶長地震から

のメニューに米粉パンが加わり、弊社の米粉が原料とし

「お米なので腹もちがよく、
おにぎり約 1 個分のカロリー

ベーカリーを始めて 40 年になりますが、震災は、これ

復興を遂げた政宗公の思いを受け継ごうという決意が込

て使われるようになりました。パン用米粉の他にもケー

が摂れます。原料がシンプルなので、アレルギーをもっ

まで経験したことのない大変な試練を私たちに与えまし

められているそうです。「ぜひ、多くの方に食べていた

キや料理のとろみ付けや揚げ物に使える『菓子料理用米

たお子さんにも安心して食べることができる非常時の食

た。しかし、食品製造会社として『命をつなぐ』ことに

だきたいですし、6 年間の長期保存が可能なので、船便

粉』も開発、米粉の普及活動を、講習会を通じて県内各

品ができました」と啓子さん。

使命を感じ、従業員にも営業継続に協力してもらったん

で海外に送ることもできます。ぜひ海外の方にも食べて

地で行っていたのですが、そんな矢先に東日本震災が起

「父が、戦争を経験したことから『やはり非常時には命

です」と藤﨑さん。震災当時、ラスクをつくるときに切

いただき、震災の風化を食い止めることにつながればと

こりました。
」と話すのは代表取締役の菅原孝悦さん。

をつなぎ、不安をとりのぞくため、簡単でどんな状況で

り落としたパンの耳が大量に冷凍保存されていました。

思っています」と芳野さん。備蓄用の食品を、被災地で

「震災での悲惨な体験から、米粉屋にしかできない非

も食べられるものが必要だ』と話す通り、食べやすくお

店は停電状態でしたが、
プロパンガスが使えたことから、

ある仙台・宮城のお土産として定着させることを目標に

常食を考えるようになり、震災後、加美町に二次避難し

いしい非常食ができたと思います」と孝悦さんは話しま

それをフライヤーで揚げて、砂糖をまぶして店頭に並べ

しています。

てきた南三陸の方々と米粉を使った小さな講習会を行い

す。同店では、これをベースに登山やキャンプで活用で

たところ、飛ぶように売れたといいます。
「お客さまか

ました。ビニール袋に焙煎加工（アルファ化）済みの米

きる「山頂チカラモチ」などの商品を開発し、さらなる

ら初めて握手を求められ、食べ物がないと大変なんだと

粉と水を入れ、それを揉んで、楽しくおしゃべりをしな

米粉の可能性を日々探究しています。

point

つくづく感じました。そのときに備蓄用の缶詰があった

がら簡単に美味しいお餅を作りました。その際『地震の

ら良いなと思ったわけです。それから試行錯誤の末、3

時にこんな米粉があったら良かった』というお声をたく

年後にその缶詰が完成しました」
。これが賞味期限 5 年

さんいただきました。
」と奥様で営業開発部長の啓子さ

の災害備蓄用ラスク缶詰『かりっ子』です。宮城県産米

ん。さっそくその意見を社長の父であり、創業者である

「ひとめぼれ」の米粉を使用し、味の種類は黒糖とチョ

祖父へ伝えると、「実は、ずっと前から米粉の非常食品

コレート、みそかりんとうの 3 種類。
「油で揚げている

を考えていた」と返答があり、これが『安心君』を開発

ので、そのままでも食べやすく、避難生活にぴったりの

するきっかけとなりました。

食品と自負しています」と藤﨑さんは語ります。

出来た商品への思い、これから

保存食を仙台土産に
復興支援の意味合いを込めて、宮城県に縁のある企業
が『かりっ子』をノベルティなどに採用したことで、徐々
株式会社藤商事 〒 981-0135 宮城郡利府町菅谷台 3-3 -1
TEL. 022（767）8351

8
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缶を覆っている紙のラベルは、用途に応じて自由にデザインが変えられるの
がポイント。
『和らすこ』の名称には、仙台弁で「小さい子ども」をあらわす「わらす」と
「和」の味わい、そして「ラスク」の 3 つの意味が込められています。
震災当時、食料を求めて長蛇の列ができた「ばーすでい利府菅谷台本店」。

URL ／ http://www.ishigama-birthday.jp

『安心君』は、独自の製法により国産米粉を高温で焙
煎加工し、塩、砂糖を加えただけの米粉です。賞味期限
は５年と長期保存が可能で、つくり方はいたって簡単。

『安心君』は、食物アレルギー特定原材料等 27 品目不使用。

『安心君』をベースに、アウトドア用の『山頂チカラモチ』を開発。

米粉一筋50年。電気やガスがなくても、水だけでできる即席餅を考案した会長。

有限会社 菅原商店

〒 981-4264

加美郡加美町字赤塚 10-1

TEL. 0229
（63）
2646

URL ／ http://www.sug a wa ra -k o m ek o .net
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安全性と履き心地を両立した
超軽量ゴム長靴を開発

