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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：地域社会における危機管理システム改革プログラム －自然災害への対応－
■プロジェクト名：官民協働危機管理クラウドシステム
■テーマ：８－（１）
■責任機関名： 独立行政法人 防災科学技術研究所
■研究代表者名（役職）：平成 25 年度：藤原広行（領域長）、平成 23、24 年度：長坂俊成（主任研究員）
■実施期間： 3 年間（平成 23～25 年度）
■実施経費： 520.9 百万円
１．プロジェクトの背景と目的、必要性
各種災害に対する地方公共団体等の危機管理システムとして、国際標準の分散相互運用環境によ
り、官民の各機関からリアルタイムで災害情報を取得して各種情報を統合化して状況把握と事態の推
移の見通しを把握した上で、意思決定および指揮、各種復旧・復興業務、広報・伝達、報告業務を支
援する情報システムを開発する。同システムを活用した業務システムを改革し、地方公共団体の災害
対応の合理的な意思決定を高度化し、かつ、各機関が情報共有に基づき、協調・連携することで効果
的な災害対応を実現する。特に、東日本大震災の教訓を踏まえ、甚大な被害が広域に同時に発生し、
個々の市町村の行政機能及び災対対応機能が喪失した場合に、当該都道府県や隣接自治体、他の
都道府県・市町村等が協調・連携する広域的な後方支援対応業務にも適用可能なシステムとその運
用手法を併せて開発する。
２．研究の全体像
① 危機管理対応業務の人的・組織的改善に関する研究
災害経験を有する複数の地方公共団体等を対象とし、警戒期から発災後の応急期の意思決定フロ
ーや意思決定のための情報ニーズ、災害対応を構成する各対応部局の災害対応業務フロー、重要業
務の事業継続計画、部門間・組織間の連携について調査・分析する。人的組織的な観点から情報シス
テムを活用した危機管理業務システムを改善・高度化するとともに、隣接する地方公共団体等が協調
して対応するために必要となる標準的な災害対応手法を提案する。
② 相互運用した情報を利活用する情報システムの開発
上記①の成果を情報システムの設計指針に反映させ、地理空間情報の相互運用のための国際標
準インタフェースを用いて、インターネット上で分散・相互運用される各機関の情報をリアルタイムかつ
動的に利活用し、警戒期から応急期の危機管理の意思決定及び対応業務を支援する情報システムを
開発する。同システムは、災害対応に必要な情報を位置（空間）及び時間に即して、収集、集約、共有、
集計・分析、検索、可視化、指示、進捗管理、印刷、記録、報告、広報等ができる統合的な機能を有す
るとともに、高いユーザビリティを実現する。災害時の負荷分散やバックアップなどを考慮し、クラウド環
境上で稼働するＳａａＳとして運用可能なシステムとして開発する。加えてオフラインの環境でイントラシ
ステムとして運用可能なデュアルモードのシステムとして開発する。
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③ リアルタイム災害観測・予測情報の相互運用化
国土交通省河川局の河川情報、気象庁の気象情報、県が保有する災害情報、防災科研の地震観
測情報や地震被害推定情報、電話、携帯電話、電力・都市ガス、道路等のライフラインの被害及び復
旧情報、地方公共団体の消防指令台情報、大学等の研究機関による各種被害シミュレーション情報な
ど、官民のリアルタイムの災害情報を、国際標準の相互運用方式に基づき、提供側それぞれの公開ポ
リシーを遵守した上での情報システム上でのデータ利活用を実現する。
３．ミッションステートメント
（１）実施期間終了時における具体的な目標
標準的な危機管理体制や対応手法に基づき、実証実験地域の地方公共団体等の協力を得て、突発
型災害及び警戒型災害における警戒期から発災後の応急期の意思決定や、災害対応を構成する各対
応部局の災害対応、重要業務の事業継続（ＢＣＰ）、部門間の調整及び機関間の連携を改善し、合理的
な災害対応を支援する災害対応システムを開発する。特に、今般発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、
甚大な被害が広域に同時に発生し、個々の被災市町村の行政機能及び災対対応機能が喪失した場合
に、都道府県や隣接自治体や他の都道府県・市町村等が協調・連携する広域的な後方支援対応業務に
も適用可能なシステムとその運用手法を併せて開発する。
開発する災害対応システムは、地理空間情報の各種国際標準インタフェース（ＷＭＳ，ＷＣＳ，ＷＦＳ，
ＷＰＳ，ＫＭＬ等）を有し、分散相互運用環境により、官民の各機関からリアルタイムで配信される災害情
報を取得し、各種情報を統合化して状況把握と事態の推移の見通しを把握した上で、意思決定および指
揮、各種復旧・復興業務、広報・伝達、報告業務を支援する情報システムを実現する。同システムを活用
した業務システムを改革し、地方公共団体の災害対応の合理的な意思決定を高度化し、かつ、市町村、
都道府県、及び公共機関等の各機関が情報共有に基づき、協調・連携することで効果的な災害対応を
実現する。
同システムは、災害時のアクセス集中に対する負荷分散や最新の機能をネットワークサービスとして利
用できることなどを考慮し、クラウド環境上で稼働するＳａａＳとして運用可能なシステムとして開発するとと
もに、ネットワークの断絶に備え、オフラインの環境でイントラシステムとして運用可能なデュアルモードの
システムとして開発する。
国土交通省河川局の河川情報、気象庁の気象情報、県が保有する災害情報、防災科研の地震観測
情報や地震被害推定情報、電話、携帯電話、電力・都市ガス、道路等のライフラインの被害及び復旧情
報、地方公共団体の消防指令台情報、大学等の研究機関による各種被害シミュレーション情報など、官
民のリアルタイムの災害情報を、国際標準の相互運用方式に基づき相互に流通させ、提供サイドの公開
ポリシーを遵守した上で、災害対応システム上で統合的に利用できる社会システムを実現する。
同システムが自治体の災害対応実務で実際に運用されるためには、これらのシステムを活用し災害対
応の意思決定のための情報収集、集約、分析等を行い災害対応の指揮支援を行うことができる自治体
職員等の人材養成が不可欠となる。そこで、本研究開発では、同システムを用いて情報分析等の指揮支
援を行うことができる人材養成のためのカリキュラムを開発し、同カリキュラムに基づき同システムの訓練モ
ードを開発し、実践的な訓練や演習を通じた人材養成システムを提案する。
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（２）実施期間終了後の取組
開発したシステムをオープンソースとして無償公開し、参画した民間事業者はじめＳａａＳ事業者がクラ
ウド環境で稼働する官民協働防災ＳａａＳをセキュアーかつ安価に提供し普及する。災害情報のリアルタイ
ムの相互運用環境を普及するために官民協働で運用するサーバーやクリアリングハウスの運営協議会を
設置する。相互運用を普及させるための著作権処理、利用規約、対価等の方針、データ整備段階の配
慮事項等を取りまとめたガイドラインを整備し、社会制度的なシステムを改革し災害情報の相互運用環境
の整備に官民協働で継続的に取り組む。
（３）期待される波及効果
危機管理の標準システム及び地理空間情報の国際標準インタフェースに基づき開発され、さらに、オ
ープンソースとして無償で公開されるため、同システムを多言語化することで、途上国の国及び地方政府
レベルの危機管理及び災害対応の高度化に貢献することが期待される。また、警察、消防、自衛隊等、
危機管理システムとも標準インタフェースを用いたセキュアーな情報共有が可能となり、官邸等の危機管
理システムの高度化に貢献することができる。さらに、同システムは、実運用と同様のユーザビリティをも
つ訓練モードを実装されるため、平常時から本システムを利用することで、操作方法に慣れることが可能
となり、また、訓練時に把握されたシステム改善のニーズがＳａａＳ事業者に反映させることで、システムの
機能向上が恒常的に行うことができる。
（４）採択時コメント
本提案は、各種災害に対する市町村の危機管理システムとして、国際標準の分散相互運用環境により、
各機関からリアルタイムで災害情報を取得するとともに各種情報を統合化する情報システムを開発し、災
害対応を支援するものとして評価できる。計画は、実際の災害対応経験に基づく総合的かつ実用的なも
のとして立案されている。国、自治体などの官民協働体制も確保されており、多様な災害に対応できるシ
ステム構築が期待できる。今後、東日本大震災のような広域災害で新たに明らかになった課題にも適用
すること、及び市町村にとどまらず都道府県レベルの広域連携についても検討することを期待する。
採択条件１：比較的小さい範囲の災害から、基礎自治体群の機能が喪失するような広域災害時を想定
した被災対策を決定し、実行する広域自治体の業務の流れとその過程で提案システムを活用して行くと
きの関係を明らかにすること。
採択条件２：提案システムを自治体が実運用していくための道筋（トレーニング等を含む）を具体的に
示すこと。
４．研究計画
① 危機管理対応業務の人的・組織的改善に関する研究
・平成 23 年度
実証実験自治体の災害対応業務の調査分析を中心に、ニーズ調査およびヒアリング等を実施し、
意思決定および対応業務の業務フローの改善を図り、それに基づき情報システムの機能要件を明ら
かにする。
・平成 24 年度
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実証実験地域における業務分析結果および情報ニーズ、情報システムの機能要件を整理・総合
し、標準的な災害対応手順の視点から評価し、共通的な対応手法と情報項目を標準化する。これら
の危機管理対応の標準的手法を考慮し、災害種別ごとに固有の手順や情報ニーズを明らかにした
上で、図上演習等を実施し、システムの機能要件や運用手法を明らかにする。
・平成 25 年度
前年度に実施した 2 か所の合同図上訓練で行って得られた成果を基に、災害対応業務の標準化
とフローを確立し、自治体が実施する業務分析手法を確立する。そして、実証実験自治体等で実証
実験を実施し、手法の評価を実施する。そして、情報システムの導入および災害対応業務の分析・
改善に資する手法として確立した上で、平時から自治体が訓練プログラム等も含めて、システム導入
や業務分析・改善に資するガイドラインを作成し、(b)で公開する情報システムとセットで公開する。
② 相互運用した情報を利活用する情報システムの開発
・平成 23 年度
災害対応システムを支える基盤的な環境整備として、クリアリングハウスシステムの設計・開発を行
う。標準化された自治体の災害対応手順の実装に先立ち、タイムラインモジュールと基本的な機能と
Web-GIS モジュールの基本機能やモバイル環境への対応機能、リアルタイム情報との相互運用機
能を設計し一部実装する。
・平成 24 年度
標準化された自治体の災害対応手順に従い、Web-GIS を含む災害対応システムとリアルタイムの
相互運用情報の閲覧参照の機能拡張を行うなど、統合的なアプリケーションシステムを開発・構築を
行う。そして、クラウド環境での運用実験を実施する。あわせて、オフラインモードでの利用を可能に
する機能の開発を行う。図上演習等の実証実験を通じて、災害対応システムの有効性を評価し、機
能拡張とユーザビリティ向上に向けた改良仕様を整理する。
・平成 25 年度
2 年目の実証実験から得られた成果を活用しながら、プロトタイプから本格開発へ移行して、基盤
システムを含めた情報システム全体を完成させる。そして、実証実験自治体等における実証実験を
通じて、その有効性を評価する。
開発・公開される情報システムの導入のために、自治体職員向けの技術資料を作成して、情報シ
ステムとセットで公開する。なお、9 月に一部機能によるファーストバージョンのリリースを行い、年度
末にはフルバージョンとして公開する。併せて、本システムの公開後の社会的な運用体制の検討を
行う。
③ リアルタイム災害観測・予測情報の相互運用化
・平成 23 年度
2 年目以降に予定されている実証実験に向けて、各機関各種情報の相互運用方式による情報配
信の仕様の検討を行う。
・平成 24 年度
各種情報の相互運用に基づく情報配信システムのプロトタイプシステムを構築する。
・平成 25 年度
2 年目に得られた課題を解決するための検討および改善を実施する。実証実験では可能な災害
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情報は利用できるように相互運用化を進める。リアルタイム地震被害推定情報については、被害推
定の高速化を行う。
＜研究計画表＞
社会システム改革の推進を加速するために、研究開発の課程で新たに得られた制度面の課題・隘
路を整理することは、今後の官民協働した情報共有の実現のために重要である。また、自治体がクラウ
ド型システムを導入する際の課題を整理することが本プロジェクト終了後の成果普及の最大化のため
に必要である。そこで、調査研究項目として、「官民協働に基づく情報共有の実現のための制度的な
隘路・課題の検討」を新規に追加した。
研 究 項 目

１年度目

２年度目

３年度目

① 危機管理対応業務の人
的・組織的改善に関する研究
対応業務の人的・組織的改善 ヒアリング等調査、
(新潟大、群馬大、山梨大、 情報システム要件検討
防災科研)
訓練プログラムの検討
(消防研究センター)

標準化検討、手法の高度化、確立

訓練プログラム検討

訓練プログラム改良

② 相互運用した情報を
利活用する情報システム
の開発
災害対応システム設計・開発
仕様検討、プロトタイプ開発
(防災科研、ＮＴＴ空間情報、
ファルコン、山梨大、東京大)
災害情報クリアリングハウ 運用ルール検討、システム開発
ス(東京大、防災科研)

本格開発、
システムの確立

システム改良、高度化

③ ﾘｱﾙﾀｲﾑ災害情報・予測
情報の相互運用化
リアルタイム災害情報・予測
連携仕様検討、プロトタイプ開発
情報の相互運用化(防災科
研、気象庁、国交省水管理・
国土保全局、新潟県)

連携実装、改良・高度化

水・土砂：三条市
火山：小林市、環霧島 地震・津波：釜石市
地震・津波：藤沢市
火山：小林市、環霧島
地震・津波：藤沢市

④ 自治体実証実験

調査研究①
調査、検討

制度的隘路問題
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５．実施体制
＜研究実施体制図＞

＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

1.危機管理対応業務の人的・組織的改善に関する研究
(1) 対応業務の人的・組織的改善

(2) 訓練プログラム検討

防災科学技術研究所

◎藤原 広行

防災科学技術研究所

◎長坂 俊成

群馬大学

片田 敏孝

新潟大学

田村 圭子

山梨大学

鈴木 猛康

消防研究センター

細川 直史

防災科学技術研究所

藤原 広行

防災科学技術研究所

長坂 俊成

ファルコン

國澤 和義

NTT 空間情報

北原 秀彦

東京大学

岩井 将行

防災科学技術研究所

長坂 俊成

東京大学

柴崎 亮介

防災科学技術研究所

藤原 広行

防災科学技術研究所

長坂 俊成

気象庁

牛田 信吾

2. 相互運用した情報を利活用する情報システムの開発
(1) 災害対応システムの設計・開発

(2) 災害情報クリアリアリングハウスの開発
3. ﾘｱﾙﾀｲﾑ災害情報・予測情報の相互運用化

国土交通省

鈴木 高

新潟県

小林 聡

※ 研究代表者は平成 23、24 年度：長坂俊成（主任研究員）、平成 25 年度：藤原広行（領域長）。
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６．運営委員会の委員構成及び開催状況
＜運営委員会委員＞
氏名
◎中川 和之

（委員長）

所属機関

役職

株式会社時事通信社

解説委員

重川 希志依

富士常葉大学大学院

教授

難波 一孝

KDDI 株式会社

理事

小林 洋(平成 23 年 10 月～24

KDDI 株式会社

執行役員

山田 協

総務省情報流通振興課

課長補佐

梅村 研(平成 23 年 10 月～24

総務省情報流通振興課

企画官

菊島 淳治

経済産業省情報処理振興課

課長補佐

若林 伸幸(平成 23 年 10 月～24

内閣府（防災担当）

企画官

内閣府（防災担当）

参事官補佐

内閣府（防災担当）

参事官補佐

年 3 月)

年 3 月)

年 3 月)
大野 崇(平成 24 年 4 月～25 年
3 月)
金納 聡志
運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
平成 23 年度第 1 回（平成 23 年 12 月 15 日）
議題： （１）プロジェクト実施方針、（２）今年度と来年度の実施内容、（３）意見交換（「危機管理クラ
ウドシステムの実運用に向けて」等）、（４）今後のスケジュール
平成 23 年度第 2 回（平成 24 年 3 月 19 日）
議題： （１）今年度の成果、（２）今年度の成果を含めた意見交換
平成 24 年度第 1 回（平成 24 年 8 月 9 日）
議題： （１）自治体向け全国説明会・意見交換会の開催について、（２）話題提供、（３）研究進捗報
告、（４）意見交換
平成 24 年度第 2 回（平成 25 年 3 月 27 日）
議題： （１）研究成果報告、（２）内閣府防災担当との実証実験報告、（３）話題提供、
（４）研究成果の公表、来年度の研究方針・体制プロジェクト実施方針
平成 25 年度第 1 回（平成 25 年 10 月 2 日）
議題： （１）開発システムのデモンストレーション、（２）研究進捗状況等、（３）研究の今後の課題、と
りまとめ等
平成 25 年度第 2 回（平成 26 年 3 月 25 日）
議題： （１）今年度の実施報告、（２）本プロジェクトで得られた今後の課題、（３）研究成果の公開、
（４）最終報告書
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

