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This research aims at proposing a tool to educate the knowledge and judgment ability of disaster for 
the children of the first half of teens. To this end, we developed a prototype of the board game. The 
game is a competitive board game for two players so that facilitators and leaders are not required. One 
of the players is a player who plays a role of people, the other player is a player who plays a role in 
causing the disaster. A map and 2 types of card are used in this game. The map shows simplified 
terrain of the actual world. The cards represent knowledge of disaster and the mitigating way of disaster. 
In this paper, we report an overview of the prototype of the game.  
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1章 はじめに 
（１）研究の背景 
火災と大雨では取るべき対応が異なるように，災害による被害
を予防・軽減するためには，災害の種類や規模，位置など発生し
た災害に関する情報と，事前に蓄積した災害知識を総合して適切
な対応を選択することが求められる。また，豪雨による土砂災害
など，ひとたび災害が発生すると，その影響で他の災害が続いて
発生することがあるため，それらに想像力を働かせることも重要
であろう。 
こうした災害に対する想像力と判断力を養うため，近年，従来
の避難訓練や講義，見学による方法以外のさまざまな防災教育の
手法が考案・実践されている。特にクロスロードやDIGなどの
図上訓練型の防災学習は実施事例も多く，一定の評価を得ている
と考えられるが，子どもたちだけで手軽に遊びながら学習できる
ものは多くない。 
（２）研究の目的 
以上の問題意識から，本研究では，子どもたちが家庭で自ら取
り組むことができ，発生する災害によって適切かつ柔軟に対応を
変えられる判断力と，次に起きる災害を事前に予測する想像力を
養うことができる防災教育ツールを提案することを目的とする。 
この目的のため，本研究では防災教育用対戦型ボードゲーム
「対戦型災害サバイバルゲーム（仮称）」を開発し，実証実験を
進めている。本稿では開発中のプロトタイプについて，その概要
を報告する。 

２章 ゲームのシステムと世界観 
（１）ゲームの世界観 
このゲームは，２人のプレイヤーが災害発生時の人間と災害の
攻防を，仮想空間上で擬似的に体験するボードゲームである。 
（２）ゲームの特徴 
従来の防災教育ツールは，指導者やファシリテーターが発生す
る災害の規模や種類などの条件を提示して，プレイヤーに対応を
考えさせるものが多く，学習者である子どもたちだけでは成り立
たないものが少なくなかった。また，子どもたちだけで実施でき
るものは，学習内容やゲーム性に乏しく，繰り返し学習するモチ
ベーションが得られにくいものが少なくなかった。 
これに対して本研究で提案するゲームでは，１人のプレイヤー
に災害を起こす役割を担わせることによって，指導者やファシリ
テーターを不要とした。また，トレーディングカードゲームやテ
レビゲームのウォー・シミュレーションゲームなど，子どもたち
に人気の高いゲームを参考にした戦略性の高いゲームシステム
を採用することで，ゲームとしての魅力を高めるよう配慮した。
災害側・人間側の双方から災害や防災対策について考えさせるこ
とで，災害に対する想像力を育む効果も期待される。 
（３）ゲームの基本システム 
プレイヤーは人間側プレイヤーと災害側プレイヤーに分かれ，
それぞれ災害時の人間・災害の振る舞いを決定しながら，災害発
生前後の世界を疑似体験する（図１）。災害側プレイヤーは，地
震や火災などさまざまな災害を発生させて，人間側プレイヤーが
多くの被害を被るように行動し，人間側プレイヤーは，災害発生 
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【図１】ゲームのシステム 
 
前の備えや，災害発生後の避難などによって被害が小さくなるよ
うに行動する。両プレイヤーの行動により，人間側プレイヤーの
被る被害が変化する。 
（４）ターンの種類と防災教育上の意味 
本ゲームは，「準備ターン」「事前対策ターン」「事後対策ター
ン」「災害発生ターン」「被害発生ターン」の５種類のターン毎に
所定の操作を行いながら進める。 
５種類のターンのうち，「事前対策ターン」は，各種ハザード
マップの理解や食料などの準備といった災害発生前の対策に対
応したターンであり，「事後対策ターン」は，火災の初期消火や
避難といった災害発生後の対策に対応したターンである。また，
「災害発生ターン」は地震や台風といった１次災害の発生や，そ
れに伴う土砂災害など２次災害の発生に対応したターンであり，
「被害発生ターン」は発生した災害の種類・規模・位置と災害発
生前後に人間側がとった行動の結果，人間側に被害が発生する状
況に対応したターンである。 
こうしたシステムにより，人間側プレイヤーには災害に対応し
た対策の選択と，次に起きる災害の予測の重要性を，災害側プレ
イヤーには想定外の災害への想像力と災害対策の難しさを学ば
せることが意図されている。 
次章以降では，ゲームの道具と進め方について述べる。 