見えるところに常備できる
スタイリッシュなデザイン

『ライトセーフティー LSB-315』

『ザ・セカンド・エイド』

弘進ゴム株式会社

高進商事株式会社
内容／災害があったらすぐに読む本
（全62ページ）
、
さつま芋の甘煮
（1食分×3袋・ノンアレルギー仕様）
、
飲料水

（200ml×3袋）
、
先割れスプーン
（3本）
、
ストロー
（3本）
、
トイレキット
（トイレ袋3枚、凝固剤3個）
、
濡れタオル

（1枚入）
、
おしり拭き
（25枚入）
、着用型携帯ブランケット
（1枚）
、防災用缶詰マッチ
（ローソク2本、
マッチ2箱 ）
、
ペグシル
〈クリップ付えんぴつ〉
（1本）
、
マスク
（1枚） ※飲食糧は常温賞味期限5年

interview

interview

SW 統括本部 企画チーム 主任

冷蔵庫の中にある傷みやすいものから食べようというこ

代表取締役

吉田 智樹さん

小田原 宗弘さん

とだったと思います。ですから、このボックスに入って
いる飲食糧は、最後の砦として持っておいていただきた

災害現場で働く人の足もとを守りたい

ほか、つま先だけでなく、釘やガラスなどを踏んでも靴

後悔の念が開発のきっかけに

いという思いを込めました。展示会などでこの話をする
と、
『あの大震災を経験した人ならではの考え方ですね』

底を突き抜けてケガをしないよう、底面に鋼板を施した
命を守る緊急ボックス『ザ・セカンド エイド』を開発、

と、言ってくださる方も多いのです」と小田原さん。ま

ゴムやビニールを原料とした製品を製造販売する老舗

『セーフティブーツ SB -71RM』も新たに開発。これらの

の弘進ゴム株式会社は、昭和 10 年の創立以来、独自の

機能性の高いゴム長靴は、震災から 6 年が経過したいま

販売している高進商事株式会社は、昭和 37 年設立の機

た『災害があったらすぐに読む本』の最後には、家族の

技術で時代のニーズに応じた新製品を世に送り出してき

も、作業着を扱う量販店を中心に、建設現場の作業員や、

械系商社。同社の事業とは性格を異にするこの商品の誕

情報、例えばアレルギーの有無やかかりつけの病院名、

ました。シューズウエア部門、工業用品部門、産業資材

アウトドアを楽しむ人たちがコンスタントに買い求めて

生には、代表取締役である小田原さんの強い思いがあり

緊急の連絡先などを書き込める欄が用意されています。

部門といった 3 本柱の事業構成の中で、特にシューズウ

いるといいます。「震災を機に、足もとの安全を守るゴ

ました。

中でも、展示会などで要望が多いのは、同包されている

エア部門のゴム長靴は、創業当時から続く同社を代表す

ム長靴の必要性は、認知されてきたと思います。ですか

「震災のとき、弊社にある機械部品では誰も助けるこ

『ウォータータオル』の単品販売。「皆さんからのご要望

る製品です。
「新商品は通常、企画から販売まで 1 年半

ら私たちは次のステップに進むべく、昨年、社内フリー

とができない。空腹を満たすことができない仕事を選ん

にも応えながら、今後も展示会などに出向いて、私たち

ほどの時間が掛かります。しかし、あの震災直後はすぐ

ダイヤルを新設。寄せられるニーズを次の商品開発に活

でしまった…という思いにさいなまれました」と小田原

の被災体験を通じて商品を説明し、備えの必要性を地道

に足もとの安全を守る製品をつくらなければならないと

かしていきたいと思っています。また、防災グッズとし

さん。その思いに押されて、取引のあった食品加工会社

に広げていきます」。自動車用に開発した『カー・エマ