研 究

担当機関等

担当者

所要経費（補助対象経費）
H23

H24

H25

年度

年度

年度

合計

1. 危機管理対応業務の人的・

防災科学技術研究所

藤原 広行

9.3

40.6

52.6

102.4

組織的改善に関する研究

群馬大学

片田 敏孝

9.3

9.9

0

19.2

新潟大学

田村 圭子

10.1

9.9

4.0

24.1

山梨大学

鈴木 猛康

3.0

3.0

3.3

9.3

消防研究センター

細川 直史

1.4

8.6

6.7

16.8

2. 相互運用した情報を利活用

防災科学技術研究所

藤原 広行

31.5

47.1

57.5

136.1

する情報システムの開発

ファルコン

國澤 和義

15.1

48.6

52.6

116.3

NTT 空間情報

北原 秀彦

10.0

26.7

21.2

57.9

東京大学

岩井 将行

4.0

4.0

2.0

10.0

防災科学技術研究所

藤原 広行

5.0

10.0

13.8

28.8

98.8

208.3

213.7

520.9

3. ﾘｱﾙﾀｲﾑ災害情報・予測情
報の相互運用化

所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１

研究項目２

研究項目３

計

１．補助金
設備備品費

2.4

0.7

0

3.1

人件費

36.0

172.5

0

208.5

消耗品費

15.5

4.1

0

19.5

その他

117.9

143.1

28.8

289.7

合 計

171.7

320.4

28.8

520.9

0.1

24.3

0

総計 24.4

171.7

320.4

28.8

総計 520.9

0

0

0

0

２．自主経費
補助対象経費 合計
３．補助対象外経費
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１． 目標達成度
【実施期間終了時における具体的な目標】
市町村等自治体の警戒本部・災害対策本部および災害対応部局が、警戒期および災害発生後の
応急期において、災害対応に必要とされる各種情報を収集・共有・分析・伝達するとともに、それらの
情報に基づく的確な判断・意思決定と迅速かつ効果的な災害対応業務を遂行することを支援する情
報システム（災害対応システム）を開発した。システム化の対象とした災害対応業務は、警戒期におけ
る庁内の態勢判断、事態の推移の見通しの判断、住民の事前避難等の判断と避難勧告等の伝達に
加え、発生後の被害把握、人命救助、避難勧告等の住民への災害情報の伝達、避難所開設等避難
生活の初動対応、都道府県や府省庁等への報告や要請、他府県の自治体や隣接自治体による後方
支援の要請及び受援のための支援機関との情報共有と調整等とした。時間フェーズは警戒期から初
動期の対応業務に特化し、地震・津波災害、水・土砂災害、火山災害の３つの災害類型を対象とし、標
準化された範囲の中で、自治体毎の多様性が吸収できるよう、カスタマイズが行えるシステムとして開
発した。
採択時に付されたコメントおよび条件に対応し、単一自治体内比較的小規模な災害だけでなく、東
日本大震災レベルの大規模広域災害の災害対応において、国の防災関係機関や都道府県、市町村、
ライフライン事業者等と相互に情報を共有し、都道府県レベルの広域連携、自治体間の水平的な後方
支援・相互援助に基づき、官民が協働しながら効果的に災害対応を遂行するための手法を、市町村の
災害対応の視点から明らかにし、同手法を災害対応システムで実現できるように実装した。
官民協働および広域連携を支える技術的な対応として、地理空間情報の国際標準の相互運用方式
である地図 API へ対応した。ISO 等の国際標準化の動向及び我が国の関係府省の API 等の標準化動
向、さらには民間で普及しつつあるデファクトスタンダードに対応することとし、WMS、WFS、KML、国土
地理院の地理院タイルなど標準インタフェース（地図）を実装した。また、地理空間情報を共有するた
めの分散相互運用環境を構築する上で不可欠となるメタデータの流通基盤として、地理空間情報分野
のメタデータ標準に基づくクリアリングハウスシステムを開発した。これにより、官民の各機関が平時から
あらかじめ準備したデータと、発災後に配信・更新される災害情報を互いに取得・参照し、空間解析等
によって統合的に処理し、混乱した状況下においても的確な状況把握を行い、事態の推移の見通しを
持った上で、関係者間で状況認識の統一を図りつつ、的確な意思決定および報告・共有・指示・要請
を行うなど、協調・連携に基づく応急対応を行う業務フローの改善を図ることができた。
本システムは、災害時のアクセスの負荷分散やデータ復旧等を考慮し、クラウド環境で稼働し、民間
事業者等が SaaS 等のサービスと提供および運用可能なシステムとして開発した。併せて、ネットワーク
の断絶に備え、オフラインのイントラネットワーク環境で稼働するシステムとして必須機能を限定して運
用可能なシステムとして開発した。
関係機関が保有する各種災害情報のうち、関係府省が有するデータとしては、国土交通省の河川
情報、気象庁の気象情報、防災科研の地震被害推定情報を、XML 等の標準データ形式や地図 API、
クリアリングハウスに基づき情報を取得する機能を実装した。また、ライフライン企業も含めた、官民のリ
アルタイムの災害情報を流通できる社会システム改革の実現に向けた課題や隘路を整理した。
本システムが市町村の災害対策実務の現場で効果的に運用されるためには、利用者となる自治体
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や職員の人材養成が不可欠となる。そこで、本プロジェクトでは、災害対応に係る意思決定や情報収
集・分析・調整等の指揮支援を行うことができる訓練手法を開発した。同手法は、災害対策本部のスタ
ッフ及び各業務部門が被害想定に基づき、災害対応のタイムラインシナリオを作成し、タイムラインに
沿って、業務を遂行する際に必要な情報の特定、また、庁内および外部関係機関との連携関係を評
価し、災害対応業務フォローや意思決定を改善する訓練手法を開発した。
【実証期間終了後の取組】
開発したシステムは、オープンソースライセンスに基づき研究プロジェクトウェブサイトにより無償公開
を開始した。公開の際は、採択時に付されたコメントおよび条件に対応し、自治体がシステムを導入し
て運用するための道筋として、手順を分かりやすく示したガイドラインを公開した。これにより、民間事業
者等は、クラウド環境で稼働する防災情報システムの事業化が行えるようになった。一方、自治体はベ
ンダーロックインを回避した形で防災情報システムを安価に導入することが可能となった。なお、中核
機関は本研究プロジェクトの成果を受けて、研究開発を継続し、システムの高度化および機能開発等
を実施する。
災害時に、災害情報を共有する環境を実現するためのクリアリングハウスを開発し、オープンソース
ライセンスに基づき無償公開を開始した。また、災害情報を共有する協議会等が行うことが想定される
運営業務が行える機能を有するように実装した。これにより、社会制度的なシステムを改革し災害情報
の相互運用環境の整備に官民協働で取り組むための基盤システムが開発できた。中核機関は、本プ
ロジェクトの運営委員会に参画した実務省庁と連携して、本研究プロジェクトを通じて得られた新たな
課題・隘路をもとに、官民の情報共有、協調・連携した災害対応が実現できるための社会システム改革
に向けた研究開発を継続して実施する。
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２. 研究の実施方法・実施体制
（１）研究実施方法
市町村等自治体の危機管理（災害）対応業務の人的・組織的な改善に関する研究に際しては、当
初の計画では、実証実験自治体の過去の災害対応の履歴（記録）及び現状の災害対応マニュアル等
を用いた業務分析（WBS）や自治体職員へのヒアリング調査を実施し、災害対策本部および部門ごとに、
意思決定および対応の業務フローの改善を図り、災害一般に共通する意思決定の手順や業務フロー
の標準化とともに、災害類型ごとに重要業務の特定および、各業務のブレイクダウン、業務の遂行の具
体的手順、判断に必要とするデータセットを明らかにし、それらに基づき災害対応システムの要件定義
を行う方法を想定していた。業務分析の手法としては、業務の工程を作業単位に構造的に記述する
WBS 手法を用いたが、時系列の中で部門間の協調・連携関係を可視化し、情報の共有関係を分析す
る必要性から、タイムラインシナリオに基づく業務分析を併用する方針とした。これにより、自治体にお
ける実証実験の際にタイムラインシナリオを作成し、図上訓練を通じた対応シミュレーションを行うことに
より業務改善を促す手法とした。
当初の研究計画で挙げていた自治体の平常業務の事業継続については、実証実験自治体との協
議の結果、各平常業務の情報システムや別途策定される事業継続計画の中で対応すべきものと判断
し、災害対応システムのシステム化の対象業務としないことが確認されたため、本プロジェクトでは業務
改善のための分析対象から除外した。
本システムで開発する災害時のネットワーク途絶への対応としては、オフライン環境とオンライン環境
のデュアルな運用が可能なシステムとして開発する計画であったが、オフライン環境となる庁内イントラ
ネット環境のセキュリティポリシーが自治体ごとに異なっており、アプリケーション層である本システムに
よる解決が困難な部分が多かったため、双方の環境で独立して稼働するシステムとして開発した。
自治体やライフライン等後方支援機関の災害情報の入力・共有システムは、災害時に外部機関から
の受援の重要性の観点から、道路の被害状況の把握が重要と判断し、そこに特化する形でシステムを
開発した。特に、道路ネットワークデータについては、当初、デジタル道路地図データベース（DRM）の
利用を想定していなかったが、道路の閉塞箇所や規制箇所の情報をナビゲーション等のシステムとも
相互運用を可能とするため、デジタル道路地図データベースの活用が可能なシステムとして開発した。
訓練を通じた人材養成システムについては、本システムを用いてタイムラインシナリオに基づく図上
訓練（シミュレーション）を実施することで、災害対応業務の改善に加えて自治体職員を対象とした人材
養成に繋がるとの参画機関および実証実験自治体との共通理解に至り、今回実施したシステムを用い
た実証実験の実施手法をもって、人材養成システムと位置付けた。また、本システムの開発に際しては、
システムを用いた過去の災害対応を保存し参照できるログ機能を活用することで、訓練時の操作ログを
事後に分析・評価することで、人材養成に活用する方針とした。加えて、訓練時に状況付与や判断のト
リガーとなる気象情報および河川情報を訓練時にインプットする機能を実装した。
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（２）実施体制
本研究は、防災科学技術研究所が中核機関として、産官学が分担・連携してプロジェクトを遂行した。
大別すると研究項目として、１）災害対応手法研究、２）災害対応システム開発、３）相互運用化の３つ
から構成されている。
１）災害対応手法研究は、新潟大学（津波災害時の道路啓開手法）、群馬大学（洪水の際の住民へ
の避難情報伝達手法）、山梨大学（水害時の災害対策本部の業務分析を通じたシステム改善手法）が
担当し、その他、地震、火山の災害対応業務分析、および、遠野市等の後方支援自治体、環霧島自
治体間の広域連携業務の分析を防災科学技術研究所が分担しつつ、それらを統合して、標準的な災
害対応の業務フローと情報フローを整理した。
２）災害対応システムの開発の分担は、ファルコンが地理空間情報の処理機能、NTT 空間情報が道
路被害情報の入力機能、東京大学が災害情報のモバイル対応機能の研究開発を分担し、防災科学
技術研究所が、要件定義、画面設計をはじめとして、開発のインテグレーションを担当し災害対応シス
テムの実装を行った。さらに、参画自治体の協力を得て、防災科学技術研究所が、災害類型ごとに標
準化した業務フローと情報フローに基づき、設定機能を利用して推奨設定（地震津波版、水・土砂災
害版、火山版）として整理した。
３）にある相互運用化とは、様々な機関の災害情報について、各機関が相互に災害情報を二次加工
および二次利用できる標準的なフォーマットおよびインタフェースに準拠して公開することである。この
相互運用化は、参画機関に加え、関係府省の協力を得ながら、関係府省が保有するコンテンツやサ
ービスのデータフォーマット、メタデータ、API 等について調査し、国土交通省の河川情報、国土地理
院の地理院タイル、総務省の公共情報コモンズ、気象庁の防災情報 XML への対応を図った。なお、
関係府省との調整を図るため本プロジェクトの運営委員会に関係府省の出席を依頼し、技術的な対応
等について調整を図った。
実証実験を行った自治体（市町村）はそれぞれの都道府県との連携が不可欠となることから、県庁
への報告や県からの情報提供などについて、県庁の既存システムとの相互運用等について調整を図
ってきた。しかし、実運用中の県庁の防災情報システムとの接続は、セキュリティポリシーやシステム改
修費用等の理由により、本プロジェクトでは実現・検証はなされなかった。しかしながら、岩手県につい
ては、本プロジェクト終了後に、同システムを利用した県版の利用可能性や県と市町村との災害情報
の共有および相互運用について本格的な検討に入っている。

12

３．プロジェクトの成果
（１）全体成果
実証実験を実施した自治体の中には、岩手県釜石市（地震・津波災害）、宮崎県小林市（火山災
害）、新潟県三条市・見附市（水・土砂災害）など、直近に大きな被災経験を有し、または、度重なる被
災を経験し、豊富な災害対応経験を有することから、極めて現実的かつ実践的なユーザーニーズを把
握できた。それらの事例をもとに、さらなる災害対応業務の改善と標準化を図ることができ、開発した災
害対応システムの機能やユーザビリティについて高い評価が得られ、その有効性を確認した。
特に、本システムの主な特徴である災害情報の相互運用については、地理空間情報の標準インタフ
ェース（地図 API）に対応することで、国や都道府県、ライフライン事業者、周辺自治体、他府県の支援
自治体等が保有する被害情報や事前の対策情報を取得して統合的に扱うための技術的問題は解決
でき、災害情報が共有する体制が構築されれば、被災自治体の対応力と受援力を高めうることが実証
できた。気象情報や河川情報などの観測情報や予警報等の災害情報を取得し、本システムで２次利
用・加工を行ったことで、判断・意思決定や対応が迅速かつ的確に行われることが確認できた。
本システムは、これらの災害情報の取得・共有を実現する標準的なインタフェースに対応し、オープ
ンソースライセンス（GPL）に準拠したソフトウェアとして開発・公開しており、自治体をはじめとするあら
ゆる機関が無償で利用することができる。したがって、本システムを導入し運用する際には、特定のベ
ンダーや行政機関等に対してソフトウェアのライセンス料を支払う必要がなく、加えて、いわゆるベンダ
ーロックインを避けることが可能であり、イニシャルコストやランニングコストを格段に抑えられる。また、
オープンソースとして技術情報が開示されているため、様々なベンダーが自治体等のニーズに合わせ
て自由にカスタマイズしサービスを提供することが可能となった。
以上から、災害対応に係る業務システムを改革し、地方公共団体の災害対応の合理的な意思決定
を高度化し、かつ、各機関が情報共有に基づき、協調・連携することで効果的な災害対応に資する情
報システムが開発できた。
クラウド環境

国、都道府県
隣接自治体
支援自治体
ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者 等

危機管理ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ
情報共有
報告
支援要請

民間事業者
NPO, 災害VC

対応状況確認、
判断・意思決定

避難勧告／指示
避難所開設・運営
人命救助
道路規制・復旧
など

Ａ市
災対本部

被害報告、
対応状況入力

情報の統合

Ａ市
避難所

広報

クリアリングハウス

Ａ市
各担当班

メタデータ

地図API

(
)

自防
治災
体情
報
等

XMLフォーマット

（河
国川
土情
交報
通
省
）

気
象
（庁
気防
象災
庁情
）報

公共情報
コモンズ

緊急速報
メール

マスメディア

図Ⅲ-3-(1)-1 開発したシステムの全体像
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Ａ市住民

（２）研究項目１ 危機管理対応業務の人的・組織的改善
・概要
危機管理（災害）対応業務の人的・組織的改善として、情報システムを活用した標準的な災害対応手
法の確立を目標に研究を実施した。災害対応業務は、時間フェーズは警戒期から発災直後の応急対応
を対象とし、基本的な業務は所掌業務の枠組みに相当する区分も考慮し、本部設置、避難勧告・指示、
避難所開設、人命救助、被災状
況の収集・報告、道路規制・啓
開、後方支援を特定した。
これらについて情報システム
を活用するための標準的な災害
対応手法の全体整理は防災科
研が実施し、各業務の研究要素
は、各機関と連携して実施した
（図Ⅲ-3-(2)-1）。
避難勧告・指示においては、
図Ⅲ-3-(2)-1 対象とする災害対応業務および研究項目の関連性

水・土砂災害時に住民への避難
伝達手法として、群馬大学が三

条市を対象に住民アンケートおよびシミュレータに基づき研究を実施した。道路規制・啓開においては、
地震・津波災害を対象に道路導線確保手法として、新潟大学が釜石市を対象に作業分割構成（WBS）手
法を用いた災害対応相互運用化の業務フローおよび制約のモデル化手法に基づき研究を実施した。情
報システムをより高度に活用するために、情報システムを利用した災害対応業務の改善・高度化につな
がる手法および知見については、水・土砂災害として山梨大学が見附市等を対象として研究を実施した。
職員の訓練・養成カリキュラムに資する訓練手法については、消防研究センターが時系列的な災害対応
を可視化する訓練手法に基づくガントチャートに関する研究開発を行った。
・目標に対する成果
(a) 住民への避難伝達手法 （群馬大学）
1) 目的と成果の概要
本テーマは、本補助事業において開発する新たな災害対応システムのなかで、特に警戒期から発災
までの住民への情報伝達方法について、その設定指針を明らかにすることが目的である。具体的には、
平成 16 年 7.13 水害と平成 23 年 7.29 水害によって甚大な被害を受けた新潟県三条市を対象に、以下
の 3 点について研究を行った。
・平成 16 年と平成 23 年に発生した災害を事例として、特に住民避難を促すための効果的な危機管理
体制及び業務システムのあり方を検討する。
・上記を踏まえ、三条市における人的被害軽減策の検討およびその導入効果を検証する。
・今後の人材育成方針に関する知見をとりまとめる。
以上の研究より、早期の避難情報の発表およびその円滑な伝達体制を整備することだけでなく、個々
の住民に対して、一律に避難所への避難を求めるのではなく、個々の住民の状況に応じた適切な避難
14

方法を検討し、それを周知していくことが必要であることが確認され、それを促すための地域人材の活用
方策案を提示することができた。
2) 新潟県三条市において実施された避難促進策
三条市の対応について、7.13 水害時に問題とされたのは、避難勧告が適切に運用されなかったこと、
そして避難が遅れ、市内で 9 名が犠牲となり、その多くが高齢者などの避難困難者であったことだった。こ
の被災経験を踏まえ、三条市では、河川整備だけでなく、情報伝達体制の整備、避難勧告発令基準の
明確化、災害時要援護者支援方法の検討、新たな洪水ハザードマップの公表などのソフト対策を行って
きた。そして、それらの対策効果もあって、平成 23 年 7.29 水害では、7.13 水害と比較して約 2 倍の降水
量であったにもかかわらず、市内の人的被害は 1 名であった。
3) 住民避難を促すための効果的な危機管理体制及び業務システムのあり方の検討
平成 16 年 7.13 水害と平成 23 年 7.29 水害を事例として、両災害時の三条市の対応及び三条市民の
避難行動実態を比較することで、平成 16 年 7.13 水害以降、三条市が取り組んできた防災施策の実施効
果を検証した。具体的には、平成 23 年 7.29 水害時の住民の避難行動実態を把握するアンケート調査を
実施した。
調査結果より、平成 23 年 7.29 水害時避難勧告の取得率は 93.3%であり、平成 16 年 7.13 水害時（21.9%）
と比較するとその割合は大きく改善されていた。これは、7.13 水害後に実施した屋外スピーカーの設置、
避難勧告の発表基準の明確化などによる効果と考えられる。一方で、新たな洪水ハザードマップによって、
個々の住民の自宅位置やその構造によって、水害時の自宅滞在の可否を住民自らで判断することがで
きるようにした新たな洪水ハザードマップを
配布していたにもかからず、約 80%の住民は
自宅にとどまることを選択しており、そのうち
約 73%は「自宅は安全」だと考えていた。そ
のため、緊急一時避難について、平常時か
らの情報提供には改善の余地があることが
確認された。
4) 人的被害軽減策の検討およびその導入
効果の検証
H23 年 7.29 水害時における三条市の対

図Ⅲ-3-(2)-(a)-1 災害総合ｼﾅﾘｵ・ｼﾐｭﾚｰﾀの概要

応および住民の避難実態から、今後の適切
な避難を促進するため施策を検討し、その
導入効果について検証した。ここでは、三条
市における人的被害軽減策として、『避難勧
告の適切な発令タイミングの検討』と『緊急
一時避難の促進』を取り上げることとした。そ
して、これらの施策導入効果を検証するため
に、群馬大学の独自技術である災害総合シ
ナリオ・シミュレータを、三条市を対象に開発
した。ここでの災害総合シナリオ・シミュレー

図Ⅲ-3-(2)-(a)-2 シミュレーションの動画画面
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タとは、災害現象、住民避難、行政危機管理対応のそれぞれについて様々なシナリオを設定し、それを
もとに要緊急救助者数（人的被害量）を推定するシミュレーションシステムである（図Ⅲ-3-(2)-(a)-1 参照）。
なお、本テーマでは、災害現象シナリオとして、市内の河川堤防決壊箇所を 9 ケース設定した。
一つ目の検証として、避難勧告の発令タイミングについて表Ⅲ-3-(2)-(a)-1 に示す。なお、このときの
住民避難シナリオについてはアンケートにより得られた住民の避難実態（現状）を再現した。これにより、
多くの決壊ケースにおいて、避難勧告の発令が遅れることで、要緊急救助者数が増加してしまうことが確
認された。
次に、避難勧告の発令タイミングを決壊 30 分後に固定し、住民の避難行動改善（シナリオ 1：全員が避
難勧告発令までに避難を決意し、その後 30 分以内に避難を開始）効果を表Ⅲ-3-(2)-(a)-2 に示す。これ
により、全ての決壊ケースにおいて、要緊急救助者数は減少したものの、その値をゼロにすることはでき
なかった。その理由をシミュレーション結果の動画（図Ⅲ-3-(2)-(a)-2）で確認したところ、①市民全員を収
容するほどの避難施設の容量がない、②市民が一斉に避難を開始することで交通渋滞と避難施設への
過度な集中がおこる、という問題が確認された。
表Ⅲ-3-(2)-(a)-1 避難勧告発令タイミングと要緊急救助者数

表Ⅲ-3-(2)-(a)-2 住民避難行動
の改善効果

5) 今後の人材育成方針に関する知見のとりまとめ
施策導入効果の検証結果より、三条市における洪水災害時の人的被害の軽減には、住民に適切な避
難行動を判断（避難場所への移動が必要なのか、自宅滞在可能なのか）してもらうことが必要であること
が明らかとなった。そこで、今後の人材育成方針に関する知見の取りまとめとして、三条市と連携して、自
主防災組織単位で緊急一時避難方法を検討し、当該地域に周知していくための手引きを作成した。
(b) 道路導線確保手法 （新潟大学）
緊急・応急期において、「いのちを守る」ための道路確保は、これまでも災害対応の大きな課題であっ
た。しかし、東日本大震災においては、地震・津波災害による道路構造物の被災、ガレキによる道路閉塞
等によって、緊急交通路と呼ばれる「いのちの道」を確保することは、これまでにないほど容易ではなかっ
た。東日本大震災においては「くしの歯作戦」と呼ばれる作戦が決行された。これは内陸から被災地への
啓開ルートを「くしの歯」として集約した１６ルートの確保を目標として明確にし、集中的に点検・調査を実
施し、道路啓開を優先するというプロジェクトが関係機関それぞれにおいて実現された。結果、「道路啓
開（１車線で、緊急車両のみでもとにかく通れるように(迂回路も含め）、ガレキを処理し、簡易な段差修正
などにより救援ルートを開けること)」が早期に実現し、３月１８日（震災から１週間）で、国道４５号等、太平
洋沿岸の縦方向の道路啓開を推進し、９７％が通行可能となった*。
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*東北地方整備局 ,「くしの歯」作戦－三陸沿岸地区の道路啓開・復旧－,2013.

これらのオペレーションが具体的にどのような手順で行われ、どのような関係機関が関わったのかにつ
いて、釜石市を中心フィールドに設定し、インタビュー調査を実施した。その内容に基づき、業務全体の
作業分割構成図（WBS：Work Breakdown Structure の略）を構築し、当時の業務の全体像の可視化につ
とめるとともに、構築したモデルを、被災地の対応者へフィードバックし、さらに高度化を重ねた。作業分
割構成図とは、業務の内容と流れを構造的に整理し、概念レベルの高いものを上位階層に位置づけ、下
位階層に具体的な仕事や作業手順を記したものである。それらの成果から今後の道路動線確保のため
の業務支援ツールに反映させるべき「要請対応における道路のアクセス機能確保」に係る要素を明らか
にするとともに、システム概要図を設計した。インタビューから得られる内容は、概念レベルの高い業務か
ら具体的な仕事や作業に至るまで、仕事内容の粒度が整ってはいない。そこで、インタビューの内容を、
その内容が示す業務や仕事の大きさに応じて構造的に整理し、その内容をフィードバックすることを通し
て、作業分割構成図を構築した。フィードバックすると、前回のインタビューの際には出てこなかった業務
に係る内容が、新たに出てくる等し、抜け漏れのない業務の全体像が構築されていく。このプロセスを繰り
返すことにより、業務内容を解明してきた。インタビューで得られた業務内容は大きく 3 つの階層に分類さ
れ、最終的には第 1 階層で 10 の業務、第 2 階層で 22 のまとまり仕事、第 3 階層で 42 の仕事の 3 階層
に集約される作業分割構成図を構築した。
システムに活用されるべき要素とシステム概念図をとりまとめる際に、道路啓開の機能において、以下
の 2 点に重点をおいた。具体的には１）道路啓開は、災害対応に係る緊急車両の被災地への早期派遣
に役立ち、間接的にはいのちを守るための道路確保に役立ったが、その直接的な目的は「トラフィック機
能の回復」であり、重要港湾や拠点までの道のり確保が実現されたこと、２）緊急医療が届かず救えるい
のちが失われるケースにおいて、被災者における緊急医療チームとのアクセスを確保すること。
本システムでは、幹線交通・末端交通の融合により、交通流通の観点から幹線交通の啓開計画を策
定し、その後の末端における交通については現場ニーズならびに現場対応状況の制約を組み入れた道
路啓開計画案を提示する。この案を参考にすることで、啓開計画者はよりニーズを勘案し適切な計画策
定が実現できる。また、システムは啓開計画者の意思決定支援にとどまらない。意思決定した結果を即時
的に関係機関と共有することにより、関係機関（道路関係者、緊急医療関係者等）が対応する上で必要と
なる状況把握に係る時間コストを最小限に抑え、対応の効率性をはかる。本業務の基幹業務は「被災が
予想される区間の抽出」「状況調査依頼」「被災箇所の入力・更新」「調査状況の入力・更新」「規制区間
および迂回ルートの入力・更新」「優先啓開ルートの指定」「啓開作業の要請」「規制・啓開状況の入力・
更新」「対応状況の共有」である。
上述で構築した業務モデルに基づいて、官民協働危機管理クラウドシステムにおける道路動線確保
に係る機能設計を実施した。官民協働危機管理クラウドシステムでは、利用者とシステムのインタラクショ
ンによる地理空間情報の管理ならびに分析を通じて、業務を進める枠組みとして定義している。システム
機能の設計にあたり、空間的要件に基づく意思決定過程を、空間的観点からの分析モデルとして設計し、
空間解析結果をシステム側からの提案として表示する機能のフローを分析・設計した。この提案機能を要
件化するために、被災地で実施された道路啓開にかかる優先順位付け、ならびに道路選定の過程を空
間解析モデルとして構築した。本モデルは、東日本大震災の実例をもとにしており、「くしの歯作戦」として
実施された「１．旧一級国道・高速道路等の主要道を選定」「２．被災地までの３桁国道等を選定」「３．被
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災地内における目的地までの詳細道路を選定」という大きな流れに基づいている。図Ⅲ-3-(2)-(b)-1 と図
Ⅲ-3-(2)-(b)-2 がその成果の模式図である。
被災エリア外において主幹となる国道
＋３桁国道＋拠点を設定する

主幹となる高速道路または旧一級国道

くしの歯となる一般国道（3桁国道）

拠点

揺れによる被災地

津波による被災地
孤立した福祉施設
孤立した避難施設
遺体
救助を待つ病人／けが人
重症3人，軽傷3人

地区A ← → 地区B

軽傷3人，その他50人

被災エリア内においてニーズに基づいて優先啓開ルートを指定し、
啓開作業の進捗を共有する

図Ⅲ-3-(2)-(b)-1 空間解析結果を提案する機能の解析フロー模式図
システムの全体活用イメージ
関係機関
ニーズ提供者
（例：医療従事）

啓開計画者

啓開実施者

被災地外の
旧一級国道・3桁国道
啓開ルート検討

情報の提供
救助の要請

被災地内の
命を守るための要請とルート距離
に基づく啓開ルート検討
共有

指示
障害発生報告

対応
実施

ルート再検討
共有

指示
対応完了報告

対応結果報告

次の道路啓開対応へ

図Ⅲ-3-(2)-(b)-2 利用者とシステム間におけるインタラクションフロー
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対応
実施

本研究を通して構築した空間解析モデルの有効性を検証するために、東日本大震災の実状を再現
することとした。インタビュー調査からも明らかになったように、現場では機械的な空間解析だけでなく、ひ
とが差配した部分があったため、ひとによる差配過程を空間解析機能の１つである「バッファ機能（対象物
から等距離内にある別の対象を検索する機能）」で代替することとして、その曖昧性を担保した。バッファ
機能には「距離設定」を条件としており、東日本大震災の実状を再現するための距離を導出し、本研究で
構築したモデルに加え、曖昧性を確保することで、モデルの有効性を検証した。
(c) システム利用災害対応手法 （山梨大学）
見附市では、山梨大学が開発した見附市災害対応管理システムを、市の危機管理システムとして運用
中である。本研究では、近年の見附市の災害対応業務の分析、災害対応管理システムを用いた評価実
験や図上訓練等に基づき、災害対応管理システムのさらなる高度化を図ることによって、情報システムを
利用した災害対応業務の改善・高度化につながる手法および知見をまとめることを目的とする。
平成２３年度は新潟県見附市防災担当職員を対象として、平成２１年台風１８号、平成２３年台風１２号
における危機対応の実態を聞き取り調査した結果、見附市のように災害経験が豊富な自治体であっても、
庁内の情報共有、庁外の防災関係機関との組織間連携、そして市から住民への確実な情報伝達に課題
があることを、再確認することができた。この調査に基づい
て見附市災害対応管理システムに必要な機能の追加、
改修を検討するとともに、見附市より災害対応管理システ
ムに対するニーズを聞き取った。その結果、平成 23 年度
には、住民への情報伝達を含む指示、被害報告に定型
文を登録する機能、Google Map による被害閲覧画面で
地番入力を画面に反映できる機能を実装させた。図Ⅲ
-3-(2)-(c)-1 に示す通り、定型文登録機能は、いま何が
写真Ⅲ-3-(2)-(c)-1 システム評価実験

起こっているか、それがどのように進展するか、そしてとる

表Ⅲ-3-(2)-(c)-1 実務者の評価コメント
回答の内容

No.