３章 ゲームの道具 
ゲームには，防災カード，災害カード，ゲームボード，災害シ
ート，ターンカウンター，ライフカウンター，サイコロ，駒を用
いる。以下，各々について説明する。 
（１）防災カードの種類とデザイン上の工夫 
防災カードは，人間側プレイヤーが選択する行動や使用する防
災グッズ等とその効果を示したカードである。現在のプロタイプ
では，「天気予報」「緊急地震速報」「飛散防止フィルム」「浸水・
津波・土砂災害ハザードマップ」「感震ブレーカー」「靴」「逃げ
る」「消火器」の１０種類の防災カードを作成されているが，対
応すべき災害種類や取り得る対策との兼ね合いで種類を増減し
てもよい。 
なお，各防災カードは種類によって，災害発生前の事前対策タ
ーンで使用するものと，災害発生後に事後対策ターンで使用する
もの，及びその両方のターンで使用するものがあり，それぞれ効
果を発揮する災害が限定されている。 
これらをひと目で理解できるようにするため，カードの内容を
イラストで示すとともに，カードの使用可能ターンと対象災害を
表す記号をカード上部に示している。たとえば図３左側に示した
デザイン例では，防災カード「感震ブレーカー」が「火災」の防
止に有効なカードであり，「事前対策ターン」で使用可能である
ことが直感的に理解できる。 
また，イラストのカラーは災害の種類を示す記号となっており，
類似した色のカードは関係があることを示している。例えば，図
３左に示した例では，「感震ブレーカー」のイラストが「火災」
カードと同じ赤系の色で描かれているが，これは「感震ブレーカ
ー」が火災に対応するカードであることを示したものである。 
（２）災害カードの種類とデザイン 
災害カードは，災害側プレイヤーが発生させる災害と人間側プ
レイヤーに与える効果などを示したカードである。現在のプロト
タイプでは，「地震」「風水害」「津波」「火災」「ガラス散乱」「浸
水」「台風」「土砂崩れ」「停電」の９種類の災害カードが作成さ
れているが，対応すべき災害種類や取り得る対策との兼ね合いで
種類を増減してもよい。 
各災害カードには，「１次災害カード」と「２次災害カード」
の２種類があり，「２次災害カード」は関連する１次災害が発生
した後にのみ使用できる。 
カードデザインにおいては，災害の種類をイラストで示すとと
もに，１次・２次の別と人間側プレイヤーに与える被害をカード
上部に記号で示している。 
例えば図３右に示した例では，災害カード「火災」が，「地震」
や「風水害」に伴って発生する２次災害であり，発生時には３０
のダメージを人間側プレイヤーに与えることが示されている。 
（３）ゲームボード 
ゲームボードは中央に仮想空間の地形を示したマップ，その左
右に災害側・人間側のカードを置くスペースが設けられている
（図４）。 
マップは六角形グリッドで構成されており，各マスは地理的特
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徴別に塗り分けられている。現在のプロトタイプでは，市街地
（黄），山間部（緑），海・河川（青）の３色に色分けしているが，
プレイヤーの生活環境を反映して，新たな地理的要素を盛り込む
ことも可能である。 
災害側のカード置き場には，山札，捨て札，１次災害カード，
２次災害カードを置くスペース，人間側のカード置き場には，山
札，捨て札，事前対策カード，事後対策カードを置くスペースが
それぞれ設けられている。 
各スペースは，該当するカードを置く場所と同時に置くことが
できるカードの最大枚数を示している。たとえば，図４左側の災
害側カード置き場では，１つの１次災害カード置き場の下に２つ
の２次災害カード置き場が接続されているが，これは１つの１次
災害カードに対して，２つの２次災害カードを使用できることを
示している。 
（４）災害シート 
土砂崩れなど広範囲に被害を及ぼす災害の災害カードを使用
する際は，図５に示す災害シートをマップ上に配置し，被害範囲
を示す。災害シートの数値は，災害シートに接した人間側プレイ
ヤーが受ける被害の程度を表している。 
プロトタイプでは「津波」「土砂災害」「火災」の災害カードを
使用する場合に対応する災害シートを使用する。また，「火災」
の災害シートがマップ上にあるときは，次ターン以降，一定確率