いう思いから、弊社がこれまで積み上げてきた技術・ノ

ては備える長靴の開発にも着手したいと考えています。

が手掛ける、段ボールに備蓄品を詰めた防災セットの販

ンジェンシー・ボックス』との 2 本立てで、災害時に

ウハウを結集し、半年を切るペースで商品を開発し、同

例えば、折りたたんで保管できたり、より軽量化するこ

売代理店をすることに決めました。その後、全国の展

一人でも多くの命と笑顔が未来につながるよう、防災

年内に店頭販売しました」と、商品開発に携わった吉田

とに挑戦して、ゴム長靴の可能性を広げたいと思います」

示会でたくさんの方と話をするなかで、コンパクトでス

ボックスを全国へ、そして世界へ広げる取組みを続け

さんは当時を振り返ります。

と吉田さん。歴史ある“ものづくり企業”の腕の見せど

タイリッシュな防災セットの需要が多いということに気

ています。

ころです。

がつき、これを機に、自分が本当につくりたいものをつ

ゴム長靴の可能性を追求

point

くろうと一念発起。そして完成したのが『ザ・セカンド

point

エイド』でした。

震災後、倒れた家具や倒壊した家屋、津波被害で発生
した泥水や漂流物などで、被災地の足もとは危険があふ

自宅避難を想定した防災ボックス

れていました。そのような状況で必要とされたのが、ゴ

スタイリッシュなデザインは、
『ザ・セカンド エイド』

ム長靴です。津波被害があった地域では、足から胸元ま
でゴム革で覆うことができる胴付長靴が必要でした。そ

に同包されている、災害時に有効な知識を集めた『災害

れを見ていた吉田さんは、家具や漂流物が足に倒れてき

があったらすぐに読む本』の製作とともにデザイン会社

たり、当たったりして足にケガをしないように、カップ

に依頼。書類を入れる引き出しにも入る A4 サイズで、

状にした鋼芯をつま先に入れたゴム長靴を企画。さら

本棚に置いても違和感がなく、邪魔になりません。内容

に、素材の生ゴムに他の材料を配合して、従来品よりも

物は自宅避難生活を想定しているのが特徴で、飲食糧の

25％の軽量化に成功。
履き心地の良い作業用ゴム長靴『ラ
イトセーフティー LSB-315』をつくり上げました。その

発厚材料を独自に配合して、810ｇ
（26.0cm の場合）
の超軽量を実現したゴム長靴

『ライトセーフティー LSB-315』。

鋼製先芯を採用して、足もとの安全性を確保。

量も「何人分」
、
「何日分」という考え方ではありませ
ん。
「あのとき、私たちが停電の中で考えたのは、いま

10

〒 984-0816

仙台市若林区河原町 2-1-11

TEL. 022（214）
3021（SW 統括本部） URL ／ http://www.kohshin-grp.co.jp

震災時、濡れタオルで顔や手をふいたとき、衛生が保たれないことへのスト

レスが一気に解消されたという話から「ウォータータオル」を採用。

自動車での緊急用『カー・エマージェンシー・ボックス』。

さらに底面に鋼板を施した『セーフティブーツ SB-71RM』も開発。

弘進ゴム株式会社

外箱 315×222 ×107mm、重量 約 2.3kg とコンパクト。

高進商事株式会社

〒 983-0043

仙台市宮城野区萩野町 3-4-10

TEL. 022
（762）
6221

URL ／ http://www.k o hshi n-s.co .jp
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菌やウイルスを撃退。医療
から生まれた次世代の水