1

速やかな情報発信が可能となった

2

伝達すべき情報の漏れを防ぐことができた

3

入力の手間が省けた

4

定型文があると思うだけで、安心感があった

図Ⅲ-3-(2)-(c)-1 定型文登録機能の画面
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べき行動は何かの各項目について伝文を登録することとし、伝文に曖昧な語句が含まれていると警告す
るチェック機能も実装させた。このような見附市災害対応管理システムの高度化を行い、システム操作に
関する実務者研修を見附市で実施し、実務者によるシステムの評価を行った（写真Ⅲ-3-(2)-(c)-1）。シス
テム評価実験では、表Ⅲ-3-(2)-(c)-1 に示す通り、定型文登録機能は見附市職員から良い評価を得た。
なお、システム評価実験では、刈谷田川の水防情報を一目で把握できるグラフを提示したところ、実務者
の多くは、状況認識の統一としてこのようなグラフが何よりも重要で、システムへの実装を要望した。
表Ⅲ-3-(2)-(c)-1 実務者の評価コメント
回答の内容

No.

1

速やかな情報発信が可能となった

2

伝達すべき情報の漏れを防ぐことができた

3

入力の手間が省けた

4

定型文があると思うだけで、安心感があった

そこで、平成 24 年度には、河川、ダム、降雨情報を新潟
県から入手してリアルタイム表示する水防情報表示につい
て、まず市長を含む見附市幹部職員を対象として、AHP に
基づいた評価実験を実施することにより（写真Ⅲ
-3-(2)-(c)-2）、水防情報表示画面の設計を行い、水防情

写真Ⅲ-3-(2)-(c)-2 水防情報表示画面
評価実験

報表示機能を開発して災害対応管理システムに実装した。
水防情報表示機能は、河川、ダムの水位、降雨量を時系列で表示するものであるが、現状を見附市が水
害時に通常用いている水防情報分析表（Excel 形式）として、紙による出力も行うことができるようにした。
また、消防庁の火災・災害等即報要領に則して新潟県防災情報システム用の被害報告様式（Excel ファイ
ル）で、災害対応管理システムの被害集計結果を出力する機能、さらには避難情報を住民へ伝達する緊
急速報（エリア）メール配信機能を災害対応管理システムに実装させた。見附市災害対応管理システムの
高度化によって実装した定型文登録、水防情報の自動表示機能については、図上訓練を実施しその有
効性を確認できた。また、平成２４年より見附市は豪雨時の実対応に災害対応管理システムを立ち上げ
水防情報を閲覧している。
平成２５年度は、情報伝達サーバーを介した緊急速報（エリア）メールによる住民への情報提供等の機
能を、６月１６日に名木野小学校で開催された見附市総合防災訓練に試験的に適用した。同訓練では避
難情報伝達を検証課題とし、従来から市が保有する 11 種類の情報伝達ツールに加えて、上記の緊急速
報（エリア）メールによる情報伝達を行い、後日実施した全 13000 世帯を対象としてアンケート調査を行う
ことにより、迅速性、正確性、確実性に富んだ市の情
報伝達の方法としては、サイレン吹鳴と緊急速報（エ
リア）メールの併用が最適との知見を得た。見附市で
は独自の緊急メールシステムを保有しているが、約
11300 件のメール送信に最大で 13 分を要したため、
この結果を受けて見附市はサーバーの増強を図り、
３分以内の受信を可能とした。
山梨大学の研究プロジェクトとして、山梨県におい
て釜無川氾濫による広域避難をテーマとした実証実
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写真Ⅲ-3-(2)-(c)-3 交通規制に関する協議

験が行われた。８市町、甲府地区消防本部、山梨県、国土交通省、報道機関が参加し、中央市の住民を
市外へ避難させるための広域連携を、各機関が災害対応管理システムによるシステム連携を活用して実
施した。この実証実験において、災害対応管理システムと官民協働危機管理クラウドシステムの接続実験
を実施し、交通規制に関する国交省、県災対本部、県警察本部、市町の間の状況認識の統一を実現し
（写真Ⅲ-3-(2)-(c)-3）、情報連携が重要であることを検証した。
以上の通り、本研究では既存の危機管理システムの機能の高度化を図り、その有効性を訓練等で検
証することにより、情報システムを利用した災害対応業務の改善・高度化につながる手法として提示した。
(d) 職員訓練手法（消防研究センター）
地方自治体では、職員数の削減などから、専任の防災担当者の設置や防災に関する専門的な知識や
経験をもった職員の育成などが困難になっており、災害時の体制構築の課題となっている。地方自治体
の災害対策本部における訓練や応急対応業務を支援することを目的に、ガントチャートに基づいた「応
急対応支援システム」の研究開発を実施した。
ガントチャートは、災害対策本部の災害対応業務を、時系列的に可視化することが可能なシステムであ
り、雨量、注意報・警報等の気象情報をトリガーにして、警戒本部や災対本部の設置、さらにこれらが発
災時に対応するべき業務をイベントとして、ガントチャートの画面上に時間軸上で整理されて表示される。
システムは、Web サーバ環境で動作し、複数部局が共通の対応訓練シナリオに Web ブラウザでアクセス
することで、部局間の情報伝達や連携についての確認や訓練が実施可能となっている。
一方、気象レーダーによる観測と予報解析技術は、面的な降雨情報や予測情報をほぼリアルタイムで
提供可能としており、気象庁は、それら気象情報を XML 形式で配信していることから、これらの情報を災
害発生前から対応の意志決定に活用することが可能となっている。「応急対応支援システム」は、気象情
報の活用を目的に、地理的な位置や情報種別を要求するだけで、予報も含めた詳細な気象情報を取得

図Ⅲ-3-(2)-(d)-1 ガントチャートの画面表示例（積算雨量 50mm をトリガーとして警戒本部設
置イベントが発生した約 15 分後）
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可能な｢気象 API｣と連携し、任意に指定される範囲の降雨量などの気象情報を得ることにより、状況の把
握と避難等の判断の材料として利用し、災害対策本部での訓練や意思決定を支援することが可能である。
特に訓練モードの機能として、DB に保存された過去の気象を時系列情報として API で取得・再生可能な
検証用モードを備えており、訓練時や災害発生後において、気象情報と災害事象の発生状況などの関
係を確認・検証可能となっている。
開発システムの検証として、2013 年 9 月 台風 18 号における、京都市での気象情報、河川情報、消防
への 119 番通報、災害対策本部活動等を調査し、時系列情報をガントチャートに入力、気象情報と 119
番通報の関係分析（時系列、空間解析）、トリガーとなる災害情報と活動との関係を検証した。図Ⅲ
-3-(2)-(d)-1 は、ガントチャートに
基づいた「応急対応支援システム」
の画面表示例である。横軸は、時
間の経過を表し、縦軸は、災害対
策本部などの対応担当部局や災
害情報の系列種別を表している。
図Ⅲ-3-(2)-(d)-2 台風 18 号における京都市の気象の 3 日間の注意

「気象 API」の機能として、最大

報、警報グラフ

3 日先まで予測される各種注意報、
警報が時系列情報として提示され

（図Ⅲ-3-(2)-(d)-2）、また、発令・解除時に自動的に対応行動のトリガーを発生し、支援システムのシナリ
オを読み込むことが可能である。また、雨量情報等に
ついても時系列情報の表示が可能で（図Ⅲ
-3-(2)-(d)-3 ） 、 任 意 に 指 定 す る 範 囲 （ 図 Ⅲ
-3-(2)-(d)-4）（1ｋｍメッシュ単位）内の実測＋予測雨
量を取得し、事前に設定した閾値を越えた場合、自
動的にトリガーが発生する。さらに、6 時間後までのメ
ッシュ単位雨量予測情報に基づき、任意に指定する

図Ⅲ-3-(2)-(d)-3 9/15 16 時頃の京都地方気象
台付近の雨量グラフ
地点（緯度・経度で指定）の雨量、積算雨量を取得し、
事前に設定した閾値を越えた場合、自動的にトリガ
ーを発生し、支援システムのシナリオを読み込む機
能を備えている。
本研究において、自治体の災害対応として実施し
図Ⅲ-3-(2)-(d)-4 9/15 16 時頃の京都市付近の た内容を、ガントチャートに（手動）入力して可視化す
面的監視画面（凡例の単位は mm）

ることで、改善点等を明らかにするための準備が整っ
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た。今後「応急対応支援システム」の訓練モードとしての実運用に向け、具体的な訓練シナリオを作成し、
サーバ機能を希望する地方自治体にクラウド経由で利用してもらえるよう、引き続き研究開発を実施す
る。
(e) 災害対応業務の標準化
官民協働危機管理クラウドシステムで取り扱う災害対応業務については、前提として災害ハザードが異
なる①地震・津波災害、②水・土砂災害、③火山災害の 3 つの類型に分類した上で、それぞれに業務の
標準化を行うことにした。時間フェーズは、災害発生直後の応急対応期（水・土砂災害については災害発
生前の警戒期も含む）に絞ることにした。災害対応業務の範囲は多岐にわたることを鑑みて、人の生死に
かかわる部分を重視、法的・制度的に対応する業務を重視し、必須となる業務を特定する方針とした。
災害対応業務の項目は、災害対策本部および災害対応部局の所掌業務の枠組み等の区分も考慮し
た結果、「本部設置」、「避難勧告・指示」、「避難所開設」、「人命救助」、「被災状況収集・報告」、「道路
規制・啓開」とした。「本部設置」は、地域防災計画や災害対策基本法で定められている警戒本部や災害
対策本部の設置によって、災害対応を行う体制が異なることから、災害対応業務の基本となる行為である。
「避難勧告・指示」は、市町村が行うことができる災害対策基本法で定められた行為であり、人的被害の
軽減のための基本的な対応である。「避難所開設」は、避難が発生した際は地域防災計画に基づき、避
難所を開設して二次被害を防止するための、基本的な対応である。「人命救助」は、津波の場合は津波
避難ビル等に取り残された人を救助するという、人の生死にかかわる基本的な対応である。「被災情報の
収集・報告」は、災害対応として現場で活動するための基本的な情報である。加えて、被災情報の報告は、
市町村は都道府県への報告が必要であり、基本的な対応である。「道路規制・啓開」は、外部から支援を
受けるためには、道路の通行状況が受援の迅速さ等に依存してくるため、被害状況を把握することは復
旧の基本であることから業務の対象とした。以上のそれぞれの根拠・理由に基づき、本システムではこれ
らの災害対応業務を対象とする方針とした（表Ⅲ-3-(2)-(e)-1）。
表Ⅲ-3-(2)-(e)-1 本システムで対象とする災害対応業務
項目

内容

フェーズ

・警戒期（水・土砂災害のみ）と応急対応期

災害類型

・地震・津波災害、水・土砂災害）、火山災害

想定ユーザ

・市町村の防災担当者、職員の他、災害発生時において情報共有する支援機関
（ID、パスワードを発行することにより情報共有ができることを想定）

災害対応業務の
基本項目

・避難勧告･指示、住民避難、人命救助、本部設置、避難所、道路規制・啓開（復
旧）、被災状況収集、報告

情報共有の種類

報告：行政機関同士で予め合意されているルールに基づいた他機関への情報
伝達行為
共有：義務を伴わないが、情報を共有することが好ましいと考えられる他機関及
び他部署への情報伝達行為
指示：対応命令を目的とした同一機関・他部署への情報伝達行為
要請：応援依頼を目的とした他機関への情報伝達行為

災害対応業務を整理する際の資料収集については、参画機関である各自治体（岩手県釜石市、神奈
川県藤沢市、新潟県三条市・見附市、宮崎県小林市）を中心に、ヒアリングをはじめとして、過去の災害
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対応に関する記録や検証報告書、災害対応マニュアル、地域防災計画、上記(a)(b)(c)(d)における成果
に基づき総合的に分析し、標準的な災害対応業務として整理を行った。分析に際しては、災害対策本部
および各災害対応業務の担当部局単位で、どのようなタスクを時系列で実施するのか、そしてそのタスク
ごとに、どのような情報項目をどの災害対応部局、外部機関、後方支援機関、市民へ情報共有あるいは
伝達するのか、時系列的な変化（タイムラインシナリオ）として記述することで整理を行った。
災害対策本部および災害対応部局における前述したように特定した災害対応業務を第１階層として整
理した。その業務として具体的に実施するタスクを第２階層として整理し、そのタスクが時系列で行う「サブ
タスク」として整理することにした。加えて、その業務を実施するために自ら作成する情報項目と、その情
報項目を管理するユーザ、共有および伝達するユーザ、取り扱う情報項目の属性も整理した。以後、3 つ
の災害類型それぞれの災害対応業務を示す。
① 地震・津波災害の災害対応業務の標準化
地震・津波災害の災害対応業務については、参画自治体の災害対応業務、及び参画機関による研
究成果を踏まえ、表Ⅲ-3-(2)-(e)-2 のように整理した。地震・津波災害対策の特徴としては、突発的に
発生する災害であり市民の安全確保のための、避難勧告・指示を優先し、人命救助においては、あらか
じめ配置されている緊急避難場所（津波避難ビル等）への対応が基本となることなどが挙げられる。
表Ⅲ-3-(2)-(e)-2 本システムに反映する災害対応業務（地震・津波災害版）
Sr.

災害対応業務

1

第１階層
避難勧告・避難指
示

第 2 階層
避難勧告・指示の発令状況
と追加情報の発令

2

被害状況の集約

被災ポイントの登録

被災エリアの登録

監視・観測情報の閲覧

上位機関への報告
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第 3 階層
・発令状況の確認と訂正
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・新規ポイントの登録
・基本属性登録・更新
・情報提供先などの登録・更新
・情報一覧（全部）
・情報一覧（自ＩＤ向けのみ）
・対応履歴の閲覧
・実浸水エリアの登録
・火災エリアの登録
・その他エリアの登録
・監視カメラ情報の閲覧
・テレメータ情報（潮位計）の閲覧
・テレメータ情報（水位計）の閲覧
・テレメータ情報（雨量計）の閲覧
・人的被害の登録
・住家被害の登録
・土木被害の登録
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害の登録
・保険被害の登録
・農林被害の登録

Sr.

3

災害対応業務
第１階層

人命救助

第 2 階層

実浸水域の一時避難場所
への対応

その他の要救助者への対応

4

本部設置

体制の発令
庁舎の被害状況確認

職員の参集

5

避難所

避難所（一般）の開設

避難所（一般）の状況把握と
物資配給

避難所（一般）の名簿管理

福祉避難所の開設
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第 3 階層
・民生被害の登録
・文教被害の登録
・４号様式の生成
・４号様式一覧
・履歴（４号様式）の閲覧
・実浸水区域の反映
・救助要請先割振
・救助要請
・救助活動状況の確認
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・要救助者の登録・更新
・救助要請先割振
・救助要請
・救助活動状況の確認
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・体制の発令、移行、解除
・対応状況の閲覧
・建物の被災登録
・ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災と復旧見込登録
・代替拠点への移行登録
・対応状況の閲覧
・参集メールの送信
・安否確認
・対応状況の閲覧
・実浸水（津波）状況の登録
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理
・避難所の追加登録
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・実浸水（津波）状況の登録
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理

Sr.

災害対応業務
第１階層

第 2 階層

福祉避難所の状況把握と物
資配給

福祉避難所の名簿管理

6

道路規制・啓開

広域搬送ルートの検討

7

食料管理

避難所の備蓄食料の管理

公共施設の備蓄食料の管
理
その他商店等の備蓄食料の
管理
8

資機材管理

車両（工事車両）の管理

車両（人員輸送車両）の管
理
燃料の管理

第 3 階層
・避難所の追加登録
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・被災調査を要請する区間の選択
・状況調査依頼
・被災箇所の登録・更新
・調査状況の登録・更新
・規制区間および迂回ルートの登録・更新
・優先啓開ルートの指定
・啓開作業の要請
・規制・啓開状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・備蓄食料の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・備蓄食料の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・備蓄食料の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・車両の状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・車両の状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・燃料の状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧

② 水・土砂災害
水・土砂災害の災害対応業務については、参画自治体の災害対応業務、及び参画機関による研究
成果を踏まえ、表Ⅲ-3-(2)-(e)-3 のように整理した。
水・土砂災害対策の特徴としては、台風の接近など、あらかじめ災害発生を予見できるため、監視・
観測を優先し、避難勧告・指示を発令する前に速やかな避難所開設が求められること等が挙げられる。
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表Ⅲ-3-(2)-(e)-3 本システムの対応業務と機能一覧（水・土砂災害版）
Sr.

災害対応業務

1

第１階層
監視・観測

第 2 階層
監視・観測情報の閲覧

2

本部設置

体制発令
庁舎の被害状況確認

職員参集

3

避難所開設

避難所（一般）の開設

福祉避難所の開設

4

避難勧告・避難指
示

避難勧告・指示の発令状況と
追加情報の発令

5

被害状況の集約

被災ポイントの登録

被災エリアの登録

上位機関への報告
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第３階層
・監視カメラ情報の閲覧
・テレメータ情報（水位計）の閲覧
・テレメータ情報（雨量計）の閲覧
・ダム放流情報の閲覧
・体制の発令、移行、解除
・対応状況の閲覧
・建物の被災登録
・ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災と復旧見込登録
・代替拠点への移行登録
・対応状況の閲覧
・参集メールの送信
・安否確認の閲覧
・対応状況の閲覧
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理
・避難所の追加登録
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理
・避難所の追加登録
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・発令状況の確認と訂正
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・新規ポイントの登録
・基本属性登録・更新
・情報提供先などの登録・更新
・情報一覧（全部）
・情報一覧（自ＩＤ向けのみ）
・対応履歴の閲覧
・実浸水エリアの登録
・火災エリアの登録
・その他エリアの登録
・人的被害の登録

Sr.

災害対応業務
第１階層

第 2 階層

6

人命救助

要救助者への対応

7

避難所運営

避難所（一般）の状況把握と
物資配給

避難所（一般）の名簿管理

福祉避難所の状況把握と物
資配給

福祉避難所の名簿管理

8

道路規制・復旧

広域搬送ルート

第３階層
・住家被害の登録
・土木被害の登録
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害の登録
・保険被害の登録
・農林被害の登録
・民生被害の登録
・文教被害の登録
・４号様式の生成
・４号様式一覧
・履歴（４号様式）の閲覧
・要救助者の登録・更新
・救助要請先割振
・救助要請
・救助活動状況の確認
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・被災調査を要請する区間の選択
・状況調査依頼
・被災箇所の登録・更新
・調査状況の登録・更新
・規制区間および迂回ルートの登録・更新
・優先啓開ルートの指定
・啓開作業の要請
・規制・啓開状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧

③火山災害
火山災害の災害対応業務については、参画自治体の災害対応業務、及び参画機関による研究成
果を踏まえ、表Ⅲ-3-(2)-(e)-4 のように整理した。
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火山災害対策の特徴としては、水・土砂災害と同様に火山活動の活発化を予見できるため、監視・観
測が優先され、火山災害特有の入山規制等がともなうことなどが挙げられる。
表Ⅲ-3-(2)-(e)-4 本システムの対応業務と機能一覧（火山災害版）
Sr.
1

第１階層
監視・観測

2

本部設置

3.