で隣接するマスに「延焼」する。 
（５）ターンカウンターとライフカウンター 
ゲーム開始からの経過ターン数をカウントするため図６左の
ターンカウンターを用いる。「１」から１ターンに１つずつ駒を
進め，「Game Over」の位置に来たら人間側の勝利でゲーム終了
となる。 
災害により人間側プレイヤーの受けた被害の程度をカウント
するため図６右のライフカウンターを用いる。被害発生ターンで
被害が発生した場合，もしくは事前・事後の対策で被害を回復し
た場合は，所定の数だけ駒を動かす。駒が「Game Over」の位
置に来たら災害側の勝利でゲーム終了となる。 
 
４章 ゲームの進め方 
（１）ゲームの進め方 
ゲームの進め方は以下の通りである（図２）。 
初めにゲーム開始時のみ「準備ターン」の操作を行う。その後，
人間側「事前対策ターン」，災害側「災害発生ターン」，人間側「事
後対策ターン」災害側「被害発生ターン」の順に所定の操作を行
う。ここで終了判定を行い，所定の終了条件を満たしていればゲ
ーム終了，終了条件を満たしていなければ，人間側「事前対策タ
ーン」からの操作を繰り返す。 
以下，各ターンにおける手順を説明する。 

【表１】防災カードの種類と効果 【表２】災害カードの種類と効果
【天気予報】 「風水害」を使ったとき使用することができる。
［２次災害・風水害］の種類のカードが災害側の手札にある場合、人
間側に公開しなければならない。

【緊急地震速報】 地震が使用されたとき、このカードを使用すると、
「逃げる」のカードを１枚山札から手札に加えることができる。

【飛散防止フィルム】 「ガラス散乱」のダメージを軽減する。
サイコロの目が偶数ならダメージが０になり、奇数なら半分になる。

【浸水ハザードマップ】 「浸水」のダメージを半分にする。
また、「浸水」が場に出された直後のターンに「逃げる」を使うときこ
のカードが有効であれば、２マス移動できる。

【津波ハザードマップ】 「津波」のダメージを半分にする。
また、「津波」が場に出された直後のターンに「逃げる」を使うときこ
のカードが有効であれば、２マス移動できる。

【土砂ハザードマップ】 「土砂崩れ」のダメージを半分にする。
また、「土砂崩れ」が場に出された直後のターンに「逃げる」を使うと
きこのカードが有効であれば、２マス移動できる。

【感震ブレーカー】 「火災」のカードによって新たに出火した「火災」
カードの効果を無効にする。

【靴】 「ガラス散乱」のダメージを半分にする。

【逃げる】 「浸水」土砂崩れ」「津波」を使用されたとき、このカードを
手札から使うことができる。サイコロを振り、偶数なら1マス移動す
ることができる。奇数なら何も起こらない。

【地震】 山札から「２次災害・地震」の種類のカードを１枚加える。

【風水害】 山札から「２次災害・風水害」の種類のカードを１枚加え
る。

【津波】 海エリアに津波シートを置き、接しているプレイヤーに所定
のダメージ与える。

【火災】 都市エリアに火災シートを1枚置く。接しているプレイヤーに所定のダメー
ジを与える。ボード上に火災シートがある場合、災害ターンの終了時にサイコロを振り
、偶数なら延焼シート置く。プレーヤーが接している場合、所定のダメージを与える。