電話やPCが使えない中、
安否確認に威力を発揮
『 e メッセージ』

『プレミアム電解水』
株式会社エーゼット

株式会社 アットシステム

多くの場合、メールで回答を求めたり、返事を送った
interview（左から）
東京支社長 COO

菅野 次郎さん

電解水事業部 課長

岩井 邦雄さん

非常時に役立つものを日常でも
これまでの電解水は、保存期間が約 2 週間と短く、刺

はこれらのデメリットを払拭。アルコール分を含んでい

内視鏡を洗浄・消毒する装置を中心に、医療業界で事

りするには Web サイトへのアクセスが必要になります
が、『e メッセージ』はその手間が必要ありません。ま

代表取締役

佐宗 美智代さん

た独自の特許技術により、セキュリティを保ったまま、

激臭があったり、金属に対する腐食性があるなど、いく
つかの問題がありました。しかし、『プレミアム電解水』

会長の発想から生まれた水

interview

ないことから、無臭で保存性、安全性が高く、かつ抗菌

サーバへの集中アクセスの負荷を軽減し、緊急時や電波

発想は “ 誰もが使える ” システム

状況の悪い環境でも、メールの送受信が迅速に行えるの
が特徴。「この震災を通して学んだのは、非常時にハー

IT コンサルティングから Web サイトの構築・管理・

ドが使える状態を維持することはもちろん大切ですが、

業を展開する株式会社エーゼット。この内視鏡洗浄消毒

効果も大幅に向上させることができたそうです。「現在、

運営などを行う株式会社アットシステムの『 e メッセー

むしろ、人によるソフト的サポートが重要だということ

機で使用する電解水に着目し、
『プレミアム電解水』の

病院などの医療現場で使っていただけるようアプローチ

ジ』は、2004 年からサービスを開始したメール配信シ

です。当時、弊社のフリーダイヤルには『学校はいつか

開発の契機となったのが東日本大震災でした。
「震災の

をしていますが、まだまだ認知度が低いというのが現実

ステムです。東日本大震災時、多くの法人や団体、学校

ら始まる？先生達はどこ？』
、
『り災証明書はどこでもら

とき、海沿いの避難所を回ったのですが、集団生活の中

です。今後は医療施設にとどまらず、学校や公共施設の

などの教育機関で有効活用されました。「震災当時、地

えますか』
といったお電話がたくさんかかってきました。

で衛生が保たれず、感染という 2 次的被害が起こるので

ようにたくさんの人が集まる環境の中で、例えば避難所

震と津波による被害に見舞われた名取市に本社があり、

それらを『関係のないこと』にせず、一つひとつ、でき

はないかと危惧する場面に遭遇しました。そのとき、洗

等でも役立つ日用品としてアピールしていきます」と菅

弊社も仕事ができる状態ではありませんでした。そこで

る限り自分たちで調べて対応させていただきました。そ

浄・消毒を得意としている私たちができることがあるは

野さん。アルコール分を含んでおらず、赤ちゃんからお

全ての業務を名古屋にある中部支社に移行、業務とお客

のときの思いがいま、弊社のサービスに活かされている

ずと考えたんです。それが『プレミアム電解水』の開発

年寄り、肌の弱い人、ハラール対応が必要な方でも安心

さまのサポートを継続したんです」と当時を振り返るの

と思います」と佐宗さん。現在、このサービスは、自治

のきっかけです」と、東京支社長 COO の菅野さんは自

して使うことができます。水道に流しても環境に負荷が

は代表取締役の佐宗さん。

会や町内会の連絡網として活用できる機能や、認知症な

信作の誕生秘話を話します。

なく、人にやさしい『プレミアム電解水』の存在を、一

佐宗さんが『e メッセージ』の基本となる仕組みを思

どによる行方不明者捜索に活用できる機能が付加できま

人でも多くの人に知ってもらいたいと同社では販売に意

いついたのは、お子さんが通う小学校で PTA の役員を

す。『 e メッセージ』の活用の場はますます広がってい

欲的です。

しているときでした。
システム開発の仕事経験を活かし、

ます。

電解水とは、水を電気分解してつくられた水のこと。
通常は酸性とアルカリ性に分解し、酸性の電解水は殺菌
用、アルカリ性の電解水は汚れを落とす力がある水とし

学校からメールが配信されたことと、保護者がそのメー

point

て、用途に応じて利用されています。この 2 つの水を混
ぜ合わせることで、両方の能力をもった電解水をつくる

ルを受信したことを簡単に確認できるシステムをつくっ
たのがきっかけです。

point

ことができないかと発想したのが同社の会長でした。
「会
長の考えを聞いたときは、お互いの能力を消してしまう

大切なのは「人によるサポート」

のではないかと思いました。しかし、実際にやってみた
ところ、殺菌と洗浄の力を持つ電解水を生成することが

「このシステムをつくったとき、パソコン操作に不慣れ

でき、さらにいままでの電解水の問題点も改善すること

な先生がいらっしゃったことから、携帯電話でやり取り

ができたのです。開発に、7 年ほど前から連携している

ができるようにしたいと相談を受けました。その学校に

東北大学の庭野先生が協力してくださり、それが製品の

あった 2 台の携帯電話は、Web サイトへの接続は契約

信頼性を裏付けることにつながりました」と、電解水事

上制限されており、できるのはメールの送受信と通話だ

業部課長の岩井さんは話します。

東北大学大学院歯学研究科 庭野吉己教授との共同開発。
従来の電解水と違い、その効果が１年以上持続します。

『プレミアム電解水』を発想した会長の菅野稔氏。

「医薬品ではなく『食品添加物殺菌料』
。いつでも安心して使用できます。」

株式会社 エーゼット

12

〒 980-0801

仙台市青葉区木町通 2 -3 -19

TEL. 022（739）8087（電解水事業部） URL ／ http://www.az-ltd.co.jp

けでした。ですから、とにかくシンプルな仕組みが必要

写真提供：中日新聞社

だったんです」
。このシンプルさが、東日本大震災の安

Web サイトを活用しないメール送受信元確認技術など、数々の技術特許を取得。

否確認で大きな力を発揮しました。

東日本大震災後、自ら被災しながらも、中部支社（名古屋市）にてサポートを行った社員一同。

株式会社 アットシステム

〒 983-0852

メール送受信だけの独自システムで「第 6 回ものづくり大賞東北経済産業局長賞」を受賞。

仙台市宮城野区榴岡 2-2-11 仙台 KS ビル 607 号室

TEL. 022
（253）
6618

URL ／ http://www.atsystem.jp
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構内 PHS で安否確認
自動集計も可能