入山規制

4

避難所開設

5

避 難 勧 告 ・ 避 難指
示

災害対応業務
第 2 階層
第 3 階層
・監視カメラ情報の閲覧
監視・観測情報の閲覧
・テレメータ情報（水位計）の閲覧
・テレメータ情報（雨量計）の閲覧
・土石流センサーの閲覧
・体制の発令、移行、解除
体制の発令
・対応状況の閲覧
・建物の被災登録
庁舎の被害状況確認
・ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災と復旧見込登録
・代替拠点への移行登録
・対応状況の閲覧
・参集メールの送信
職員の参集
・安否確認の閲覧
・対応状況の閲覧
入山規制の管理
・入山規制状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
登山者の管理
・登山者の登録・更新
・登山者の状況確認
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・実火山災害（降灰）状況の登録
避難所（一般）の開設
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理
・避難所の追加登録
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・実火山災害（降灰）状況の登録
福祉避難所の開設
・開設要請避難所の選択
・開設要請
・開設状況の管理
・避難所の追加登録
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
避難勧告・指示の発令状況 ・発令状況の確認と訂正
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（ﾒﾃﾞｨｱ）発信
と追加情報の発令
・公共情報ｺﾓﾝｽﾞ（緊急速報ﾒｰﾙ）発信
・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる周知
・Ｔｗｉｔｔｅｒによる周知
・対応状況の閲覧
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Sr.

第１階層

6

被害状況の集約

7

人命救助

8

避難所運営

9

道路規制・復旧

災害対応業務
第 2 階層
第 3 階層
・対応履歴の閲覧
・新規ポイントの登録
被災ポイントの登録
・基本属性登録・更新
・情報提供先などの登録・更新
・情報一覧（全部）
・情報一覧（自ＩＤ向けのみ）
・対応履歴の閲覧
被災エリアの登録
・降灰エリアの登録
・火砕流エリアの登録
・溶岩流エリアの登録
・噴石エリアの登録
・火山泥流エリアの登録
・その他エリアの登録
・人的被害の登録
上位機関への報告
・住家被害の登録
・土木被害の登録
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害の登録
・保険被害の登録
・農林被害の登録
・民生被害の登録
・文教被害の登録
・４号様式の生成
・４号様式一覧
・履歴（４号様式）の閲覧
・要救助者の登録・更新
要救助者への対応
・救助要請先割振
・救助要請
・救助活動状況の確認
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
避難所（一般）の状況把握と ・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
物資配給
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
避難所（一般）の名簿管理
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
福祉避難所の状況把握と物 ・避難者数の登録・更新
・食料状況の登録・更新
資配給
・トイレの設置状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・避難者の確認
福祉避難所の名簿管理
・避難者の追加
・退所の管理、避難先の変更
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧
・被災調査を要請する区間の選択
広域搬送ルートの検討
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Sr.

第１階層

災害対応業務
第 2 階層
第 3 階層
・状況調査依頼
・被災箇所の登録・更新
・調査状況の登録・更新
・規制区間および迂回ルートの登録・更新
・優先啓開ルートの指定
・啓開作業の要請
・規制・啓開状況の登録・更新
・対応状況の閲覧
・対応履歴の閲覧

これらの標準化した結果は、後述するシステムで標準的な設定内容（プリセット）として反映した。
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（３）研究項目２ 相互運用した情報を利活用する情報システムの開発
・概要
研究項目１において検討した標準化された災害対応
業務（本部設置、避難勧告・指示、避難所開設、人命
救助、被災状況の収集・報告、道路規制・啓開）を基
に、それらの災害対応業務の改善および高度化を支
援する情報システムの開発を行った。表Ⅲ-3-(3)-1 は
情報システムの機能一覧である。基本機能と応用機
能は防災科研とファルコンで設計・実装を行った。
2(8)のスマートフォン対応機能は、現場での被害情
報等の集約に利用する目的だが、当初はスマートフォ
ンのアプリケーションを開発する予定だったが、スマー
トフォンの OS のバージョンアップに伴い、ブラウザから
簡便に利用できるようになったため、情報システムの
応用機能の１つとして開発した。
2(2)の道路被害情報入力機能は、デジタル道路地

表Ⅲ-3-(3)-1 情報システムの機能一覧
１．基本機能
（１）地図機能
（２）リスト機能
（３）フィルタリング機能
（４）通知機能
（５）対応履歴、タイムライン機能
（６）ログイン機能
２．応用機能
（１）本部固有機能
（２）ＤＲＭ利用機能
（３）監視・観測データ取得・表示機能
（４）外部ＡＰＩ等との連携機能
（５）過去の災害対応参照機能
（６）アシスト機能
（７）設定・管理機能
（８）スマートフォン対応機能
（９）訓練支援機能

図データベース（DRM）を利用し、研究項目 1 で整理
した道路規制・啓開業務を高度に行う機能である。NTT 空間情報がシステム応用機能として開発した。
・目標に対する成果
(a) 情報システム「危機管理クラウドシステム」の開発（防災科研・ファルコン）
研究項目 1 において整理し、標準化した災害対応業務（本部設置、避難勧告・指示、避難所開設、人
命救助、被災状況の収集・報告、道路規制・啓開）を基に、それらがシステムで実現できることで、自治体
の災害対応業務の改善および高度化を支援できる情報システムの開発を行った。研究項目１で示した標
準化された災害対応業務のタスクおよび情報項目、共有先、伝達先が設定でき、それに基づき時系列で
タスクを遂行することができるように、以下のコンセプトに基づき開発した。下記丸数字それぞれにコンセ
プトを示し、それに基づき開発した内容を示す。
① 標準化された災害対応業務を「タブ」と「メニュー」で表現
対象とした災害類型に応じた避難勧告・指示の発令状況、避難所の開設・運営状況、道路の被害
状況・対応状況の災害対応業務を、標準化された災害対応業務の階層性と対応させるために、タスク
を 2 階層のタブとメニューで画面上に表現する方針とした。加えて、災害時の混乱した状況においては、
災害対応業務が順番に実施できることで、ストレスなく業務が実施できることが重要であると、自治体の
ヒアリング等から示唆を受けたため、実際に対応を行う内容をメニューで上から下へ順番に実施するこ
とを意識した画面にする方針とした。なお、気象情報と河川情報などの監視や観測の情報は、地域の
状況の認識・確認のためには基本的なタスクであることから、独立の画面にする方針とした。
方針に基づき検討した結果、業務項目を画面上部に 2 階層で示す画面構成とし、業務項目に対す
る処理過程をメニューとしてボタンを画面左側へ配置し、画面が切り替わるように した（図Ⅲ
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-3-(3)-(a)-1 の①）。
③ 外部からの基礎情報の取得

⑤ 情報提供および通知
機能
① 業務ごとのタスクを
タブとメニューで整理
コモンズ、SNS
メール等

②
地図と表で災害情報
①地図と表で災害情
報を表現
等地図データを表現

④ 地図APIによる外部地図
の取り込み、地図の公開

市民

防災関係機関

図Ⅲ-3-(3)-(a)-1 危機管理クラウドシステムのコンセプト
② 業務に応じて地図と表を操作
災害対応業務で取り扱う各種情報については、空間的な状況把握を重視するため、地図データを
扱うことを主とする。そのために、地図を表示する画面と、地図上にある地物（例えば、避難所１つ１つ
のこと）が有する属性情報の一覧性を有するような表（リスト）画面を表示する方針とし、それぞれの画面
がいつでも切り替えられる方針とした。また、実施する災害対応業務の内容に基づき、どのユーザがど
の情報を更新する権限を持ち、どの部分の属性情報を更新するのかを事前に決めておき、自動的に
画面上にアシストすることで、どの情報を更新すればよいか迷わないようにする方針とした。本システム
で扱う方針とする地図データについては、表Ⅲ-3-(3)-(a)-1 に示す。
方針に基づき検討した結果、地図の画面では、地図表示とともに地物や図形の位置と個別の地物
の属性情報が入力更新できるように開発を行った。一方、表についてはそのレイヤの属性情報が一覧
で表示され、連続して内容が変更できる画面とした（図Ⅲ-3-(3)-(a)-1 の②）。また、メニューで行う業務
に応じて、どの属性情報を変更するべきか色で強調するようにし、利用者がどこを操作するか迷わない
ようにする工夫をした。なお、スマートフォンからも位置情報と属性情報が入力でき、現地から被害状況
が報告できる。スマートフォンによる被害状況の入力については、Ⅲ-3-(3)-(b)で詳述する。
道路規制・啓開の災害対応業務については、道路は地図上では線（ライン）として表現され、ルート
検索等への活用可能性があるため、通常の地図と表によるデータの更新とは別にⅢ-3-(2)-b の研究
成果を基にして、より高度に道路規制・啓開の業務を実施する機能を開発した。これについてはⅢ
-3-(3)-(c)で述べる。
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表Ⅲ-3-(3)-(a)-1 危機管理クラウドシステムが扱う地図データ（レイヤ）の一覧
区分
避難勧告・指示

主なレイヤ名
避難勧告・避難指示の発令単位

施設

公共施設、観光施設、要援護者施設、主要施設（庁舎、防災拠点など）
避難所、福祉避難所、みなし避難所
重要路線
病院、警察、消防
防災ヘリポート、空港、港湾、駅、公園、商店等、ガソリンスタンド
がれき置き場、入山規制ポイント

監視観測施設

監視カメラ、潮位観測情報
テレメータ（水位計）、テレメータ（雨量計）
ダム放流情報、土石流センサー

被害想定・被害状況

事前浸水（津波）想定結果、実浸水（津波）状況
事前浸水（河川）想定結果、実浸水（河川）状況
土砂災害警戒区域等、土砂災害の発生状況
火山災害（降灰、火口、噴石、火砕流など）想定結果
実火山災害（降灰、火口、噴石、火砕流など）状況
被災箇所、規制・啓開区間、規制・復旧区間、道路被災箇所、火災エリア

人命救助
資機材

要救助者、避難者名簿、福祉避難所避難者名簿
協定業者、工事車両、人員輸送車両

③ 気象情報および河川情報の利用
気象情報および河川情報は、災害対応において体制の変更などの判断に使う基本的な情報である。
そのため、いつでも参照できるように画面上に表示することと、取得する情報に基づき別画面において、
表やグラフで情報が参照できる方針とした。また、取得した情報をトリガーとして次の災害対応業務へ
の着手が促されるような機能を有する方針とした。
このように検討した結果、気象庁から配信される防災気象情報 XML データ（機械判読可能な標準的
なファイル形式）を取得し、国土交通省の河川情報についてもＸＭＬデータを取得して、そのＸＭＬデ
ータが有する情報を解析し、画面上での表示やトリガーとして利用できる 機能を実装した（図Ⅲ
-3-(3)-(a)-1 の③）。気象情報と河川情報の相互運用化はⅢ-3-(4)-(a)とⅢ-3-(4)-(b)で詳述する。
④ 外部地図データの利用と地図の公開・共有
②において地図と表で災害対応に関する情報を扱うということについて述べたが、防災関係機関や
後方支援を行う外部機関との連携のためには、災害対応業務で利用する地図と表、つまり地図データ
の共有ができることが必須である。そこで、地図と表が取得でき、自らも公開できることで情報の相互運
用および共有が実現できる方針とした。
方針に基づき検討した結果、国際標準の地理空間情報の流通方式（相互運用方式）に基づき、地
図データを取得することにし、ISO となっている既存の地図 API（データのやりとりの方式の総称）で重
ねて表示できるようにした。地図画像については、Web Map Service(以下 WMS)に基づくことにし、表（リ
スト）は Web Feature Service(以下 WFS)に基づいて取得して、表が画面上に表示できるようにした（図
Ⅲ-3-(3)-(a)-1 の④）。これにより、外部の地図であっても、上記と同じ方式で地図データが共有されて
いれば、他の機関の情報が地図上に容易に可視化されることになり、情報共有の手間を抑えることが
可能となる。逆に、自ら作成した地図データについては、WMS および WFS に基づき公開する。公開で
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きる地図データは表Ⅲ-3-(3)-(a)-1 の内容と同じである。
防災関係機関によって共有・公開される地図データについては、その地図データがある場所を把握
しなければ利用できない。そのため、災害時および平常時において、利用可能な地図データが容易に
検索できる仕組みがあるとともに、共有・公開する地図データを登録できる仕組みが必要である。そこ
で、地理空間情報分野において地図データを検索する技術であるクリアリングハウスとの連携を行う方
針とした。
クリアリングハウスでは、地図データの所在や基本情報を記述するメタデータ形式（JMP2.0）のデー
タベースを有する。そこでそれに準拠したメタデータが生成できる方針とした。加えて、クリアリングハウ
スのページへ直接アクセスして登録する手間を削減するために、API を介して本システムから登録・更
新・削除を行える方針とした。同様に、本システムからクリアリングハウスに対して API を介して地図デー
タが検索を行える方針とした。このように、API を介して容易にクリアリングハウスと連携できるようにする
方針とした。
既存のクリアリングハウスは完成した地図データを検索するサービスであるが、共有する地図データ
が表Ⅲ-3-(3)-(a)-1 のように明らかで、地図データの公開先も事前に明らかであれば、その情報（メタ
データ）をあらかじめクリアリングハウスへ登録しておき、それが他の機関のシステムが事前に検索して、
平時から利用することを設定しておけば、災害時の混乱した状況においても検索を行わずとも、必要な
情報が取得できる。そこで、新たに「予定メタデータ」という概念を導入して、災害時に公開する予定を
検索できる仕組みを検討した。上記の方針と検討の結果、メタデータの拡張および API の開発および
予定メタデータに対応したクリアリングハウスの開発を行い、本システムはそれに対応する形で機能を
実装した。クリアリングハウスと予定メタデータについてはⅢ-3-(4)-(d)にて詳述する。
⑤ 複数の手段による広報および通知の実施
災害対策本部および災害対応部局間は、情報共有が行えることに加えて、通知を行えることも必要
である。方針に基づき検討した結果、システム内に通知機能（システムの画面上で視覚的に通知する
機能）と E メールによる通知が行えるように実装した。
判断・意思決定した情報については、少ない手間で多様な手段に対して情報を発することで効率よ
く市民に届くことが重要であり、それが実現できる仕組みに対応する方針とした。この方針に基づき検
討した結果、総務省の施策で一般財団マルチメディア振興センターが運営している「公共情報コモン
ズ（自治体等の「情報発信者」と、放送事業者、新聞社、通信事業者などその情報を住民に伝える「情
報伝達者」を効率よく情報を共有する仕組み）」に対応するように実装した。また、SNS（Facebook、
Twitter 等のソーシャルネットワークサービス）に対して、判断・意思決定した情報の広報を行うことや、
外部機関や後方支援機関などへの通知が E メールを通じて行うことができるように実装を行った。（図
Ⅲ-3-(3)-(a)-1 の⑥）
⑥ ユーザに応じたページの表示
①で述べたように、標準化された災害対応業務をタブとメニューで表現する方針としたが、異なる災
害対応業務を行う災害対策本部および災害対応部局および後方支援機関ごとに行う業務内容が異な
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る。そこで、部局ごとに最適化したページが作成できる方針とした。
方針に基づき検討した結果、部局単位に割り当てられるユーザ ID とパスワードに基づきログインする
ことで、そのユーザ ID のページが表示されるように実装した。また、各ページは、業務の大項目は各ユ
ーザとも共通としているが、メニューの実際の対応において行える内容が異なっており、地図と表で変
更できる属性も異なるように実装した。また、外部機関や後方支援機関が本システムを使って自治体の
支援ができるように、既存のページに対して、ID とパスワードでログインできるアカウントが事前に発行
できるほか、その外部機関のユーザ用のページを用意し、後方支援のような災害対応業務を代行する
ことができるようになった。
⑦ 自治体ごとの標準災害対応業務の多様性への配慮
標準化された災害対応業務に基づき、市町村が災害対応を行う必要があるが、自治体で名称や体
制が異なる。そのため、名称や体制を調整できるなど、一定の配慮を行える必要がある。
方針に基づき検討した結果、災害対応業務をシステムに反映するためにプリセット（標準化された災
害対応業務）をベースとして、自治体の名称等や自治体固有の情報（例えば、避難情報の発令区域、
避難施設、搬送ルート）を登録することや、アカウント設定等を事前に行える機能を実装した。図Ⅲ
-3-(3)-(a)-1 に示したユーザ向け画面とは別に、管理や設定を行う画面を用意し、そこで設定が行える
ようにした。研究項目１で行った標準化をベースに、設定画面において用語等や部局については、自
治体の状況に応じてカスタマイズすることが可能である。設定画面の様子をⅢ-3-(3)-(a)-2 に示す。

図Ⅲ-3-(3)-(a)-2 設定画面の様子
⑧ 訓練のためのトリガーの設定、災害対応を振り返るためのタイムラインの表示
平時から本システムを利用して練度を上げるための「訓練モード」として、災害対応のトリガーとなる
基本的な情報である監視・観測に関するデータについては、訓練用の代わりのデータ（ダミーデータ）
を用意して、それをシステムに読み込ませることで訓練の開始やトリガーとしてシステムが発動する方針
とした。また、災害対応の履歴については後で振り返ることで災害対応の練度を向上させるために、高
度化するは、Ⅲ-3-(2)-(d)の研究成果で実現したガントチャートの考え方を応用し、タイムライン（時系
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列変化を記述したもの）として表現する方針とした。
これに基づいて開発したタイムライン機能により、首長や災害対策本部が災害対応の全体像を把握
する目的だけでなく、保存機能を有しており、過去の災害対応を記録しておくことが可能である。したが
って、それを災害対応検証において活用して、検証作業を行うことや、訓練の前提条件として参照する
ことが可能となった（図Ⅲ-3-(3)-(a)-3）。

図Ⅲ-3-(3)-(a)-3 タイムライン画面の様子
表Ⅲ-3-(3)-(a)-2 には、災害対応業務に対して実施する内容と、システムを利用する場合の一例として
地震・津波災害の際のシステム利用内容を示したものである。基本的には、災害対策本部はすべての業
務を実施する権限を持つが、災害対応部局（指揮本部、対応班等呼ばれる場合が多い）は、業務の大項
目を分担して実施することになり、自ら情報を編集できるタスクとできないタスクがある。
表Ⅲ-3-(3)-(a)-2 本システムの対応業務と機能一覧の一例（地震・津波災害版）
Sr.
1

2

災害対応業務
第１階層
第 2 階層
避難勧告・ 避 難 勧
避難指示
告・指示
の発令状
況と追加
情報の発
令
被害状況
の集約

被災ポイ
ントの登録

被災エリ
アの登録
監視・観
測情報

対応項目（第 3 階層）

システムの利用内容

・監視・観測情報、気象情 ・あらかじめ設定された各地区に避難勧
報 XML などを元に、地
告・避難指示の発令を入力する。
区ごとに、避難勧告・避 ・発令状況を公共情報コモンズおよび
難指示を発令する。
SNS により広報する。
・発令状況を、公共情報コ
モンズおよび SNS 等によ
り広報する。
・様々な被災情報を地図 ・地図上に地物データ（点、線、面）を登
上に整理し、共有する。
録し、被災状況を属性として登録する。
・スマートフォンで被害状況を入力する
（Ⅲ-3-（3）-（b））。
・実浸水域など、被災エリ ・点、線、面のデータとして、被災エリア
アを入力し、被災状況を
を入力し、被害状況を確認する。
共有する。
・監視カメラ画像、河川水 ・各監視・観測情報を、地図および表か
位 、雨 量の各 情報に つ
ら選択し、詳細情報を閲覧・監視する。
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Sr.

災害対応業務
第１階層
第 2 階層
上位機関
への報告

3

4

人命救助

本部設置

・実浸水域における緊急
避難場所に対する人命
救助を要請する。

その他の
要救助者
への対応

・孤立集落あるいは救助
要請のあった場所に対し
て、避難を要請する。

体制発令

・体制の発令状況を職員
に周知する。
・本庁舎および分庁舎の
被災状況を確認し、執務
の可否を確認する。

職員参集

避難所

いて、監視を行う。
・消防標準４号様式を作成
し、報告する。

実浸水域
の一時避
難場所へ
の対応

庁舎の被
害状況確
認

5

対応項目（第 3 階層）

避 難 所
（一般）の
開設

福祉避難
所の開設

避 難 所
（一般）の
状況把握
と物資配
給

・職員の安否確認と参集
指示を出す。
・職員の参集状況を集計
する。
・浸水域など、実際の被災
状況を把握した上で、開
設が必要と思われる避難
所を選択し、その管理者
に開設を要請する。
・開設状況を公共情報コ
モンズおよび SNS 等によ
り広報する。
・開設状況を共有する。
・福祉避難所について、同
上の対応を行う。ただし、
福祉避難所については、
公共情報コモンズおよび
SNS 等による開設の広報
は行わない。
・実避難者数を把握して、
食糧やトイレなど、初動
の対応を行う。
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システムの利用内容
・消防標準４号様式の項目をシステム上
で集計し、書類を生成する。
・E メールおよびシステム上で集計した
内容を共有する。
・実浸水区域の情報を元に、孤立が予
想される、緊急避難場所を検索する。
・救助要請先を入力し、E メールおよび
システム上から救助を要請する。
・救助活動状況を随時入力し、状況を共
有する。
・実浸水区域など被害エリアの情報を元
に、孤立が予想される、あるいは救助
要請のあった場所を特定する。
・救助要請先を入力し、E メールおよび
システム上から救助を要請する。
・救助活動状況を随時入力し状況共有
・体制の発令／移行ごとに、新しい体制
を入力。
・建物の被災状況および復旧見込みを
入力する。
・ライフラインの被災状況および復旧見
込みを入力する。
・代替施設に移動する場合はその旨を
入力する。
・職員参集メールを配信し、職員の参集
状況を自動または手動で随時登録。
・体制毎の参集メールの配信先設定。
・実浸水域を描写または既往データの
取り込みにより、避難所の被災状況を
推計する。
・開設が必要と思われる避難所を選択
し、メールやシステム上から、定型文を
用いて開設を要請する。
・開設の状況（被害状況などを含む）を
システム上に登録する。
・開設状況を公共情報コモンズおよび
SNS により広報する。
・同上。ただし、公共情報コモンズおよ
び SNS による開設の広報は行わない。

・実避難者数、食糧の状況、トイレの設
置状況などを随時表へ入力し、情報を
共有する。

Sr.