【ガラス散乱】 都市にいるプレイヤーに所定のダメージを与える。

【浸水】 都市にいるプレイヤーに所定のダメージを与える。

【台風】 すべてのプレイヤーは所定のダメージを与える。

【土砂崩れ】 山エリアに土砂災害シートを置き、シートに接している
プレイヤーに所定のダメージを与える。

【停電】 次の人間側のターンに、事前対策カードを伏せることがで
きない。

【消火器】 自分の周囲1マスの火災シートをマップから、取り除くこ
とができる。

切 切 切 切

切 切 切 切

切
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【図4 】ゲームボードのデザインと各部名称

【図5】災害シート

【図6】ターンカウンターとライフカウンター
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（２）準備ターンの手順 
準備ターンでは，人間側プレイヤーのスタート位置を決定して
から，人間側・災害側プレイヤーの手札を作る作業を行う。また，
ターンカウンターとライフカウンターの準備を行う。 
[スタート位置の決定] マップ上には１番から６番までのスタ
ート位置が示されており，人間側プレイヤーがサイコロを振って，
出た目の番号の位置をスタート位置とする。 
[手札作り] 人間側・災害側双方がそれぞれの山札の中から，所
定枚数のカードを自由に選び手札とする。マップ上のスタート位
置を決めてから手札を作らせるのは，双方のプレイヤーが，現在
地やその周辺の地形からゲーム中に起こりやすい（起こしやすい）
災害を考えて，効果的な災害カード・防災カードの組み合わせを
考えさせるためである。 
[ターンカウンター・ライフカウンター準備] 初期位置に駒を置く。 
（３）事前対策ターンの手順 
事前対策ターンでは，人間側プレイヤーが災害の起こる前に
「日頃の備え」をするターンである。人間側プレイヤーは，駒の
現在位置や周辺の地形から，災害側プレイヤーによって次に引き
起こされる災害を予想し，手札の災害対策カードから有効と思わ
れるものを選んで，ゲームボード上の所定の場所にウラ返して置
く。ボード上の事前対策カードは，次ターン以降にオモテ面にす
ることで所定の効果を発揮する。 
（４）災害発生ターンの手順 
災害発生ターンは，災害側プレイヤーによって災害を発生させ
るターンである。 
災害側プレイヤーは，手札の災害カードをゲームボード上の所
定の場所に出して災害を引き起こす。また，土砂崩れなどの一部
の災害ではマップ上に災害シートを配置して被害範囲を指定す
る。１次災害カードは３枚まで，２次災害カードは１つの１次災
害カードにつき２枚まで出すことができる。 
なお，２次災害カードは前回の災害発生ターンまでに対応する
１次災害カードが出されている場合に限り出すことができる。例
えば，２次災害カードの「津波カード」は１次災害カードの「地
震カード」が事前に出されている時のみ出すことができる。 
（５）事後対策ターンの手順 
事後発生ターンは，災害発生ターンで発生した災害に対して人
間側プレイヤーが避難などの事後的な対策を講じるターンであ
る。 
人間側プレイヤーは，手札の事後対策カードから有効と思われ
るカードを選び，ゲームボード上の所定の場所にオモテ向きに出
す。事後対策カードはすぐに効果を発揮する。 
（６）被害発生ターンの手順 
被害発生ターンは，災害側プレイヤーによって引き起こされた
災害，人間側プレイヤーの事前対策・事後対策を元に，災害によ
る影響度（人間側プレイヤーが受ける被害の程度）を算定するタ

 
【図７】実証実験の様子 

 
ーンである。各カードの効果に従ってライフポイントの増減を計
算し，ライフカウンターの駒を動かす。また，各ターンが一巡し
たのでターンカウンターの駒を１つ進める。 
（７）終了判定の手順 
終了判定では，ターンカウンターやライフカウンターの駒の位
置を見てゲームの終了・継続や勝敗を判定する。 
ターンカウンターの駒が「Game Over」の位置に来たら人間
側の勝利でゲーム終了，ライフカウンターの駒が「Game Over」
の位置に来たら災害側の勝利でゲーム終了となる。 
 
５章 ゲームのカスタマイズ性について 
本稿で紹介した「対戦型災害サバイバルゲーム（仮称）」のプ
ロトタイプでは，ゲームが煩雑になるのを防ぐために，防災カー
ドや災害カードの種類を可能な限り少なくしたが，地域やプレイ
ヤーの特性を踏まえて，他の災害カードや防災カードを追加する
カスタマイズを行うことが可能である。また，ゲームボード上の
マップは容易に交換可能であるため，プレイヤーの暮らす地域の
地形に似せたマップに変更することも考えられる。 
ライフカウンターの初期値や，人間側勝利となるターン数を変
更することで，ゲームの難易度をある程度調整できるため，大人
対子どもなどのハンデ戦を行うことができる。 
 
６章 課題と今後の展望 
本報告では，開発中の「対戦型災害サバイバルゲーム（仮称）」
のプロトタイプについてその概要を報告した。 
ゲームの効果や課題を明らかにするため，プロトタイプを用い
た実証実験を行っている（図７）。その結果については機会を改
めて報告したい。 
 
本研究は株式会社DNPメディアクリエイトとの産学共同研究
による成果の一部をまとめたものである。また，本研究を行うに
あたり大東文化大学特別研究費の助成を受けた。 
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