スマホやタブレットで
避難所情報を一括管理

『構内 PHS 対応安否確認通報システム』

『 R A SE CC - G M（ラセック・ジーエム）』

フェニックスネットワーク株式会社

東北大学病院

年 2 月の宮城県医療救護活動従事者研修会では、それを

interview

interview

東北大学病院 総合地域医療教育支援部
宮城県災害医療コーディネーター
石巻赤十字病院 病院長特別補佐

製品名：SVX400/ANPI

代表取締役エンジニア

石田 勉さん

ムダな捜索を減らし、二次災害を防ぐことにもつながり

教授・医学博士

石井 正さん

常時も設備故障の通報に使える点が大きな特徴であると
自負しています。平常時も通報装置を使用することで、

機会も設けられました。
使い方は極めて簡単。アプリをインストールしたタブ
レットやスマートフォンで、避難所の状況 31 項目を入

ます。「災害時に活用いただくのはもちろんですが、平

構内 PHS を防災・減災に活かす

使って、避難所の状況把握やマネジメントの方法を学ぶ

力します。インターネットに接続できない状況下では、

手作業で集計した避難所状況

調査結果をパソコン内に一時保存し、接続可能な地域に

機械制御用のプログラム開発や、各種通報装置の受託

通報装置の運転状態も確認でき、通報操作にも慣れるこ

避難所状況応急評価システム「RASECC-GM（ラセッ

移動した後で一括送信することもできます。集まった情

開発を行うフェニックスネットワーク株式会社。工場

とができ、いざという時も確実に使うことができると考

ク・ジーエム）」は、大規模な災害が発生した地域に設

報は、アプリ上で登録した者だけが、インターネット

の設備の異常を通報する FA 用通報装置の技術を応用

えています」と石田さんは強調します。

置された避難所の情報を集約できるアプリ（アプリケー

上で閲覧することができます。また、31 項目の中で必

し、東日本大震災後、事業所の内線電話で使われる構内

現在、同社ではこの製品と連動できる、作業者の体調

ションソフト）
で、
東北大学病院の石井教授が中心となっ

要のないものを非表示にしたり、ソート（並べ替え）を

PHS を活用した、災害・事故などの非常時に、事業所

異常を検出する機能や、PHS 通報技術を応用した小型

て開発されたものです。東日本大震災の際、避難者の健

かけたり、また、CSV 形式でデータ抽出する等の加工

内にいる従業員の安否確認を素早く自動集計する『構内

通報装置を開発中。近々、評価モデルを展示会に出展す

康状態を把握するため「市役所から約 300ヵ所の避難所

も可能です。

PHS 対応安否確認通報システム』を開発しました。

る予定です。
「将来的には、
『構内 PHS 通報装置といえ

リストを入手しました。そこには名前と人数だけが記さ

「使い勝手が良くなるように工夫していますが、まだ

「大きな病院や工場では、構内 PHS をナースコールや

ば仙台』、いえ『PHS なら仙台』と言っていただけるよう、

れ、水やトイレなどの衛生環境、食糧の有無、医療のニー

改善の余地があると思っています。今後、さまざまな災

内線電話として使用されています。これは携帯電話のよ

技術を磨いていきたいと思っています」と石田さん。エ

ズなどが全く分かりません。そこで、詳細情報を記すア

害が起こる可能性があると言われていますので、東日本

うな公衆通信網と関係なく、事業所の中に電話交換機と

ンジニアとしてチャレンジ意欲が旺盛です。

セスメントシートを新たにつくり状況把握に努めました

大震災を経験した者として、また医療従事者としてでき

基地局を自分たちで構築して運用する自営の通信網で

※国内の公衆 PHS 事業は 2018 年 3 月をもって音声通話新規契約が終

が、この作業に 4 人が専従で取り組んでも 7 時間半かか

る限りの準備をしておくことが大事だと思います」と石

りました」と石井教授は当時を振り返ります。

井教授。今後は、より多くの医療救護活動で利用できる

す。ですから、災害などで地域全体が停電しても、そこ

了しますが、構内 PHS は公衆 PHS とは関係ありません。

に自家発電の電源さえあれば、停電時も内線通話ができ

震災当時、石井教授は石巻市内で唯一の医療拠点と

ます。東日本大震災後、この FA 用通報装置が工場内に

なった石巻赤十字病院に勤務し、災害医療チームのリー

いる従業員の安否確認に活用できるのではないかという

ダーとして救護活動に携わりました。石巻に集まった応

発想でつくったのがこの装置です」と、石田さんは開発

援の医師や看護師らと救護チームを結成。各避難所の状

の経緯を話します。

態を一箇所ずつ調査しましたが、それをエクセルで作成

ように、
運用について関係機関と協議していく予定です。

point

した調査用紙に手書きで書き込んでいたので、集計にも
時間がかかり、貴重な人手を奪われました。その反省か

平常時でも使える装置が「備え」に

ら、このアプリの開発は始まったといいます。

この製品の大きな特徴は、災害直後の携帯電話が不通
の状況でも内線の PHS を利用して事業所内にいる従業

今後に向けてできる限りの準備を

員へ安否確認の音声通報や内線ショートメールを配信
し、自動で安否応答を集計出来る点です。従って、とっ

『RASECC-GM（ラセック・ジーエム）
』の開発が始まっ

さの状況下でも安否確認のリスト漏れを防止することが

た平成 25 年 9 月以来、
実証実験を繰り返して精度を高め、

でき、応答がない、あるいはケガをしている人を素早く
抽出することができます。
正確な安否状況を知ることは、
フェニックスネットワーク株式会社
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〒 982-0032

PHS ショートメールの送受信と電話音声通報（＋プッシュボタン選択）による効率の良い通報＆応答。

携帯電話の通信障害時も独自の PHS で安否確認ができます。

すでに導入されている構内 PHS インフラをそのまま活用できます。

仙台市太白区富沢 3-28-31 富沢グラバー館 2 階

TEL. 022（307）
1361 URL ／ h t t p : / / w w w . p nxne t . c o . j p

昨年発生した熊本地震でプロトタイプが実際に使用され
ました。それを検証し、改良を重ねてアプリを完成。今
東北大学病院

〒 980-8574

仙台市青葉区星陵町 1-1

ID とパスワードでログイン。必要に応じて、ヒアリングモードおよび集計モードを切り替
えて情報を入力。
各救護チームが避難所を巡回。データ入力した情報はインターネットで被災地以外のサー
バに蓄積されます。
タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末からもデータ入力が可能。

TEL. 022（717）7000《時間外・休診日 022（717）7024 》 URL ／ h t t p:// w w w. h o s p.to h o ku . a c .j p
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アンケートを分析し、分類された“災害を生きる力”
問題解決のためには、自分から関係者を集めて話し合いをする。