災害対応業務
第１階層
第 2 階層
避 難 所
（一般）の
名簿管理

6

道路規制・
啓開

7

食料管理

8

資機材管
理

福祉避難
所の状況
把握と物
資配給
福祉避難
所の名簿
管理
広域搬送
ルート

避難所の
備蓄食料
公共施設
の備蓄食
料
その他商
店等の備
蓄食料
車両
燃料

対応項目（第 3 階層）

システムの利用内容

・避難所毎に避難者名簿
を作成し、住民の避難状
況を確認する。

・同上

・ログインＩＤごと（避難所毎にＩＤを設定）
に対象避難者リストが生成され、各避
難所で、実際の避難者をチェックする。
・想定避難者以外の方は、リストに追加
して管理する。
・同上

・同上

・同上

・搬送ルートについて、道
路 状 況 に 影 響 を与 え る
被災箇所を把握する。
・上記の被災箇所を踏ま
えて道路規制を行うため
の調査を依頼する。
・規制区間および優先に
啓開作業を実施する区
間を決定する。
・規制状況および啓開状
況を共有する。
・避難所の備蓄食料を把
握する。
・避難所以外の公共施設
の備蓄食料を把握する。

・浸水状況などをもとに、搬送ルートの
被災状況を把握し、各道路管理者に
調査を依頼する。
・被害箇所を入力し、情報を共有する。
・規制区間を入力し、情報を共有する。
・規制区間の状況（啓開の進捗等）を随
時更新し、情報を共有する。
（Ⅲ-3-（3）-（c））

・避難所の備蓄食料を入力し、情報共
有する。
・避難所以外の公共施設の備蓄食料を
入力し、情報共有する。

・ 協定 を結んでい る商店 ・協定を結んでいる商店等、民間の備蓄
等、民間の備蓄食料を把 食料を入力し、情報共有する。
握する。

上記では標準化された災害対応を行うために、システムとしての開発の方針と、それに基づき開発した
機能を説明したが、これらの機能に加えて、より災害対応を効率よく行うために、参画自治体等からのヒア
リング等に基づいた結果、以下のような機能についても実装を行った。
・表の印刷および CSV ファイル出力機能
本システムは地図の印刷を行うが、それだけでなくレイヤの属性情報の表（リスト）についても、一覧
表として印刷が行いたいという要望があったため、それを実現するために実装を行った。加えて、表つ
いては他の資料への加工を可能にするなど、2 次利用できる要望に応え、CSV ファイル（エクセル等表
計算ソフトで扱える汎用的なファイル形式）で出力できるようにした。
・属性検索、空間検索
表については、参照が必要となる地物をキーワード等の条件に基づき検索したいという要望があっ
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たため、キーワードに基づき表の検索が行える属性検索の機能を実装した。加えて、地図レイヤが持
つ地物の図形の形状を活用して、例えば浸水エリアに含まれる避難施設を検索するなどの空間的な
検索が行える空間検索機能を実装した。
・地理座標の各種表記方式への対応
位置を示す地理座標情報は、緯度経度のような地理座標方式だけでなく、住所の場合や場所コー
ド方式、UTM グリッド（MGRS など軍事関係で利用される位置表示方式）など多様であり、災害対応機
関によって利用する位置情報表記が異なっていることがわかった。そこで、地物あるいは任意の地点に
おいて、各種地理座標情報の表記方式に基づき位置が参照できる機能を実装した。
・アラート機能
気象情報、避難情報、体制発令など、重要なトリガーとなる事態において、それぞれ物理的に別の
場所で災害対応を行う可能性が高いことから、災害対策本部が行った判断・意思決定は、各災害対応
部局に対してアラートとして画面上に表示される機能を実装した。
・消防庁４号様式等の従来報告様式への対応
市町村は都道府県に対して、消防庁 4 号様式に基づく被害や対応状況を報告するため、それが簡
易にできる機能への要望が寄せられた。そのため、その様式の各項目に対して数値を入力することで、
最終的に報告様式へ出力できる機能を実装した。なお、様式の修正は設定画面で行えるようにした。
・事前設定した定型文の自動入力機能
広報文や依頼文などは、文章を空白の状態から入力することは手間がかかるため、負担軽減がニー
ズとして寄せられた。Ⅲ-3-(3)-(c)の研究成果において、定型文を選択して、それを挿入することで、入
力の作業の負担軽減を実現した。そこで、研究成果としてシステムの画面仕様を参考として、定型文を
事前に設定しておくことで、広報文や依頼文に文章が挿入でき、かつ更新している表のコンテンツや
集計値などがその広報文や依頼文に挿入できる機能を実装した。
・タブレット端末による操作への対応
プロジェクト採択以後、タブレット端末の普及が著しい。ノートパソコンやデスクトップパソコンからの参
照だけでなく、例えば首長が災害対応の様子を把握しながら別の執務を行う際に、タブレット端末を利
用するニーズが寄せられた。そこで、通常のパソコンからの画面からの操作だけでなく、タブレット端末
の画面で行える基本的な操作（タップ、ピンチアウト、ピンチイン）が行えるようにした。
・庁内ネットワーク環境による閉じた環境での利用
外部とのインターネット通信が途絶した際の対応がニーズとして寄せられた。その代替手段として、
庁内のネットワーク環境でも稼働できるようにした。それの機能を利用する場合は、背景地図のキャッシ
ュ（事前にデータをダウンロードして保存しておくこと）が必要であることと、通信環境が回復後のデータ
の同期作業を手動で行う必要がある。
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(b) スマートフォンアプリ（防災科研・東京大学）
スマートフォンを利用して、現場の被害状況を位置とテキスト、写真を使って報告し、危機管理クラウド
システムの地図画面上で集約
することで、判断・意思決定を
支援することを目指して開発に
着手した。ただし、スマートフォ
ンの OS のバージョンアップに
伴い、スマートフォンアプリを利
用せず、ブラウザからスマートフ
ォン用のページへアクセスする
ことで被害状況の報告を行う機
能の実現できる見通しがたった。
そこで、アプリ開発を行わない
方針で開発を実施した。
図Ⅲ-3-(3)-(b)-1 に利用まで
の流れを示した。危機管理クラ
図Ⅲ-3-(3)-(b)-1 スマートフォン側の事前設定

ウドシステムの画面からスマート
フォン専用のアクセスの QR コ
ード（携帯電話やスマートフォン
で情報を読みとるためのバーコ
ード）を表示させる。そして、ス
マートフォンが表示された QR コ
ードを読み込み、ブラウザを起
動させる。すると、スマートフォ
ン専用画面のログイン画面が表
示され、パソコン側のログイン ID
とパスワードでログインすると、
スマートフォン向け画面が表示

図Ⅲ-3-(3)-(b)-2 スマートフォン上での被害状況等の登録

される。これをブックマークする。
図Ⅲ-3-(3)-(b)-2 に被害状況等の登録の様子を示した。GPS や地図を用いて位置を特定し、写真を登
録させて、属性情報としてテキストを入力して登録が完了する。これはスマートフォンから参照できるだけ
でなく、災害対策本部等のパソコン画面からも参照できる。
今回開発した機能は、既存の危機管理クラウドシステムにスマートフォン専用画面を用意したことになる
ため、ID パスワードを設定することで、自治体以外の後方支援等を行う他機関のユーザに対しても登録
のための設定が可能である。また、写真だけ送り、属性情報は本部が事後に代わりに登録することも可能
である。今後の展開としては、自治体職員の安否確認機能を搭載することで、安否確認および被害状況
確認が同時に行える可能性があるだろう。
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(c) 道路被害情報入力機能（NTT 空間情報）
本機能は、デジタル道路地図データベースの取り込み、道路被害情報を入力する支援機能、道路規
制・啓開の設定で構成される。それぞれの
特徴機能については次の通り。
i) デジタル道路地図データベース
日本デジタル道路地図協会が提供する
「デジタル道路地図データベース」（以下
DRM データ）を活用するに当たり、そのデ
ータ容量や性質、地図との連携等を考え
るとデータベース管理システム（DBMS）へ
取り込むことが有効と考えた。
DRM デ ー タ 利 用 の 概 念 図 を 図 Ⅲ
-3-(3)-(c)-1 に示す。DRM データを DBMS
へ取り込むためのアプローチとして、DRM
データの基本道路（都道府県道以上及び

図Ⅲ-3-(3)-(c)-1 DRM データ利用の概念図

それ以外で幅員 5.5m 以上の道路など）及び全道路（基本道路及び基本道路以外の道路幅員が 3.0ｍ以
上 5.5ｍ未満の道路）のリンク/ノードデータとして定義されているデータフォーマットを基本的に踏襲する
こととした。また道路規制・啓開業務に必要と考えられる情報（重要路線フラグ、規制・啓開状況）をカラム
として追加し、それらのリレーションを検討してスキーマ設計を行った(図Ⅲ-3-(3)-(c)-2)。
ii) 道路被害情報入力の支援機能
道路被害情報の入力に必要と考えられる機能の検討を行った。情報入力時の作業の負担を軽減する
ために、マウスによる簡単操作での入力や、地図情報を活用した入力の支援を行うことを考慮した。
(ア)

位置情報入力支援機能
① 地図上をマウスで位置指定
② 「道路名称」、「○○交差点」を DRM データより自動取得
③ ②を入力候補として表示

(イ)

例．「道路名称」、「○○交差点から 100 メートル」

道路区間入力支援機能

DRM データを利用し、地図上で道路リンクをクリックしてつないでいき、区間を描画する。
(ウ)

入力候補選択機能

入力する情報はマウスにより候補選択とする。（キーボードからの手入力は必要最小限に）
(エ)

入力の自動化機能

システムで自動入力することで入力を軽減する。（現在日時等）
これらの機能について、実際にシステムを構築して災害時の運用を想定した機能の検証を行った。
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全道路ノード
通番
ステータス

全道路リンク

基本道路リンク

通番
ステータス

：

通番
ステータス

：

GID
GEOMETRY
メッシュ番号
バージョン番号
ノード番号
ノード種別コード
隣接2次メッシュコード
隣接2次メッシュ接合ノード番号
リンク１ノード番号
リンク２ノード番号
リンク３ノード番号
リンク４ノード番号
リンク５ノード番号
リンク６ノード番号
リンク７ノード番号
リンク８ノード番号
交差点漢字名称
交差点カナ名称

基本道路ノード
通番
ステータス

：

GID
GEOMETRY
メッシュ番号
バージョン番号
ノード１番号
ノード２番号
レコード番号
管理者コード
道路種別コード
行政区分コード
リンク長
道路幅員区分コード
車線数コード
交通規制種別コード
交通規制条件種別コード
基本道路ノード１番号
基本道路ノード２番号
リンク内属性有無コード

：
：
：

：

GID
GEOMETRY
メッシュ番号
バージョン番号
ノード１番号
ノード２番号
レコード番号
管理者コード
道路種別コード
路線番号
主・従道路区分コード
重用路線総数
重用１道路種別コード
重用１路線番号
重用１主・従道路区分コード
重用２道路種別コード
重用２路線番号
重用２主・従道路区分コード

GID
GEOMETRY
メッシュ番号
バージョン番号
ノードID
標高
ノード種別コード
隣接2次メッシュコード
隣接2次メッシュ接合ノード番号
接続リンク本数
リンク１接続ノード番号
リンク１交差点通行コード
リンク１接続角度
リンク２接続ノード番号

重用３道路種別コード
重用３路線番号
重用３主・従道路区分コード
行政区域コード
リンク長

交差点漢字名称
交差点カナ名称

施設管理コード3

：
リンク８接続角度

：
継続フラグ

重要路線フラグ
規制・啓開状況

：
継続フラグ
路線漢字名称
路線カナ名称

道路規制・啓開業
務に必要なカラム

：
施設管理コード3

図Ⅲ-3-(3)-(c)-2 DRM データのスキーマ設計
iii) 道路規制・啓開の設定
DRM データを利用して、道路規制・啓開
業務を行うための支援機能を検討した結果、
発災に伴い罹災した可能性のある路線を検
出する“被害予想区間の抽出”、実際に規制

被害が予想されない区間
（グレー表示）
被災データ

情報を入力する“道路規制区間等の入力”、

（ポリゴン）

規制を行った際や啓開がなされた際に指定
した２つの場所のルートを確認するまたは被
災エリアを迂回して通行するための“ルート
検索”の 3 つの機能が必須であると考え、各
機能を実装した。その 3 つの機能について
以下に説明する。
(ア)

被害が予想される区間
（グレー表示しない）

図Ⅲ-3-(3)-(c)-3 被害予想区間の抽出結果画面

被害予想区間の抽出機能

実際の被害報告や過去の知見から想定される被災エリア情報などを用いて、被災し通行できなくなっ
たまたは通行できなくなる可能性のある道路の抽出を行い、避難誘導や復旧支援時の現地へのルー
ト情報として利用できるか否かなどを検討するための路線情報を提供・支援する機能である。
 GIS データとして与えられる被災データと重要路線データとを空間演算することによって得られた
結果を、被災が予想される区間として、自動的に路線番号ごとに抽出する（図Ⅲ-3-(3)-(c)-3）。
 被災データはポリゴン、ライン、点が存在し、バッファを加味した空間検索を行う。
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 抽出された路線以外はグレー表示することで区別を行う。
(イ)

道路規制区間等の入力機能

規制区間等の入力画面では、DRM データを

路線名称を自動表示

利用することで利用者の入力負担が少なくな
り、災害時・緊急時において迅速な対応を実
現できるようにしている（図Ⅲ-3-(3)-(c)-4）。
 上記（ア）.で抽出した重要路線データ上で、
規制を実施する起点・終点を指定する。

規制を実施する地点
を指定

交差点名称を自動表示

 重要路線の名称は、DRM データを参照し
て自動的に入力支援が行われる。

図Ⅲ-3-(3)-(c)-4 道路規制区間等の入力画面

 DRM データに交差点名称が存在する場合、
「○○交差点から上り○○km 地点～○○交差点から上り○○km 地点」といった内容について自
動的に入力支援を行う。
 重要道路以外の路線も DRM データを利用して規制する路線を入力する。（DRM データのリンク
は地図上へ描画は行わない。）
 入力した規制区間は、規制区間レイヤに登録し、DRM のノード番号群を属性で保持する。
 WMS、WFS のデータ形式によって、外部地図として公開する。
(ウ)

ルート検索機能

この機能には、基本的な検索及び結果のル

迂回経路を表示

ートを表示する機能に加え、被災エリアを迂回

迂回検索、道路幅指定

する道路幅を指定する検索機能がある。

検索の選択が可能

 地図上の任意の 2 点を指定することで、デ
規制区間

ジタル道路地図データベースにより、近傍
の交差点（DRM ノード）間を結ぶルートとし
て道路情報を抽出し、情報の中から、最短

（被災エリア）

図Ⅲ-3-(3)-(c)-5 ルート検索結果画面

距離のルートを検索する。

 上記で検索されたルートを地図上に表示する（図Ⅲ-3-(3)-(c)-5）。
 被災エリア迂回検索：被災エリア（上記 ア.で抽出した路線および上記 イ.で登録した規制区間）
を通過しないように検出したルート候補の中から、被災エリアを通過する道路情報を含むルートを
対象外としてルート検索をする。
 道路幅指定検索：大型車両の通過や相互通行の可否などを考慮して、一定の幅員のあるルート
のみを対象として検索するために、道路幅を指定しルートを検索する。
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（4）研究項目３ リアルタイム災害観測・予測情報の相互運用化
・概要
情報システムが国際標準の分散相互運用環境に基づき、各種災害情報を取得して二次利用でき
ることを目標として研究を実施した。気象情報については、気象庁が標準的なデータ流通方式で
ある XML に対応した防災情報 XML フォーマットを公開しており、それに対応する形で相互運用化
を行った。河川情報については、国土交通省が統一河川情報システムデータを XML フォーマット
に基づく数値データ配信事業を平成 26 年より開始したため、それに対応する形で相互運用化した。
地理空間情報については、相互運用を実現する国際標準の地理情報流通方式である WMS（Web
Mapping Service 等やメタデータフォーマット（JMP2.0）およびメタデータ流通方式（CSW）の方式
へ対応する方針とした。リアルタイム地震被害推定情報は、地震により推定される震度分布や曝
露人口を WMS 等の地図 API に基づき、速やかに相互運用できるための開発を行った。
国際標準の地理情報流通方式（WMS 等の地図 API）に基づき、将来的にライフライン情報や各種
災害情報等が相互運用化されることを見越して、情報システムが各種情報のメタデータを参照で
き、それに基づき容易にその情報を利用できるためのクリアリングハウスの開発を行った。
・目標に対する成果
(a) 気象情報（防災科研）
気象庁が発表する防災情報の
新たな提供様式として「気象庁防
災情報ＸＭＬフォーマット」が策定
されており、平成２３年５月１２日よ
り本格運用が開始された。この「気
象庁防災情報ＸＭＬ」が情報シス
テム側で取得できて、その情報を
もとに災害対応業務が行えるよう
に相互運用化を実施した。
気 象庁 は、「気 象庁防 災情 報

図Ⅲ-3-(4)-(a)-1 防災気象情報 XML データ取得の仕組み

XML フォーマット形式電文の公開

（気象庁ホームページより引用）

（試行）」を実施しており、無償で利
用できるため、この取り組みに参加して実装を行った。
利用するデータは、気象警報・注意報、洪水予報、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、竜
巻注意報、震度情報、津波警報・注意報、噴火警報・予報、特別警報とした。
次に、XML データの取得方法を説明する（図Ⅲ-3-(4)-(a)-1）。ＸＭＬ電文が、気象庁の HP 等にファイ
ルとして公開され(①)、ＰｕｂＳｕｂＨｕｂｂｕｂプロトコルによる push 通知を取得し(②)、XML データの更新情
報が情報システム側が有するＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒに通知され(③)、利用者は XML を取得する仕組みである(④)。
本システムが有するＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒは、ＸＭＬデータの更新情報を受信後にＸＭＬデータを取得し、本シス
テムで事前に設定されるトリガー条件と比較判断の後に、職員参集メール等のシステム側の処理が稼働
する仕組みとした。
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なお、本プロジェクトでは気象庁の試行公開に基づき XML データを取得したが、市町村等の自治体が
利用する場合は、次の 2 通りが考えられる。1 つ目は、都道府県の情報システムから XML を転送してもら
って取得する場合、2 つ目は配信事業者である（一財）気象業務支援センターより配信負担金を支払って
利用する場合である。
(b) 河川情報（防災科研）
国土交通省の河川情報の
相互運用化としては、国土交
通省が「河川情報数値データ
配信事業」を開始し、（一財）
河川情報センターがその配信
事業者として平成 26 年 2 月
（レーダデータは平成 25 年 12
月）より配信を開始したため、

図Ⅲ-3-(4)-(b)-1 河川情報取得の枠組み

それを情報システムが取得し、

（河川情報センター ホームページより引用）

災害対応業務に利用できるよ
うに相互運用化を実施した。配信されるデータは、Ｘバンド MP レーダの雨量データ、C バンドレーダ雨量
データと、テレメータである。なお、テレメータは国直轄河川のみであり、雨量、推移、ダム諸量が利用で
きる。今回、テレメータのデータの相互運用化を実施した。
次にデータ取得方法を説明する。テレメータデータは XML データである。配信事業者からアクセス先と
認証情報を取得する。それに基づき HTTP による認証を行い、情報システム側のレシーバが XML データ
の更新を確認したうえで、更新されている場合はデータを取得する。本システムで事前に設定されるトリガ
ー条件と比較判断の後に、職員参集メール等のシステム側の処理が稼働する仕組みとした。また、グラフ
やテーブル表示できるようにした。図Ⅲ-3-(4)-(a)-2 は危機管理クラウドシステムで表示した例である。

図Ⅲ-3-(4)-(a)-2 危機管理クラウドシステムで河川について情報を示した例
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現在のデータの対象は国直轄の河川のみだが、統一河川情報システムは自治体も入っているため、今
後自治体のテレメータの情報を利用できることが望まれる。
なお、河川情報を取得する方法としては、次の 2 通り考えられる。1 つ目は都道府県の河川情報システ
ムからデータを転送してもらう方法、2 つ目は上記の河川情報センターからデータ配信料金を支払って利
用する方法である。前者は都道府県内に限定されるが、後者は都道府県をまたがって利用可能となる。
(c) リアルタイム地震被害推定情報（防災科研）
地震発生直後に迅速に被害状況を推定し把握することは、より適切な初動体制を確立するための意
思決定を行う上で極めて重要である。1995 年阪神・淡路大震災における応急対策活動の反省から、被災
状況を迅速に把握するとともに、事前対応、応急対策及び復旧・復興対策の各段階における情報を統合
化し、総合的な意志決定を迅速に行うことの重要性が改めて指摘された。防災科学技術研究所では、地
震調査研究推進本部が進めている「全国地震動予測地図」の作成に資するため開発を進めてきた地震
ハザードステーション（J-SHIS）による表層地盤の増幅特性データや人口・建物に関する情報等の基本情
報や地震動の予測手法、建物の被害評価手法と、全国約 1,700 箇所で整備、運用を行っている強震観
測網 K-NET や KiK-net から得られるリアルタイム強震データ等の観測データを組み合わせることで、地
震発生直後において、これまでよりも更に早い段階で初動対応の適切な意志決定等に役立つ広域の被
害推定情報を提供するシステムが構築可能と考え、2009 年よりリアルタイム地震被害推定システム（Japan
Real-time Information System for earthQuake；J-RISQ）の研究開発を開始し、現在試験的な運用を行っ
ている。官民協働危機管理クラウドシステムプロジェクト（以下、本プロジェクトと記す）では、災害対応シス
テム等の他システムが J-RISQ による推定情報を、クリアリングハウスを通じて 2 次利用が可能となるように、
国際標準の相互運用方式によりリアルタイムで提供できるようにすることを目的とした。
J-RISQ の概要を図Ⅲ-3-(4)-(c)-1 に示す。J-RISQ は、K-NET、KiK-net および気象庁や地方公共団
体の震度情報を用いて、地盤の揺れ易さを考慮しつつ、空間的に広がりのある揺れ（震度）の分布を 250
ｍメッシュでリアルタイムに推定す
る。そして、推定した震度分布を
入力として、建物の種類や建築
年代別の分布データとそれぞれ
に対応する被害率曲線を用いて
建物の被害推定を行い、それと
並行して夜間、昼間の時間帯を
考慮した人口の分布を考慮し、あ
る震度以上にどれくらいの人が遭
遇した可能性があるかを示す震
度曝露人口を推定する。J-RISQ
図Ⅲ-3-(4)-(c)-1 リアルタイム地震被害推定システムの概略図