12

11

F

自分から人に話かける。

1

人の心を動かす、気のきいた言葉が口から出てくる。

→人をまとめる「リーダーシップ」
何をすべきか悩むとき、いくつかの選択肢を比較する。

「当時」
と
「いま」を現地で語り、
防災・減災の意識向上に貢献

災害を生き抜く
「人間の力」を
脳科学の観点から解明

『語り部タクシー』

『災害を乗り越える力の脳科学研究』

仙台中央タクシー株式会社

F

行動に移る前に、優先順位や段取りを考える。

2

問題を解決する前に、まず自分から動く。

→問題に対応する「問題解決力」
人から頼られたり、感謝されるのが好きである。

F

困っている人を見ると放っておけない。

3

人から頼まれると、どうしても断れない。

→人を思いやる「愛他性」

F
4

東北大学 加齢医学研究所

頑固で自分の意志を通す。
言いたい事はその場で言ってしまう。
自分の好きなもの、やりたいことに対する欲が強い。

→信念を貫く「頑固さ」
日常、家族や近所の人に自分から挨拶をしている。

F

日頃、なるべく自分のことは自分でしている。

5

人にお世話になったときは、はっきりと感謝の気持ちを伝える。

→きちんと生活する「エチケット」
辛いときに、くよくよ考えないように努力する。

interview
東北大学
加齢医学研究所 人間脳科学研究分野
災害科学国際研究所 災害情報認知研究分野

interview（左から）
取締役
語り部ドライバー

清川 晋さん
石濱 信次さん 外国人観光客への対応を強化

教授

F

辛いときに、将来自分のプラスになると思って前向きに取り組む。

6

何かあったときに、慌てず冷静でいられるよう心掛ける。

→気持ちを整える「感情制御」

杉浦 元亮さん

F
7

自分が生きている、生かされている、ことを意識している。
人として従うべき道や教えを認識している。
社会の中で自分が果たすべき役割を認識している。

→人生を意味づける「自己超越力」

「震災から 6 年という時間が経過して、語り部タクシー

一人ひとりの要望に合わせて

の利用者数自体は確かに減少しています。新入社員研修

極限状態を研究対象に

日頃、気分転換やストレス解消のための習慣を欠かさない。

F

日頃、身体の健康を維持するための習慣を欠かさない。

8

日頃、新しい知識・技術・考え方を身に付ける機会を持つようにしている。

→生活を充実させる力「能動的健康」

東日本大震災直後、こんな声が聞かれました。「被災

の一環として活用いただいている企業もありますが、ま

「人間とは何か」を研究のテーマに掲げ、脳科学の観

地を観に行くのは失礼でしょうか」
、
「野次馬と思われる

だこのようなタクシーの存在をご存じない方もいらっ

点からその問いに挑む東北大学の杉浦教授。
「スマート

のではないかと申し訳なくて」
。そんな声に応えて、宮

しゃいます。東日本大震災の経験を後世に伝え、いざと

フォンで何でも検索できたり、ほしいものが何でもすぐ

たことは大きな変化だと思います。ただし、教育プログ

城県タクシー協会では、タクシーのドライバーが語り部

いうときに命を守る一助になることが弊社の使命と考え

に手に入るいまの世の中は、人類の長い歴史の中ではむ

ラムをより充実させるには、
どんな内容の授業や訓練が、

となり、お客さまを被災地へ案内して当時の被害状況な

ていますので、ご利用者数が減っても、この活動は続け

しろ異常なこと。人間にとっては敵に襲われるかもしれ

どんな力をどれほど伸ばすのに役立つのかを継続的に調

どを説明する『語り部タクシー』の運行を推進していま

ていこうと思っています」と取締役の清川さんは神妙に

ない緊張の中、食べ物を獲りに行かなければならなかっ

べて、データを蓄積し、分析する必要があります。現段

す。被災地に来ていただくことが支援になり、自分の目

話します。震災で起きたことを自分の経験とともに語れ

た時間の方が遥かに長いはずです。そういう意味では、

階では、その調査の環境が整ってませんので、この研究

で見た現実や、
そこで耳にした防災知識をご家族や友人、

るドライバーが減少する中、社内講習会などを通して、

極限状態にあった震災のときの人間のあり方を研究対象

の目的に賛同してくださる団体や企業と、連携を深めて

知人に伝えていただくことは大切で、またボランティア

経験談を次の後輩に伝えていくことに力を入れていきた

にすることが、
『人間とは何か』を探るにはふさわしい

ゆくことが必要だと思っています」
。脳科学と防災分野

活動にもつながることから、震災直後の 2012 年 10 月に

いとも話します。徐々に増えてきている外国人観光客へ

と感じました」
と杉浦教授は研究のきっかけを話します。

の融合から生きる力を解明できれば、私たちがまだ知ら

は事業をスタートさせたといいます。その際中心となっ

の対応も今後の課題です。外国の方に向けて語り部タク

たのが、実施を検討する会のプロジェクトリーダーと

シーのパンフレットを多言語化したり、通訳の同行を考

なっていた仙台中央タクシー株式会社でした。そして現

えるなど、
『語り部タクシー』の可能性を模索しています。

在も精力的に運行を続けています。

ない人間の「生きる力」が浮き彫りになるかも知れませ
ん。「長期間、取り組んでいかなければならないテーマ

新しい災害訓練評価の指標

であると思います」と杉浦教授の熱意が伝わります。

杉浦教授は、災害が起こったときから復興まで、さま

語り部ドライバーになるには、NPO 法人宮城復興支
援センターの講習を受講し、認定を受ける必要がありま

point

ざまな段階で生き抜く人間の力を、脳科学的に解明し、

す。運行当初から、語り部として活躍するドライバーの

います。災害時の危険回避や避難所での行動は人様々で

石濱さんは、お客さまに正確な情報を伝えようと、最新

す。まず、東日本大震災の被災者約 1,400 人にアンケー

の情報やデータの収集に余念がありません。
「いまでは

ト調査を実施。実際の体験行動と個人の性格、考え方、

被災地の景観もずいぶん変化しましたので、その経過を

習慣を分析し「人をまとめる力」や「人を思いやる力」

きちんと把握し、防災や減災につながる知識とともに、

など８つの「生きる力」に集約できることを突き止めま

お客さまにお伝えするようにしています。また初めて来

した。

られる方と何度目かの方、お子さんが成長されて、一緒

現在、杉浦教授は、このアンケートを使って防災教育

に再訪くださる方等、お客さまの状況もさまざまです。
その一人ひとりに合わせて対応をするよう、心がけてい
ます」と石濱さんは話します。

仙台中央タクシー株式会社
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〒 983-0034

や避難訓練等で、８つの「生きる力」がどのように変化
認定ドライバーが、語り部となってお客さまを被災地にご案内。基本となるモデ
ルコースの他に、リクエストに応えてルート変更も可能。
「語り部タクシー」の目印になっているステッカー。
認定ドライバーになるための講習会の様子。