の処理は、地震の揺れが広がる
につれて時間的にばらばらに送

られてくる震度データに対して、その時点で入手したデータを用いて推定を行い、新しいデータを受信す
る毎に逐次的に推定結果を更新することで、迅速性を確保している（1 地震につき複数回の情報発信）。
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本プロジェクトでは、リアルタイム地震被害情報の相互運用を目的として、J-RISQ による揺れの分布や
震度曝露人口の推定情報を、国際標準規格である WMS（Web Mapping Service）で提供することを可能
にした。また、推定情報をクリアリングハウスに自動登録することを可能にした。これにより、災害対応シス
テム等はクリアリングハウスに登録されている他の情報と重ねて表示することが可能になり、地震発生直後
から情報を活用することが可能
になった（図Ⅲ-3-(4)-(c)-2）。
具体的には、J-RISQ は推定
完了後、WMS で推定情報を公
開し、震源情報等の推定に係
るメタ情報をメタデータフォーマ
ット（JMP2.0）およびメタデータ
流通方式（CSW）でクリアリング
ハウスへ登録する。クリアリング
ハウスは、登録された情報をも
とに地図およびメタデータを表
示する（図Ⅲ-3-(4)-(c)-3）。
図Ⅲ-3-(4)-(c)-4 に J-RISQ
が実証実験中に推定を行い、
推定結果の自動登録を行った

図Ⅲ-3-(4)-(c)-2 災害対応システムへ JRISQ の結果を表示した様
子（釜石市を対象に震度 6 弱以上の揺れに曝露人口を示した例）

2014 年 3 月 14 日伊予灘の地震（最大震度 5 強）の例を示す。地震発生後約 1 分で第 1 報の推定処理
結果をクリアリングハウスへ登録した。第 1 報の時点では、地震による揺れが広がりつつある状況であるた
め震度 5 弱以上に曝露した人口の推定はなかった。地震発生後約 4 分後の第 2 報では、震度 5 弱以上
の曝露人口は約 50 万人、震度 5 強以上が約 10 万人という推定結果を登録した。

図Ⅲ-3-(4)-(c)-3 クリアリングハウスに登録した J-RISQ の例
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図Ⅲ-3-(4)-(c)-4 伊予灘の地震における推定状況
推定情報の提供の迅速化を目的とし
て、行政区単位での推定結果の集計
処理をメモリ上で行う等の高速化を行
った。図Ⅲ-3-(4)-(c)-5 に 2011 年 4 月
7 日宮城県沖の地震（最大震度 6 強）
の推定結果（利用観測点数：2352）の
例を示す。この高速化により、集計処
理の処理時間が 89%短縮（全体で 243
秒の短縮）した。揺れる範囲がより広い
場合には、高速化の効果がさらに向上
する傾向があるため、巨大地震発生時
に特に有効である。また、推定処理時
間の短縮により、推定回数を増やすこ
とが可能となり、より高頻度に推定を行
えるようになる。
本プロジェクトにより J-RISQ による揺
れの分布や震度曝露人口のリアルタイ
図Ⅲ-3-(4)-(c)-5 宮城県沖の地震を対象とした
高速化前・後の処理時間の比較

ム推定情報を、他システムが 2 次利用
可能となる国際標準の相互運用方式
(WMS)により提供できるようになった。
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また、試験中に実際に発生した地震において、地震発生から 1 分程度で提供を開始、その後情報を逐次
更新し、20 分程度で最終的な情報を提供していることが確認された。また、推定処理の高速化を図り、更
なる情報提供の迅速化を実現した。
謝辞：J-RISQ で用いている気象庁及び地方公共団体の震度情報につきましては、気象庁より提供して
頂いているものです。
(d) クリアリングハウスの開発（防災科研、東京大学）
従来のクリアリングハウスは、クリアリングハウスが提供するウェブサイトへアクセスし、ユーザが検索条
件を入力して該当する地図を検索し、それぞれの地図提供者が指定する方法で地図データを入手する
方法である。しかし、災害対応においては、そのような手続きのための手間を省き、容易に必要な情報が
入手できることが重要である。そのため、前述の WMS や WFS 等の地理空間情報の国際標準の流通方式
に基づき相互運用することを前提としたうえで、危機管理クラウドシステムから必要な地図データが容易に
検索して利用でき、さらに自ら作成した地図のメタデータが容易に登録できる方法を検討し、それに必要
な機能を実装した。開発したクリアリングハウス「災害リスク情報クリアリングハウス」の全体像を図 Ⅲ
-3-(4)-(d)-1 に示した。本システムの特徴は以下に示す４点である。

図Ⅲ-3-(4)-(d)-1 開発したクリアリングハウスの全体像
・API（CSW）による検索
API とは、システム間で情報をやりとりするインタフェースである。これに対応することで、自治体職員
等のユーザが、わざわざクリアリングハウスのサイトへアクセスしなくても、自分が使っている情報システ
ムにいたまま、利用可能な地図情報を API を介して自動的に検索が行える。既存のクリアリングハウスと
しては、検索だけが行える API（CSW と呼ぶ）を有する Geonetwork がある。しかし、危機管理クラウドシ
ステムのように、自ら作成した災害対応に関する地図データを共有したい場合に、その地図のメタデー
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タをクリアリングハウスへ登録することができない。そのため、本システムからクリアリングハウスへメタデ
ータを登録・更新・削除が行えるインタフェースを新たに追加した。
・「予定メタデータ」の導入
災害対応時に、自治体職員等が新たに空白の状態からメタデータの項目を入力し、クリアリングハウ
スへ登録することは難しい。加えて、たとえ API があったとしても、検索を自治体職員が能動的に行うこ
とも難しいと考えられる。危機管理クラウドシステムでは、災害対応業務を標準化するということは、扱う
地図データは自治体間で共通であり、それらが共有されるべきと考える。つまり、自治体は災害時に使
う地図のメタデータを事前に登録しておき、災害時に外部に公開できればよい。そこで、平時から災害
時に共有する予定の地図のメタデータを「予定メタデータ」と称することにし、クリアリングハウスおよび
危機管理クラウドシステムの両方で対応できるようにした。
・メタデータの共有範囲の制限
地図データの公開は、防災関係機関と一般不特定多数のユーザでは、公開する内容が異なる。一
般向けには確定情報を公開することになるだろう。防災関係機関の間では、完全に確定しているわけ
ではないが、災害対応のためには共有することが効果的な情報もあることが想定される。そこで、ユー
ザによって検索できる地図が異なるような制御をかけられる機能を実装した。
・相互運用のための協議会の運営管理を考慮
災害対策基本法の改正(平成 24 年度)において明記された「地理空間情報の共有」を目指すために
はこのようなクリアリングハウスを構築し、防災関係機関で運営・運用していくことが必要不可欠となる
（Ⅲ4 で詳述）。そのような協議会のような組織による運営を支援するための機能を有することにした。特
にユーザ管理機能、問い合わせ機能等が挙げられる。
本クリアリングハウスは、基本機能としてサイトとしての機能も有する。サイトを訪問したユーザが地図検
索する画面があるほか、運営管理者から発行されるアカウントに基づきログインを行い、このサイト上から
もメタデータの登録・更新・削除が可能であり、共有範囲の制御が可能である。マイページで自分たちが
登録したメタデータの一元管理が行える。なお、メタデータは国内の標準である JMP2.0 に準拠している。
次に、このクリアリングハウスが有する機能を使った場合のシステムの利用ケースを説明する。平常時、
A 市は災害時に公開する予定の地図の「予定メタデータ」を API を介して登録しておく。そして、隣接する
B 市は API を経由して予定メタデータを検索し、A 市が災害時に公開する予定の地図（例えば避難場所、
避難勧告エリアなど）を利用する設定を行っておく（図Ⅲ-3-(4)-(d)-2）。

図Ⅲ-3-(4)-(d)-2 平常時のクリアリングハウスの利用
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災害時は、A 市は地図を更新するが、その地図情報は自動的に公開される。そして、B 市の情報システ
ムは更新を定期的に確認して、A 市の地図が参照できるようになったことを検知し、ユーザに通知する。
そして B 市の情報システムで、A 市の地図が表示されることになる（図Ⅲ-3-(4)-(d)-3）。
一方、平常時に想定していない地図が共有されるケースもありうる。民間企業が何らかの災害対応に役
に立つ地図が WMS 等の地図 API で公開され、それをクリアリングハウスへ登録したとする。B 市の情報シ
ステムは定期的にクリアリングハウスへ API で検索を行い、B 市のエリアで地図が新たに登録されていな
いか定期的に確認している。そして新たな地図が共有された場合は、そのことがユーザへ通知される。ユ
ーザが利用することを選択した場合は、その民間企業からの地図が B 市の情報システムにおいて表示さ
れる（図Ⅲ-3-(4)-(d)-4）。

図Ⅲ-3-(4)-(d)-3 災害時に予定メタデータを介したクリアリングハウスの利用

図-Ⅲ-3-(4)-(d)-4 平時に想定しなかった地図が利用できる際のクリアリングハウスの利用
このように、本クリアリングハウスは、災害時の利用を想定して、自治体職員等に負担をかけない形で、
災害情報を相互運用できるように、予定メタデータと API を有するクリアリングハウスとして開発を行い、加
えて、相互運用のための協議会での利用が実現できるシステムとして開発を行うことができた。なお、本ク
リアリングハウスはオープンソースで公開を行っている。また、この API およびメタデータに準拠する形で、
危機管理クラウドシステムは対応を行った。
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（５）自治体実証実験による評価検証
(a) 実証実験の実施概要
官民協働危機管理クラウドシステムの有効性の検証を目的として参画した自治体を対象として、本シス
テムを用いた実証実験を行った。表Ⅲ-3-(5)-1 に実証実験を行った自治体と実証実験の概要を示す。
表Ⅲ-3-(5)-1 実証実験を行った自治体と実験の概要
対象災害

対象自治体

実施日

概要
・

地震・津波

釜石市
（岩手県）

H25.12.3
・

・
水・土砂

三条市
（新潟県）

H25.11.22

・

・

火山

小林市
（宮崎県）

H26.1.29

・
・

・

地震・津波

藤沢市
（神奈川県）

H26.1.17
H26.3.13

・

東日本大震災と同等規模の地震・津波災害の発生を
想定して、システムを利用した場合の災害対応を提
示し、システムの有効性を検証。一部職員はシステム
の操作を実施。
後方支援として、被災状況や対応状況について、隣
接自治体や県庁、国の出先機関等と情報共有ができ
るシナリオを適用。
H23.7.29 と同等の水害の発生を想定して、システムを
利用した場合の災害対応を提示し、システムの有効
性を検証。
被災状況や対応状況の情報共有について、県庁、国
の出先機関等と情報共有のシナリオを提示して有効
性を検証。
H23 新燃岳噴火と同等規模の噴火を想定し、隣接す
る高原町、都城市、さらに宮崎県が参加し、システム
を利用した場合の災害対応を提示してシステムの有
効性を確認。一部職員はシステムの操作を実施。
地理空間情報の相互運用環境を構築して、地図 API
に基づく情報共有の有効性を検証。
隣接自治体や県、国の出先機関等からでも各市町の
対応状況が共有できるシナリオを提示し、後方支援
および相互支援等への有効性を検証。
既往最大の地震と津波の発生を想定して、各指揮本
部（対応班）とその対応業務をシナリオとして整理し、
業 務 を改 善 す る手 法 を適用 した 実 証 実 験 を実施
（H26.1.17）。
作成したシナリオを参考に、システムを設定し、そのシ
ナリオに基づきシステムを活用した災害対応を提示
し、システムの有効性を検証（H26.3.13）。

実証実験を行うために、各自治体の各種既存資料を参考に、本システムが自治体の防災情報システ
ムとして構築された状態を仮想的に構築し、主として過去に経験した自然災害が発生した場合に起こりう
るシナリオ（タイムライン）を整理した。実証実験当日は災害対策本部および災害対応部局（対応班）の自
治体職員が参加し、シナリオに基づき事態を推移させ、本システムを利用した場面を提示し、加えて、一
部システムの使い方を説明し、職員が実際に操作した。
このような内容の実施を通じて、本システムを利用して災害対応を実施する上での有効性や課題等を
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確認した。評価は、シナリオ中の意見交換の
際の発言、シナリオ終了後の意見交換の発
言、事後アンケートの結果を通じて行う方針と
し、本システムがある場合とない場合をイメー
ジできるようにしながら、評価できるようにした
（図Ⅲ-3-(5)-1）。なお、釜石市と小林市にお
ける実証実験では、後方支援を行う際にステ
ークホルダーとなる他の自治体も参加し、後
図Ⅲ-3-(5)-1 実証実験による有効性評価の方法

方支援を考慮したシナリオを含めた。

(b) 実証実験の結果概要
1) 地震・津波災害 （釜石市）
日時：平成 25 年 12 月 3 日（火） 13：30～17：00
場所：釜石市役所第４庁舎（第７会議室）
想定災害：東日本大震災と同規模の地震・津波
地震・津波災害が発生した場合の避難勧告・避難指
示の発令、被害状況の集約、避難所開設など、主な災
害対応業務について、本システムを利用した場合の災
害対応のシナリオを提示することで、システムの有効性
を評価した。また、岩手県や隣接自治体も参加し、ログイ

写真Ⅲ-3-(5)-1 釜石市実証実験の様子

ン ID を割り当て、相互に情報を共有した上で、後方支援
および相互支援等への活用可能性についても検証した。加えて、操作性の評価として、自治体職員に
対して入力する情報内容（避難勧告を発令する地区名や開設を指示する避難所名など）を示した入力
シートをあらかじめ職員に配布し、職員自らが本システムへの入力を行った（写真Ⅲ-3-(5)-1）。
【若崎副市長の評価】


画面の構成など、システムの基本的なアイディアは素晴らしい。今後も改善をお願いしたい。



集約した情報を CSV で出力できたり、タブレットからの入力ができるなど、機能的にも良くできて
いるシステムだと思う。

【山崎危機管理監の評価】


平常時にも使えることが重要であるが、このシステムは、日常業務へも拡張できる点が良い。



住民への周知もワンストップでできることが良い。

2) 水・土砂災害 （三条市）
日時：平成 25 年 11 月 25 日（金） 13：00～16：30
場所：三条市役所大会議室
想定災害：平成 23 年 7 月 29 日に発生した水害（単一自治体の災害対応）
洪水災害の発生時に対応すべき応急対応業務について、本システムを利用した場合の災害対応の
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シナリオを提示することで、有効性を評価した。また、新潟県も参加し、本システムのユーザとしてログイ
ン ID を発行しておき、三条市から共有された被災状況や災害対応状況等の地図と表を参照する様子
を提示した（写真Ⅲ-3-(5)-2）。
【國定市長の評価】


（こうしたシステムは開発者の独りよがりになりが
ちであるが、）全体のコンセプト、タブやメニュー
の階層化など、利用者の視点にたった良いシ
ステムだと感じた。



三条市としても、災害時の意思決定を支援する
システムとして使えそうだと感じた。



データの標準化、データ流通の向上を図るた

写真Ⅲ-3-(5)-2 三条市実証実験の様子

めには、こうした標準化を踏まえたシステムを地域防災分野で普及させていくことが重要と考え
る。今後の開発についても三条市としては引き続き支援したい。
3) 火山災害 （小林市）
日時：平成 26 年 1 月 29 日（火） 13：15～16：10

場所：小林市役所 ４階（大会議室）

想定災害：平成 23 年新燃岳噴火と同等の噴火
火山災害が発生する際の主な災害対応業務として、監視・観測、被害状況の集約、避難所の開設・
運営などについて、小林市以外に環霧島の隣接自治体である高原町と都城市、宮崎県に参加してい
ただき、本システムを利用した場合の災害対応シナリオを提示することで有効性を評価した。職員は一
部機能については、本システムへの情報の入力を行った。
特に、複数の本システムが稼働した状態を構築し、加えてクリアリングハウスが稼働している状況を
試験的に構築したうえで、各自治体の地理情報がシームレスに共有されているシナリオを提示し、情報
共有や市町村同士の相互支援や後方支援においての有効性を検証した（図Ⅲ-3-(5)-2）。

図Ⅲ-3-(5)-2 システム上で相互に対応状況が閲覧できる様子（高原町の画面：赤枠（高原町）以外の
小林市や都城市の対応状況も把握できる）と小林市の実証実験の様子（右写真）
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【肥後市長の評価】


全体的に非常に良くできたシステムであると感じた。



火山災害だけでなく、口蹄疫の対策、（平常時利用として）ジオパークの広報、自主防災組織の
活動などにも幅広く使えるシステムであると感じた。



環霧島の市町で情報を共有するシステムとして発展させていきたい。

上記 1)～3)には、「地震・津波災害」、「水・土砂災害」、「火山災害」の 3 つの災害類型についての実証
実験の概要と、市長および副市長、危機管理監などの災害対策本部で指揮をとる方からの評価コメント
を示した。上記コメントからは、本システムを用いることでの災害対応および災害情報共有の有効性につ
いて、肯定的な評価を得ることができた。
4) 地震・津波災害 （藤沢市）
日時：平成 26 年 1 月 17 日（火） 13：00～17：00（業務分析）
日時：平成 26 年 3 月 13 日（火） 15:30～18：00（システム評価）
場所：藤沢市役所 総合防災センター 災害対策本部室
想定災害：南関東地震レベルの揺れと、既往最大の津波（慶長津波）
災害対策本部、各指揮本部（災害対応部局）、防災関係機関との連携した災害対応について、不明
点や改善点を確認しながら災害対応シナリオを作成・改善することで業務改善を図る手法を開発し、平
成 25 年 10 月から業務分析を各指揮本部が実施し、翌年 1 月 17 日に災害対策本部会議を模した場
面でそのシナリオを読み上げ、全体で共有する合同図上訓練を実施する一連の実証実験を行った。ま
た、3 月 13 日では、そこで整理したシナリオをもとにシステムの設定を行ったのちに、指揮本部（対応班）
5 名に対して、本システムを活用した災害対応の流れを示すことで、システムの有効性を評価した。2 つ
の実証実験のアンケート結果およびコメントを表Ⅲ-3-(5)-2 に示す。
表Ⅲ-3-(5)-2 藤沢市における実証実験後のアンケート結果およびコメント
主な回答

回答
人数



災害対応のイメージができた、流れや役割を確認できた。

29 名



情報共有の重要性を確認できた。

4名



経験できた、意識啓発に繋がった。

7名

その他
1 月 17 日
（業務分
析）



今後の検討課題が見えてきた。



関係機関が参加し、連携が十分に行われることが期待できる。



緊迫感があってよかった。



臨場感があった。



本部へ伝える情報は不要なものを省き、簡潔に要点を絞って伝えていた。



各場面での重要な視点の説明があった。またそれを想定したシナリオによ

各1名

る図上訓練であった。
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3 月 13 日
（システム
評価）

各場面での重要な視点の説明があった。またそれを想定したシナリオによ
る図上訓練であった。全体のシステムの構成としては良くできている。



実際の災害対応業務への適用を考えると、（藤沢市の組織では）実際の役

計4名

割分担がさらに細かく規定されており、詳細な処理設定が必要となる。

藤沢市については、他の自治体の実証実験とは異なり、災害対応業務の改善手法の実証実験も行っ
たわけだが、職員からは災害対応のシナリオがイメージできたという意見や、今後の課題が見えたというコ
メントがあり、手法の有効性を確認できた。また、本システムを利用した実証実験においても、肯定的な意
見とともに、より詳細な設定に対するニーズを確認することができた。
(c) 考察
(b)において実証実験の概要と災害対応責任者のコメントを示したが、釜石市、三条市、小林市では、
同一項目によるアンケートを、実証実験参加者を対象として実施した。アンケートは、実証実験のなかで
有効と感じたシーンの選択（複数可）と、感じた内容（自由記述）を質問する設問や(質問（1）)、本システム
に追加したほうがよい機能の質問（質問（2））、内部および外部機関と共有したい情報への質問（質問（3））
をしたが、質問（1）は自治体でシナリオが異なることと、自由記述の情報量が多いため、紙面の制約上、
後の考察時に適宜引用することにする。質問（4）と質問（5）については以下に集計結果を示した。
質問（4）：本システムのように、さまざまな機関が持つ各種情報を一元化し、災害対応に活用し、関係
機関や住民等へ情報を伝達する仕組みが必要と思いますか。（可能である／ある程度可能である／ど
ちらともいえない／不可能である のうち 1 つを回答）
自治体
釜石市
三条市
小林市
合計

回答数
19 名
12 名
21 名
52 名

可能
8
7
18
33

ある程度可能
11
4
2
17

どちらともいえない

不可能

0
1
1
2

0
1
0
1

質問（5）：本システムを使うことにより、関係機関間での迅速な対応が可能となると思いますか。（ 可能
である／ある程度可能である／どちらともいえない／不可能である のうち 1 つを回答）
自治体
釜石市
三条市
小林市
合計

回答数
18 名
12 名
19 名
49 名

可能
3
3
8
14

ある程度可能
11
4
10
25

どちらともいえない

4
3
1
8

不可能
0
1
0
1

質問（4）において、本システムの基本的なコンセプトについての必要性・重要性について質問し、本プ
ロジェクトのコンセプトを有するシステムの必要性が確認できた。次に質問（5）において、公開を行った本
システムを用いることで、迅速な災害対応が可能になるかという問いに対しては、49 名中 39 名が可能で
あるという結果を得ることができた。この結果から、災害対応の全般の責任者である市長、副市長、危機
管理監などの責任者のコメントとこの質問の結果を総合すると、システムのコンセプトと、本システム自体
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が実際に災害対応へ活用できるという総合的な評価は得られたと判断できる。
次に、本システムが有するコンセプトとそれを実現した機能について、詳細に考察を行うことにした。
A. 災害対応業務のタスクをタブとメニューで表現したことへの評価
災害対応業務が順番に実施できることで、複雑さを回避して業務が手順に沿って実施できることを
重視し、本システムの基本的な画面として対応すべき業務項目を、画面上部に 2 階層のタブとして整
理し、各業務項目に対する処理過程を画面左にメニューボタンとして配置して上から順番に実施できる
ようにした。この画面構成や操作性について、関連する主なコメントおよび自由記述を以下に示した。


全体のコンセプト・階層の考え方・情報収集のレイヤ分け、利用者に応じたメニューなどが良い。
（三条市長 前掲）



初めて使ったが、少しの演習で操作できた。システム関係は得意ではないが、使うことができた。
（釜石市）



避難所の開設までの流れ・手順が簡素化できる。（釜石市）



システムの使い勝手はよかった。今回の実証実験では避難所の開設を行った。避難所にタブレ
ットを持っていけばそのままデータ入力できるということで、とてもよい。（小林市）