仙台市宮城野区扇町 5 -5 -20

TEL. 022（232）5741

point

新しい視点で災害教育のプログラムを提案しようとして

URL ／ http://www.sendaichuotaxi.co.jp

するかを点数化する教育プログラムの評価基準を考えて
います。
「これまで防災に関する授業や訓練を客観的に

アンケートには、個人の性格や考え方、習慣を問う 40 項目が書かれています。

評価する指標がなかったので、それができるようになっ
東北大学加齢医学研究所 杉浦元亮研究室

〒 980 -8575

中学校や高校で、アンケート調査が実施されたときの様子。

仙台市青葉区星陵町 4 -1

TEL. 022（717）8563

URL ／ http://www.hubs.idac.tohoku.ac.jp
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13

「BCP」の効力を高めるために
社員の意識向上に注力
『 BCP 』

鈴木工業株式会社

interview
社内研修における簡易トイレの製作実習の様子

総務部 主任

佐藤 充洋さん（左）
業務部 部長

佐久間 浩光さん（中）
常務取締役

片桐 章さん（右）

ことができました。「弊社の中間処理施設には、焼却炉
のように特注の部品が多く使われている設備がありま
す。そのため特注部品は予備をつくり、津波が到達しな
い場所の倉庫に確保しておいたんです。これが中間処理
施設の早期復旧に役立ちました」と BCP 策定による効

緊急時、サポート企業の存在

果の一例を話す総務部の佐藤さん。
現在、震災を経験したことで改善すべき点を洗い出し、

産業廃棄物の処理とリサイクル、上下水施設のメンテ
ナンスなどを手掛ける鈴木工業株式会社では、新潟県中

BCP の改訂に取り組んでいます。「BCP の枠組にとらわ

越沖地震をきっかけに 2009 年に BCP を完成させました。

れず、こんなことが起こったら、まずこれをするという

「周囲に BCP を作成した企業があまりありませんでした

大まかな行動を決めて、あとは社員の意識を高めること

が、当時の社長（現会長）が主導し、弊社でも BCP を

に注力していこうと考えています」と常務取締役の片桐

作成することになりました。当時、県内外の同業者や、

さんは今後の抱負を話します。年に 4 回ほど全社員で研

いつも燃料供給をしてもらっている企業に、災害などが

修や避難訓練などを実施し、細かい部分はワーキンググ

起こった場合の協力をお願いしても、BCP そのものが

ループで検討、今回の改訂版にも現場の声を反映してい

認知されていませんでしたので、理解と協力を得るのに

くそうです。
「震災から 6 年、特に若い社員との間に震

大変苦労しました。それでも社員一丸となって、全社員

災の記憶や、危機管理に関する認識に差が出てきている」

の声を反映した BCP を東日本大震災前に作成すること

と続けます。同社では震災を風化させないことを常に心

ができました」と業務部長の佐久間さんは話します。最

がけ、事業を継続するために必要なコトやモノの見極め

初に BCP を作成した当時は、東日本大震災ような被害

に余念がありません。

が広範囲に渡る大規模な災害は想定しておらず、実際に

point

連携の協力を取りつけた企業も大半が被災してしまっ
たといいます。
「それでも比較的被害の少なかった県外
の連携を約束した企業の方と発災直後から連絡を取り合
い、力を貸していただきました。これだけでも、BCP を
つくっておいて良かったと思いました」と感慨深く話し
ます。

現場の声を反映した「BCP」
中間処理施設が地震と津波によって全壊した同社。し
かし、震災の 3 日目には業務を再開、行政と連絡を取り
合いながら特殊車両による清掃の仕事を行いました。ま

事務所内の普段目につくところに「BCP」を常備。

た、約 1 ヵ月後には、全壊した中間処理施設を復旧する

緊急時の行動や本人情報、連絡先などを記入した、全社員が携帯する「BCPカード」。

年に 4 回ほど、危機管理意識の向上を目的に全員社員対象の社内研修を実施。

発行：仙台市 経済局 産業政策部 産業振興課
〒 980 -0803

宮城県仙台市青葉区国分町 3 丁目 6 -1
TEL. 022-214 -8278

鈴木工業株式会社
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〒 984-0002

仙台市若林区卸町東 5-3-28

TEL. 022（288）9201

仙台パークビル 9階

FAX. 022-214-8321

E-mail kei008030@city.sendai.jp

URL ／ http://www.suzukitec.co.jp
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