三条市長からは、前述の通り本システムの画面の基本的な考え方について賛同を得ることができた。
また、流れ・手順が簡素化できるというコメントがあったことからも、本システムのコンセプトについての有
効性を確認することができた。
一方で、自由記述において、操作性について、普段から使っていないと災害時は活用できない可能
性があること（三条市）、習熟度の課題があること（釜石市）等の指摘が見られた。一方、普段から利用し
ていることの重要性（釜石市）を指摘したコメントもあった。操作性の課題については、実証実験当日に
画面をはじめてみる職員が大部分であり、実証実験上の制約があったことも考慮しなければならないが、
これについては、操作性は今後も自治体職員との確認の上で改善していく必要がある。また、平常時
からの訓練の重要性については、コメントとして多くの自治体職員から指摘されており、このようなシス
テムを利用する際は、訓練や平時業務への活用を通して、普段から使い慣れておくための仕掛けをセ
ットで考える必要があるといえる。また、システムの評価の視点からは、システムの持つ機能自体の評価
とは切り離し、操作性に特化した評価手法および実際の評価についても考える必要があるといえる。
B. 地図と表で情報を扱うことと、それを職員間で共有できることへの評価
本システムでは、災害対応に必要な様々な情報を、地図と表（属性テーブル）を切り替えて表示でき
る画面構成とし、地図と表は他の災害対応部局と共有できることや、タスクのメニューごとの編集する属
性をハイライトできる機能等を開発した。これらの機能について、実証実験後の主なコメントおよび自由
記述を以下に示した。


地図で一元化された情報が共有できる点が有効。（三条市）



市全体の状況を見ることができるのは良いこと。（三条市）
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土木対策の観点で、道路規制の状況を瞬時に共有できる点が良い。（小林市）



物資保有数、人数を把握できる点が有効。（釜石市）

地図を利用したことにより、市全体の状況を把握できることが評価されたことがわかる。また、情報が
一元化できること、情報共有できることの有効性は、上記以外にも 3 つの自治体で数多くコメントが寄せ
られた。加えて、物資保有数や人数を把握できることが有効というコメントがあるが、これは表の画面で
属性テーブルの値を集計できる機能のことを指しており、表で扱ったことについても有効性が確認でき
た。ほかにも、位置情報つき写真が登録できることの有効性（三条市・小林市・釜石市）や、フィルタリン
グ機能により強調される機能が有効である（釜石市）というコメントがあった。本システムを利用して有効
だったシーンを選択する設問の自由記述欄（質問（1））には、地図を使った情報共有への有効性が随
所に見られ、地図と表で情報を扱うことと、部署間で共有が行えることの有効性を確認できたといえる。
道路規制・啓開については、地図上で規制道路を確認できることや、浸水区域内での通行止め区間の
情報が共有できること（釜石市）等、地図を使った空間検索の有効性が確認できた。
C. 地理空間情報や災害情報が取得および共有できることへの評価
本システムは、災害対策本部および災害対応部局間での情報の共有に加えて、地理空間情報がイ
ンターネットを通じて流通・共有できる標準的な技術（クリアリングハウスと地図 API）に対応し、自治体
が対応した情報がそれぞれのシステムの画面に動的に利用できる分散相互運用環境を構築できる機
能を有している。
特に、被害が広域におよぶ災害対応においては、隣接自治体をはじめ外部の機関が相互に状況を
把握した上で相互支援や後方支援が実施できる必要がある。小林市の実証実験では、高原町と都城
市は隣接自治体間の状況、宮崎県は県下の市町村が自治体の被害状況や避難所開設状況を、クリア
リングハウスを介しつつ、地図と表で互いに参照できるようにした。その上で、以下のような質問をした。
質問 5（小林市のみ）：平成 24 年度に災害対策基本法の改正で明記された地理空間情報の共有を実
現するため、地図のメタデータ（地図名称、更新日時、作成者等の情報が記述されたいわゆる書誌情
報）とメタデータを格納して検索することができるクリアリングハウス、地図データそのものを流通・共有
するための国際標準の API（システム間で情報をやりとりするインタフェース）によって、自治体間の被
害状況や避難所の開設状況などの災害情報を共有することが可能です。上記のようなクリアリングハウ
スと地理空間情報を流通するための API に基づく災害情報の共有できる環境は、災害対応の際に役
に立つと思いますか？（必要である／どちらともいえない／必要ない のうち 1 つを回答）
自治体
小林市

回答数
21 名

必要である
20

必要ない

どちらともいえない

1

0

集計結果によると、このような仕組みの有効性について参加者から多くの賛同を得ることができた。
また、3 つの自治体で、以下のようなコメントおよび自由記述があった。


各市町村から集まる情報をまとめてみることができれば、手間が省ける。共有をメインで考えら
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れているが、衛星画像も JAXA に依頼しなければいけない。例えば、別方面からの情報提供が
あり、手をかけずに情報を得ることができれば良いと思う。（新潟県 三条市実証実験）


いろいろなデータを取り込んで、双方向もできるということで、市の情報確認できるなど、ツール
としては大きな可能性を秘めていると思う。災害対策本部設置時は、スムーズに情報のやり取り
ができるようになればよい。（岩手県 釜石市実証実験）



隣接する都城市等の状況を確認できて非常に有効であると思った。（小林市）



大規模災害では、1 自治体では対応できない。お互いに支援受援をする必要がある。そういっ
たことで、とても有効なシステムである。（都城市 小林市実証実験）

特筆すべきは、被害情報を集約し場合によっては自治体の広報支援を行う県や、後方支援あるい
は同じ被害を受ける可能性がある隣接自治体においても、このような仕組みの有効性についてコメント
があったことである。このように、相互支援や後方支援等の連携する場面においても、本システムは有
効であることが確認できた。
次に、気象庁の防災情報 XML データ、国土交通省からの河川情報が取得できるほか、これらの情
報をトリガーとした自動対応（職員参集メールの発信、アラート機能など）ができる機能を実装した。この
機能に関連する主なコメントは以下の通りである。


（監視・観測情報の閲覧の場面で）関係機関が所有する情報を閲覧できること、一つの画面で
詳細情報が閲覧できることが有効と感じた。（三条市）



（大津波警報を受けた場面で）SNS で発令を周知できる。（釜石市）

三条市からは、気象情報や河川情報が一元的になっていることに対して有効であるとのコメントがあ
った。一方、釜石市では大津波警報をトリガーとして災害対応として避難指示を行った後に、SNS で発
令できることへの有効性についてコメントがあった。このように、災害情報を一元的に受け取った上で、
その情報をトリガーとして活用し、次のアクションが行える機能は有効だったといえる。
D) 通知機能に対する評価
本システムでは、公共情報コモンズ、SNS 等を経由して、住民や関係機関へ通知する機能を実装し
ている。ほかにも、職員参集や対応依頼など、依頼や指示を E メールにより通知できる機能がある。実
証実験後のアンケートで得られたコメントや自由記述を以下に示す。


（大津波警報を受ける場面で）SNS で発令を周知できる。情報発信を一元化できる。（釜石市）



スムーズな情報提供と広報の作業負担軽減に有効であることがわかった。（三条市）



ポップアップ機能により避難情報等の本部決定事項を把握できる。（三条市）



職員参集メールの送信ができる。（小林市）

情報を一元化して発信できることに対する有効性が確認できたほか、広報の作業負担軽減、ポップ
アップ機能、メール配信によって通知する機能についても有効であるとのコメントがあった。
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(d) 本システムの今後の課題
これまで示した実証実験の結果と考察を踏まえながら、本システムをより高度化していくために、今後
行うべき事項および課題等を以下に示す。
1) 標準災害対応業務の詳細化や追加、継続的な更新
藤沢市のシステム利用の実証実験において、今回の標準災害対応業務より詳細な役割分担がある
というコメントがあったことを述べた。本プロジェクトで定めた標準災害対応業務をベースに、より詳細な
設定が行える可能性があり、詳細化については今後の課題である。加えて、今回対象とした業務以外
の業務についても必要性がある業務については標準化を行っていくことも必要である。さらに、法改正
や制度的な変更も踏まえ、かつ、今後新たに創出される研究成果を基に、継続的かつ定期的な災害
対応業務の見直しが必要である。したがって、災害対応業務の詳細化や追加、更新を行う手法を確立
することと、災害対応業務の標準化を制度的に位置づけるための仕組みを構築することが課題といえ
る。
2) 業務分析に基づく自治体災害対応業務の改善手法としての高度化とパッケージ化
藤沢市で行った業務改善手法の実証実験では、シナリオ型で災害対応を考えた際に、抜けている業
務や情報のフローを明確にする手法としての有効性を確認できた。これを、本プロジェクトの成果として
示した標準的な災害対応業務と組み合わせて、自治体自身がより高度に災害対応業務を改善できる
ための手法として完成度を高め、「業務分析ガイドブック」のようなドキュメントを作成するような形で、パ
ッケージ化して公開していくことが必要である。
3) 訓練手法および訓練モードの高度化
本システムは、「訓練モード」として災害対応の標準業務に基づくシステムのプリセットを提案し、災
害対応シナリオの作成に基づく業務改善手法を提案したが、システムの操作性を習熟するための訓練
手法については今後の課題といえる。
また、災害対応シナリオに基づいた訓練シナリオを作成した上で、状況の付与をシステムに対して行
ったうえで、訓練の際は自動的に時間を変化させたり、対応や情報のフローが時系列変化して対応を
保存および可視化できる機能や、災害対応検証資料として保存・参照できる機能の開発も必要であ
る。
4) 平常時の自治体業務への展開
実証実験後のコメントとして、本システムを災害時に使えるためには平常時から利用できることが指
摘されたことはすでに述べた。本システムは柔軟な設定に基づき業務の支援が行える仕組みであるこ
とから、今後、本システムの平常時業務への適用について、自治体との実証実験を行いながら検討し
ていくべきである。例えば、道路占用許可に関する業務としての利用、お祭り等イベントの際の警備計
画への利用などが想定される。
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(e) 本システムを活用した今後の研究開発項目
本プロジェクトを通じ、各種情報を一元的に集約でき、また、災害対応業務に応じて対応者間で情報の
共有に基づいて連携できること、それらを踏まえて判断・意思決定した内容を住民や外部機関に対して
通知できる情報システムとしてはじめて開発されたものであり、このようなシステムを基盤として、さらに実
施すべき研究課題は数多く出てきている。そこで、現時点での研究開発項目について以下の通り示す。
1) 県と市町村が一体となった災害対応および情報共有を実現するシステムの研究開発
本システムは、市町村の災害対応業務を中心に開発を行ったが、地図 API を利用することで、複数
の市町村や都道府県に対して災害情報の取得・集約が可能である。既存のシステムとして、都道府県
が市町村へ被害情報を入力させて集約するシステムはあるが、今後、本システムのような市町村の災
害対応した情報を都道府県が自動的に集約・報告できる機能の開発が必要である。
また、災害対策基本法で改正により、都道府県は市町村へ積極的な支援ができるようになった（53
条、61 条関係）ことから、都道府県と市町村の災害対応時の役割を踏まえながら、被害報告、後方支
援、相互支援の業務も含めた、研究開発を行う必要がある。
2) 道路被害情報の共有手法の開発
道路管理は市町村、都道府県、国で異なっているものの、被害については現地の市町村等の自治
体がはじめに状況を把握する場合が多いことが想定される。そのように考えた場合、市町村等の自治
体で収集した道路被害状況を、都道府県や国が速やかに把握し、それをもとに通行止めなどを判断し、
それを関係機関と共有できれば、より効果的な被害状況の集約と共有、それをもとにした被災地支援
のルート選定に貢献できる可能性がある。そのため、本プロジェクトで開発した道路ネットワークデータ
を利用した技術を活用しながら、より高度に共有できるシステムとともにそれを集約できる官民が連携し
た体制を構築することが課題である。
3) リアルタイムの予測・推定データの活用
本研究プロジェクトでは、リアルタイム地震被害推定情報（J-RISQ）との連携を行い、地図 API を介し
た地震被害推定地図が利用できるようになった。今後、例えば火災の出火地点により火災の延焼シミ
ュレーションを予測・推定した地図や、河川の破堤地点の入力をもとに浸水シミュレーションを行った地
図等の予測・推定データが本システムから参照できるようになれば、より正確に被害を想定し、迅速か
つ的確に災害対応が行える可能性がある。そのようなことが実現できるためのシミュレーション技術の
開発と、そのようなデータの流通環境、シミュレーションサーバの構築等が課題である。
4) 数値データの自動解析による意思決定支援
本システムでは、地図 API による情報統合が行えるところまでは実現したが、それを災害対策本部等
の判断・意思決定につなげるためには、複数の地図を重ね合わせた表示による人間の判読および推
測が必要となる。そのため、上記 3)による計算結果をはじめ、重ね合わせた地図データから、判断・意
思決定に直接つながる情報をリアルタイムで作成でき、それが本システムで自動的に表示できれば、
判断・意思決定がより迅速かつ的確に行える可能性がある。そのための地図 API を使ったシミュレーシ
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ョンの規格（WPS）が既にあることから、それらの既存の標準仕様を活用しながら、より判断・意思決定に
資するシミュレーション等の動的な解析が実現できるための研究開発が必要である。
5) 狭通信環境・通信途絶環境に対するシステムの強靭化
本システムは、イントラネット環境での運用か、固定回線あるいは衛星通信等に基づきインターネット
に接続して利用することを想定している。しかし、災害規模によっては通信回線が狭帯域となる場合や、
通信が途絶する場合がある。そこで、そのような通信環境でもシステムが稼働できるよう、例えば、デス
クトップアプリケーションにより事前に必要なデータを保有して庁内で利用する方法や、狭帯域の際は
データ転送量が多い地図画像を利用しない機能、システムを端末側とクラウド側の両方で稼働させて、
通信途絶時は端末側を利用し、通信が復旧した場合はクラウド側へデータを自動的に反映させてクラ
ウド側で利用する機能など、通信インフラの技術革新も考慮しつつ、複数の手段で利用できるための
研究開発が必要である。
6) 他の災害、マルチハザード・マルチリスクへの対応
本システムは、自然災害向けのシステムとして、地震・津波災害、水・土砂災害、火山災害に対応し
た。自治体の職員からは、雪害への対応もニーズもあったが、自然災害以外では口蹄疫へ適用できる
のではないかという指摘もあった。本システムは、業務にあわせた設定が行えることが特徴としてあり、
他の災害についての適用可能性については、今後他の分野と連携して進めていく必要がある。
さらに、今回は災害は１つしか発生しない前提で災害対応業務を整理したが、地震災害の直後に水
害が発生する場合などの複合的あるいは波状的に自然災害が発生するような、マルチハザード・マル
チリスクにおける災害対応業務の標準化について、今後研究が必要である。
7) 自治体職員の教育・研修プログラムの開発
本システムは災害対策本部の指揮支援を行うものであるが、自治体職員が指揮支援という考えに基
づき、的確に災害対応を行うためには、教育・研修が重要であり、そのようなプログラムを開発すること
が重要である。今後、既存の各機関の職員研修プログラムとの連携を検討しながら、統合的な研修プ
ログラムの開発が必要である。
8) 地域コミュニティの災害対応との連携
本システムのユーザは市町村等の自治体であるが、地域全体で災害対応力を高めるためには、自
治体の対応力向上だけでなく、地域住民が日ごろから地域の災害リスクを理解した上で、自治体から
の災害情報等を総合的に活用しながら地域住民自ら避難等の判断ができることで、はじめて実現でき
るものである。したがって、平常時の地域コミュニティ等における平時の災害対策検討と一体で進めて
いく必要がある。災害対策基本法の改正で作成可能となった地区防災計画と一体となって実施するこ
とも検討するべきである。加えて、災害時には地域コミュニティから投稿される災害情報が、自治体の
災害対応に役立つ可能性がある。そのためには、地域コミュニティと自治体が平時および災害時にお
いても、一体で災害対策検討および災害対応を行う手法として確立することが必要である。
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岡市, 2012.10.19
⑪ 防災科学技術研究所主催シンポジウム:「リスク社会のイノベーション 2013-情報共有に基づく公
民協働の実現を目指して- 第 2 部『官民協働危機管理クラウドシステム～官民協働による災害対
応力向上を目指して～』」,東京都千代田区, 2013.3.1
⑫ 展示会:「自治体総合フェア 2013」, 東京ビッグサイト, 2013.5
⑬ 展示会:「震災対策技術展 宮城」, 宮城県仙台市, 2013.8
⑭ 防災科学技術研究所主催シンポジウム:「リスク社会のイノベーション 2014-災害リスク情報を活用
した協働型防災を目指して- 第 2 部『官民協働危機管理クラウドシステム～官民協働による災害
対応向上を目指して～』」,東京都千代田区, 2014.3.7
⑮ Web サ イ ト : 「 官 民 協 働 危 機 管 理 ク ラ ウ ド シ ス テ ム シ ス テ ム （ 研 究 成 果 ） 公 開 ペ ー ジ 」 ,
Web[http://ecom-plat.jp/k-cloud/group.php?gid=10175]
2014 年 3 月末にシステム公開ページで公開した内容は以下の通りである。
1. プログラム関連
(1) プログラムソースコード
ライセンスはオープンソースライセンスである GPL（GNU General Public License Ver.2）とし
た。このライセンスは、委託側へ納品（頒布）されたプログラムは、委託側が受託側へソースコ
ードの開示を請求されたら開示しなければならない、というライセンスであり、ベンダーロックイ
ンを回避できることで低コストでの改修が実現できる。
(2)基本設計書、詳細設計書
システムの機能、プログラムの設計、各プログラムから使用されるファイル、データベースに
ついての詳細仕様を記述した。
2. システム導入のためのガイドライン
導入の検討あるいはシステムの概要を調べている自治体担当者が、クラウド環境により本シ
ステムを調達・導入するための、知っておくべき事項と検討すべき事項を記載した。このガイドラ
インから、各マニュアルや参考資料を参照できるようにした。内容は、①対象とする災害対応業
務、②システムの調達方法、③システムのインストールおよびセットアップ手順、④システムの運
用・利用、⑤システムに必要なコンテンツ整備である。
3. SaaS 調達仕様書サンプル
SaaS として自治体が調達するための仕様書のサンプルを作成して公開した。
4.マニュアル類
（1） インストールマニュアル
クラウド環境が構築されている状態で、システムのインストール、自治体のセットアップが完
了するまでを解説したマニュアルを作成した。
(2) セットアップマニュアル、標準災害対応業務の設定シート
各自治体固有の運用・名称等に合わせた設定を管理画面で行うためのマニュアル。標準
化された災害対応業務とそれを設定するためのシートが同封されている。
(3) ユーザマニュアル
通常ユーザ向けのシステムの操作マニュアル。3 類型分のログインからログアウトまで一連
の操作を解説した。
5.デモサイト
プロジェクトが推奨する標準の災害対応業務に基づき、各種災害類型（地震・津波災害版、
水・土砂災害版、火山災害版）ごとにプリセット（設定）されたシステムのデモサイトを公開した。
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４．社会システム改革に係わる隘路問題
本研究プロジェクトは、災害対応業務の標準化を行い、災害対応に利用する情報については API や
XML 等による相互運用環境に基づく情報の流通・共有の技術的な対応を行い、それらに基づき官民が
協働した円滑な災害対応を実現するクラウド型の情報システムを開発し、実証実験で有効性を確認した。
開発したシステムを活用した実証実験を自治体と実施し、災害対応業務を実施するにあたって、様々
な災害対応主体との協調連携が必要と認識できる場面が数多く確認でき、アンケートや実証実験後の意
見交換からも、多くのニーズが抽出できた。
加えて、多くの自治体を対象にして実施した全国説明会、展示会、シンポジウム等でも様々なニーズが
出てきた。このような協調連携した災害対応を実現するにあたっての効果的な状況認識の共有手段とし
て、情報の流通・共有、システム連携を行うことが必要である。また、その趣旨を理解した上でのニーズに
ついても、自治体から寄せられている。
そこで、これらのニーズに応えるための課題や隘路を明らかにするための整理として、はじめに本プロ
ジェクトで情報共有および流通が実現できた情報項目および情報システムを示し、課題となる点を示す
(1)。また、本プロジェクトではカバーできていないが、自治体等からニーズがある情報項目および情報シ
ステムを示す(2)。これらを踏まえて、情報共有および流通を実現するための隘路について整理する(3)。
（1） 本プロジェクトで情報共有および流通が実現した情報項目および情報システム
(a）国土交通省 河川情報
国土交通省水管理・国土保全局が実施する「河川情報数値データ配信事業」より、河川情報の
XML ファイルを取得した上で、それに基づき本システムにおいて、表やグラフによる表示を行い、数値
データをトリガーとしたメール配信を行うなどの機能を実装することで情報の流通が実現できた。
当該事業においては、河川情報のうち、テレメータ観測機器による情報は、2014 年 2 月より提供され
た（XRAIN データは 2013 年 12 月より提供された）が、国が管理するデータに限られており、管理主体
が都道府県のデータについても公開が望まれる。
災害対策基本法改正で「災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し」（第５１条３）と追記
され、災害に関する情報の重要性が改めて認識されているなか、市町村等の災害対応を実施する機
関においては、災害に関する情報を対策にうまく利活用することが重要である。市町村等においても二
次利用可能な数値データへのニーズが高まっており、ニーズに応えた利用しやすい形で数値データ
が提供されることが望まれる。
（b）気象庁 気象情報
気象庁が実施している「気象庁防災情報 XML フォーマット形式電文の公開（試行）」に参加し、それ
に基づき XML ファイルを取得したうえで、災害対策本部設置の判断のトリガーや職員参集メールの配
信のトリガーにするなどの機能を実装することができ、気象情報の流通・相互運用化が実現できた。
河川情報と同様に市町村職員向けに防災気象情報が専用の Web サイトで参照できる「防災情報提
供システム」が運用されているが、市町村等の災害対応を実施する機関においては、同様の情報を
XML フォーマットで利用したいとの数値データへのニーズが高まっており、ニーズに応えた利用しやす
い形で数値データが公開されることが望まれる。
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（c）地理院地図
国土地理院は地形図や空中写真の二次利用可能な公開を積極的に進めている。電子国土 Web シ
ステムは 2013 年 10 月から地理院地図と名称を改め、地図画像を国際標準の地図 API とほぼ同等のタ
イル形式の地図サービス（名称：地理院タイル）を公開した。これに基づき、本システムでは地図を表示
するインタフェースを実装することができ、これらの情報の流通が実現できた。
災害発生後の空中写真をタイル形式で公開している実績があるため、自治体が本システムからデー
タを取得・表示でき、災害の面的な把握に活用することが可能である。そのため、災害発生後に撮影さ
れた空中写真が速やかにオルソ化されて公開されることが望まれる。また、クリアリングハウスが構築さ
れれば、クリアリングハウスを介して市町村等ユーザが本システムからデータを簡便かつ迅速に利用で
きるようになることが期待できる。
地理院タイルの規約によると、地理院タイルの地図印刷は A3 サイズに限定されており、自治体が利
用する場合の制限については、今後検討が必要である。国土地理院は自治体と個別に協力協定の締
結を進めており、その場合に制限がなくなるのか議論が必要である。また、本システムは自治体が導入
したとしても、関係機関などの多様なユーザが利用する可能性があり、その場合の制限の有無につい
ての検討が必要である。
（d）地図 API およびクリアリングハウスとの連携
本システムは、国際標準の相互運用方式に対応した地図 API である Web Map Service（WMS）、Web
Feature Service（WFS）等に対応した。その結果、隣接自治体間で同システムあるいは上記地図 API が
導入されれば、被害状況や避難所開設状況などが地図とリストで互いに参照できるようになった。また、
JMP2.0 によるメタデータの標準に対応し、地理情報の所在情報のデータベースであるクリアリングハウ
スの API(CSW)へ対応したことで、クリアリングハウスとの自動検索・登録等の連携が実装できた。これに
より、多様な地理空間情報を流通・共有が実現できた。
情報共有が実現するには、これらの技術的な仕様の標準化が必要であり、語彙をはじめ地図表現
（ピクトグラム等）、属性項目の標準化も重要である。加えて、クリアリングハウスの構築・運用が課題とな
る。これについては(3)で詳述する。
（e）リアルタイム地震被害推定情報（J-RISQ）
(d)で述べた地図 API とクリアリングハウスを経由して、J-RISQ が提供する各震度階級の揺れに遭遇
した人口や震度分布等を本システムで表示することができるようになった。被害の迅速な推定は、自治
体の初動体制の構築や災害対応において有効だと考えられることから、J-RISQ の実運用が望まれる。
（f）公共情報コモンズ
本システムは、公共情報コモンズと連携し、公開されているコモンズ XML 仕様に基づき、情報をプッ
シュする機能を実装した。これにより、自治体が発表した情報がワンストップで緊急速報メールをはじめ
として多メディアへ配信する仕組みが実現した。公共情報コモンズは、携帯電話の 3 キャリアへの緊急
速報メールのワンストップ配信が行えるため、避難勧告・指示等を行う市町村にとってはこの部分の利
用ニーズが極めて高く、より一層の普及が望まれる。
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(2) 自治体等からニーズがある情報項目および情報システム
(a) API やコンテンツ等の情報
1) ライフライン企業からの情報
A. 通信（固定電話、携帯電話）
自治体および地域住民にとって、連絡手段の確保のために通信を利用することから、通信可能な
エリアや被害および復旧状況に対するニーズが高い。地図 API を介して取得し、本システムで重ね
合わせることができれば、優先して復旧するべき箇所が特定でき、例えば開設された避難施設に通
信が不通のエリアに該当している場合は、そこは優先して普及を要望するなどの調整が行える。東
日本大震災では通信キャリアのウェブサイトで Web-GIS により公開されたが、地図 API による公開は
行われなかったことから、今後地図 API の方式で公開されることが望まれる。加えて、自治体からは
復旧の見通しの情報があるとよいとの要望が寄せられている。
B. 電力
自治体および地域住民にとって、停電エリアを把握することのニーズが高い。例えば携帯電話キ
ャリアにとって基地局を稼働させるためには電力が必要であり、電力に依存している場合がある。こ
のように、他のライフライン企業からのニーズも高い情報である。現在、停電エリアは電力会社のウェ
ブサイトから公開されているが、地図 API を介して、本システムでリアルタイムに取得したうえで、地図
表示だけでなく停電世帯数が計算できるようにリストで取得できる環境となることが望まれる。また、自
治体からは空間解像度は町丁目単位程度が望ましいとの声が寄せられている。
C. 公共交通（鉄道、バス等）
災害時の帰宅困難者等の対応などを行う上で、公共交通機関の運行情報は基礎的な情報である。
したがって、運行情報が API で取得・利用できることが望まれる。例えば「公共交通オープンデータ
研究会」では、公共交通に関する情報がリアルタイムでオープンデータ化するための活動をしており、
リアルタイムのデータが API により公開されることが望まれる。
2) 道路に関する情報
道路は避難や受援のために重要な役割を果たすことが明らかであり、道路の被害状況や復旧状
況が防災関係機関で共有することへのニーズは高い。道路管理者は、市町村道は市町村、都道府
県道は都道府県、国道は国土交通省（一部、都道府県管理の場合有）、有料道路は有料道路事業
者となっており、警察とともに交通規制等の対応を行うが、それらの情報がリアルタイムで集約され、
そして地図 API を介して本システムで表示できるようになることが望まれる。
道路情報を表現するための基盤的なデータとしてデジタル道路地図データベース（DRM）がある。
これは道路のネットワークデータとして経路探索が行えるデータである。例えば、カーナビゲーション
システムには事故発生箇所などをプロットすることができ、被害情報を避けた経路探索が行える可能
性があることから、自治体からはこのようなことが本システムで実現できないか、という期待が寄せられ
ている。道路管理者は多様であるが、被害把握は市町村が最も早いケースが多いことが予想される。
道路の被害情報の集約の仕組みの構築に加え、不通箇所のカテゴリ（規制区間なのか物理的に被
害を受けて普通なのか）、不通箇所を地点で示すのか、区間で示すのか、地図表現方法の標準化
が望まれる。
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3) センサー等の観測情報
自治体では、土砂災害検知センサーや冠水センサー、気象センサーなど多様なセンサーを設置
しており、その情報をトリガーにした判断・意思決定へ活用するべきである。しかし、それらのセンサ
ーは他の情報システムとの連携が不可能なケースがほとんどである。自治体からは自前で整備した
センサーを本システムで表示することに対するニーズが寄せられている。センサーを多様なシステム
で利用できるための標準仕様として、SOS（Sensor Observation Service）などの国際標準の仕様が策
定されており、このような仕様の普及が望まれる。
4) 民間からのデータ
民間企業は、規模や業務によるが、施設や車両等にセンサーデータなどの各種情報を集約し
て管理している場合がある。近年はこのようなデータはビッグデータと呼ばれており、このようなデ
ータについても、公開する範囲等を整理した上で、防災関係機関で API を介して利用できる仕組
みが構築されることが望まれる。以下に示す項目は特に自治体からのニーズが高い。
A. 人流データ
地域に滞留する人口は、曜日や時間帯によって大きく異なる。例えば、中山間を除く都市部や都
市郊外では、夜間人口や昼間人口は大きく異なる。したがって、発災時における人口がわかるような
人流データがあることで、帰宅困難者になる可能性がある人数の把握に役立つ。今後人流データが
リアルタイムで地図 API を介し、防災関係機関が利用できる環境になることが望まれる。
B. 市民からの投稿情報
自治体や防災関係機関等で把握できていない詳細な情報については、市民からの情報が役立
つと考えられ、自治体からも活用に対するニーズが高まっていることから、市民からの情報を集約し
て利用できる環境の構築が望まれる。民間企業ではウェザーニューズが減災リ ポート
(http://weathernews.jp/gensai_map/)という参加型の投稿サービスを行っている。一方、短文投稿サ
イトである Twitter の利用ユーザの多さに着目して、それらの情報を活用する方法もある。情報の信
頼性という観点からは、日ごろから災害情報をレポートする人を育成して、災害時に投稿してもらうな
どの仕組みの構築も必要である。
C. 民間の道路通行実績情報
東日本大震災の際に公開された「通れた道マップ」は、2014 年 2 月の大雪の際にもデータが KML
形式で公開されて注目を集めた。(2)で記述した道路に関する情報を補完する情報として、自治体か
らの注目も集まっている。このデータは、携帯電話による通信回線があるカーナビゲーションシステ
ムを搭載した乗用車からの情報に限定されており、普及率が向上することでより主題精度の高い情
報になる可能性がある。交通量との兼ね合いもあるが、更新間隔の短縮化や集計期間の可変化等
のコンテンツの多様化が望まれる。
5) ハザード情報、過去の被災に関する情報
自治体では被害情報が集約されて、被害の全体像を把握できることになるが、初動の対応におい
ては、既存に被害想定された情報や過去の災害に関する実績情報を基準に、被害の幅を考慮し、
災害全体をイメージした上で災害対応を行う必要がある。そのため、ハザードマップや被害想定図
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（洪水および津波の浸水想定区域、土砂災害危険箇所、液状化危険度、全壊危険度、延焼危険度
等）の情報を利用することが重要になる。市町村等の自治体としてそのようなデータの活用のニーズ
は高いものの、GIS データとして整備および利用することに対する意識が低い。国や都道府県が作
成したデータを GIS データとして市町村が入手していないケースや、市町村がハザードマップを委託
した際に GIS データとして納品されていない場合がある。国や都道府県が作成したデータは、地図
API により自治体が利用できる形式で公開することにより本システムでは即座に利用できることから、
そのような公開が望まれるとともに、市町村は新たに地図を作成する際は GIS データとして納品され
るように発注することが望まれる。
6) 隣接自治体からの情報
現場で災害対応を行う市町村にとって、自分たちの災害対応の参考となる情報として、隣接自治
体の災害対応状況の把握に対するニーズは高い。本システムは、災害情報の分散相互運用という
基本的なコンセプトに基づき、地図 API を介して、避難勧告／指示の状況、避難所の開設状況、被
災状況、道路の被害状況、道路の規制・復旧状況、人命救助の対応状況等の各種情報を共有する
機能を有している。本システムのような地図 API に基づき、自治体間の情報共有が行える社会的な
仕組みが構築できることが望まれる。そのためには、API の標準化と共に、地図表現（ピクトグラム等）
の標準化、情報項目および属性項目の標準化が重要になるが、それについては(3)(d)で詳述する。
7) 基盤的な地図情報等
5)で述べたような被害を面的に推定するための基礎的な情報として、各種基盤的な地図が有効で
あり、自治体からのニーズも高い。津波や水害のハザードは、標高が影響する災害であるため、地形
図やレーザプロファイラーなどの詳細な地盤高のデータの利用が有効であり、地図 API に基づき利
用できる環境となることが望まれる。国土地理院では、地理院タイルで地形図や標高データの地図
API による公開を開始したところである。ほかには、地形分類図や、土地条件図、液状化現象を考慮
すると、過去の地形図についても、地図 API により公開されることが望まれる。
被災後空中写真や衛星画像についても被害の全体像の把握に有効な情報である。東日本大震
災では防災科学技術研究所が ALL311 というサイトを立ち上げ、民間企業による被災後航空写真の
WMS 配信および利用を行って被災自治体等が活用した。また、国土地理院は前述のとおり地理院
タイルで地図 API に相当するデータの配信を行っている。衛星画像については商用衛星が多数あり、
民間の衛星画像についても、地図 API により流通して防災関係機関が利用できる環境および体制
が構築されることが望まれる。
(b) 既存情報システムとの連携
1) 消防指令台システム
小規模～中規模の自然災害の際は、市民から役所への連絡や消防への連絡が多くなることが予
想される。消防へ通報された情報は指令台システムへ入力され、そこの情報と本システムが連携で
きれば、情報の共有化が効率化されることとなることから、自治体からのニーズが高い。今後、消防
指令台との API 等によるシステム間インタフェースによる連携が望まれる。
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2) J-ALERT
J-ALERT は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・
気象庁から消防庁を経由）から送信し、市区町村の同報系の防災行政無線等を自動起動することに
より、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムである。こちらの情報を使って、本システム
のトリガー情報として利用できる可能性がある。ほぼ全ての自治体に J-ALERT の端末が設置されて
いることから、このシステムとの連携のニーズが高い。したがって、本システムと API 等によるシステム
間インタフェースによる連携が行われることが望まれる。
3) デジタル防災無線システム
市民に災害情報を伝達する仕組みの一つとして、防災行政無線がある。近年はデジタル化が推
進されており、他システムとの連携が容易となったことから、自治体からの連携のニーズが出てきてい
る。デジタル防災無線システムは、デジタル移動体通信とデジタル同報通信システムの 2 種類がある。
前者については、データ通信も行えることから、本システムと連携した現地からの情報の入力等への
活用が行える可能性がある。後者については、本システムで判断・意思決定した情報をトリガーとし
て、自動的に音声を流すなどの利用ができる可能性がある。このように、デジタル防災無線システム
との連携が今後望まれる。
(3) 情報の共有および流通を実現するための課題
(a) 水平方向の連携体制の構築
様々な災害対応主体との協調連携の必要性は前述したが、協調連携の類型としては、法的・制度
的根拠に基づく公的機関の垂直方向（トップダウン）の連携と、市町村間のような横のネットワークに基
づく水平方向の連携に分けることができる。自治体のニーズを集約してみると、垂直および水平の両方
の協調連携が含まれていることから、災害対応を行う主体は垂直および水平の連携の両方に柔軟に
対応できる必要があるといえる。つまり、府省庁間、自治体間、民間（住民コミュニティ・企業・NPO 等）
のそれぞれのレイヤの水平方向の連携の体制を構築することが課題である。以下に、国と省庁、地方
自治体の各レイヤにおける水平方向での連携の可能性がある災害対応主体を示す。
1) 府省庁間の連携
災害対応をミッションとして行う府省庁に関係した機関としては、例えば、内閣府（防災担当）が総
合防災情報システムを構築している。厚生労働省には災害医療派遣チーム（DMAT）があり、広域災
害救急医療情報システム（EMIS）を構築している。国土交通省は TEC-FORCE を配備しており、電
子防災情報システムの開発を行っている。ほかにも、消防庁、自衛隊、海上保安庁なども災害対応
をミッションとした機関である。ここで挙げなかった省庁についても、何らかの災害対応を行う。これら
の災害対応主体間での情報の流通および共有の実現が望まれる。
2) 地方自治体間の連携
東日本大震災では、隣接市町村による後方支援、総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村
会等による臨時に構築したスキームに基づき、地方公共団体間の応援の調整や対向支援が行われ
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た。また、地理的に離れた自治体間による相互応援協定の締結などがある。これらの水平的な連携
を円滑に実現するための情報の流通・共有のための仕組みの構築や、連携のために共有すべき情
報項目が明確化されることが望まれる。
(b) 垂直方向の連携体制の強化
東日本大震災では、市町村の行政機能が著しく低下し、被災状況報告、情報収集等が必ずしも十
分ではなかった事例があったことを踏まえ、災害対策基本法の改正により、被害状況の報告ができなく
なった場合、都道府県が自ら情報収集等のための必要な措置を講ずることになった（53 条関係）。ほか
にも、都道府県による市町村の応急措置の代行（78 条関係）など、垂直方向の連携体制についても強
化されている。このような状況を踏まえた上で、このような連携を円滑に実現するための情報の流通お
よび共有のための仕組みの構築や、連携のために共有すべき情報項目が明確化されることが望まれ
る。
(c) 災害情報共有体制の構築とそれに基づく総体としての的確な対応
(a)の水平方向、(b)の垂直方向での連携体制が実現することにより、従来の縦割り体制による対応の
重複や欠如が解消され、国、自治体、民間が縦横につながり合い、統一された状況認識に基づき、官
民協働による総体的かつ的確な災害対応がなされることが期待される。
(b)で述べた災害対策基本法の改正により、防災関係機関（災害応急対応責任者）は災害情報の共
有が明記された（51 条関係）。ただし、どのような災害に関する情報を共有するのかについては、特に
規定はない。自治体からは、見通しの情報など未確定な情報のニーズが寄せられているが、情報の独
り歩きなどの心配から、確定された情報しか共有でない可能性がある。そこで、どのような情報をどの機
関まで共有できるか整理が必要である。加えて、主題精度および位置精度に幅があることを考慮しな
がら、様々なレイヤの災害対応主体が、流通・共有された災害情報を利用するための、いわゆる災害
情報活用のためのリテラシーを高める仕組みを組み合わせつつ、災害情報を有効に活用できるための
体制の構築が必要である。さらに(d)と(e)にて詳述するが、災害情報共有に関する技術の標準化、メタ
データの整備やクリアリングハウスの構築・運用もセットで行う必要がある。
(d) 災害情報の共有に関する技術の標準化
本システムは、災害情報等の相互運用（情報共有）による協調連携を実現することを目指して開発を
行ったが、情報共有を実現するためには「標準化」を行うことが必須となる。標準化を行うべき項目とし
ては、情報項目の名称やその情報の属性項目の標準化が挙げられる。技術的な部分としては、地図
API の標準化、地図の所在情報等を記述するメタデータの標準化があげられる。地図上の表現を考え
た場合は、行政界で地図上の表現が異なると混乱をきたすこともあるため、地図表現（ピクトグラム）の
標準化も必須である。
情報項目と属性情報については、自治体防災情報システムを構築する業界からの視点として、地域
情報化推進協会(APPLIC)が一部標準化を試みている。また、語彙の標準化については経済産業省が
IPA と進めている。これらを含めて、既存の標準規格等を活用しながら、国が主導することにより防災情
報・災害情報の標準化が推進されることが望まれる。
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(e) メタデータの整備、クリアリングハウスの構築・運用
前項でメタデータの標準化について言及したが、メタデータの標準化だけでなく、そのメタデータを
一元的に集約して検索できるクリアリングハウスの構築が必要である。本研究プロジェクトではクリアリン
グハウスを開発し、それを使って本システムからクリアリングハウスへ API を介して自動的にアクセスし、
災害情報の検索や、自動通知を行うことによる共有情報を容易に利用できるなどの有効性を確認した
が、このようなクリアリングハウスが実際に運用する体制が実現することが望まれる。特に、内閣府では
防災ワーキングにおいて「データ流通基盤」という名称でクリアリングハウスの構築について検討された
経緯があり、平成 24 年度に実証実験を行ったことから、本研究プロジェクトの研究成果が反映されるこ
とが望まれる。
(f) オープンデータ施策との連携
公共データを 2 次利用かつ機械判読可能な方式で公開する「オープンデータ」という概念が徐々に
広がりつつある。IT 戦略本部の「IT 防災ライフライン構築のための基本方針及びアクションプラン」（平
成 24 年 6 月）では、「政府提供の災害関連情報が、２次利用可能な形式で一元的アクセス可能なポー
タルで公開」とされている。また、同じく IT 戦略本部の「電子行政オープンデータ戦略」でも、「政府自ら
積極的に公共データを公開すること、機械判読可能で二次利用が容易な形式で公開すること」と明記
された。経団連が行った「公共データの産業利用に関する調査結果」（平成 25 年 3 月）では、ニーズが
高いデータとして防災・安心・安全情報が挙げられている。このように、本研究プロジェクトで利用した
情報およびニーズがある災害情報について、オープンデータの 1 つであると位置づけ、一体的なオー
プンデータ化および標準化が推進されることが望まれる。
(g) ビッグデータの利用
民間企業のデータのニーズについては(2)の 4)で前述したが、ビッグデータというキーワードの認知
により、民間が有する様々なビッグデータの利用可能性の検討が今後行われることが予想される。ただ
し、データの一人歩きの懸念やプライバシー等の要因により、災害対応に有効なデータであっても、そ
れらの懸念から活用できない場合もありうる。データ利用については、共有範囲やライセンスなどを整
理しながら、防災関係機関の間で民間からのビッグデータ等の災害情報が共有されるような体制の構
築が望まれる。
(h) 位置情報共有の仕組みの構築
GIS を用いた地図データの重ね合わせの有効性とともに、位置座標を示す情報（位置情報）は、現
場と本部との位置の特定および共有や、他の機関とシステム連携がない場合の情報共有を行う際に重
要となる。現在、自衛隊、海上保安庁、警察庁、消防などでは位置情報を示すコードは独自のルール
で行っているが、平成 25 年 1 月から、中部地域の自衛隊、海上保安庁、警察は、MGRS というアメリカ
により提唱されたルールに則った UTM グリッドによる位置情報共有が行われている。ほかにも N コード
と呼ばれる位置情報コードもあり、このような位置情報が共有されるような仕組みの構築が望まれる。
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５．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組
実証実験を行った自治体の中には、本システムの実運用に向けて、防災科学技術研究所とさらなる
実証実験に取り組む意向を持つ自治体がある。加えて、それ以外の自治体でも、いくつかの市町村や
都道府県からは、本システムの本格導入に向けた検討が始まっていることが確認されている。なお、市
町村における実運用第一号としては、茨城県つくば市が 2014 年度からの導入を計画していることが確
認されている。
防災科学技術研究所では、公開したソフトウェアのさらなる機能拡張とユーザビリティの高度化を図
るために、運営費交付金および外部資金の獲得により、研究開発を継続する計画である。特に、市町
村および都道府県との実践的な共同研究を通じて、実システムとして導入して運用された自治体との
継続的な連携により、手法及びシステムの評価・改善を行い、オープンソースソフトウェアのバージョン
アップを図り、全国の自治体等へフィードバックしていく計画である。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本システムは、全国初のオープンソースの防災情報システムと位置づけられる。したがって、本シス
テムあるいは本システムと同等の機能およびコンセプトを有する情報システムが広く普及することで、防
災情報システム分野の市場が拡大することが期待できる。そのため、防災情報システムを利用する自
治体が増加することで、災害対応力が向上し、社会全体の防災・減災力の向上に貢献できる可能性が
ある。
本システムは、標準化された業務をベースに、設定により個別自治体の業務に最適化することが可
能なシステムとして開発している。そのため、その他の災害（例えば、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの
疫学的なリスク対策など）や、マルチリスクへの適用や、同時複合災害への対応にも適用可能なシステ
ムであることから、自治体等においては、ハザードあるいはリスクごとにシステム構築を行う重複投資の
回避が期待できる。
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Ⅳ．自己評価
１．目標達成度について
危機管理対応業務の標準化については、自治体の協力を得ながら、災害対応システムとの密な連
携により業務の標準化を行い、それをシステム側に反映することで目的は達成できた。また、採択条件
に付されたように、小規模な災害だけでなく、東日本大震災レベルの大規模広域災害においても、国
の防災関係機関や都道府県、市町村、ライフライン事業者等との連携に基づく災害対応を、市町村の
災害対応の視点から明らかにし、同手法を災害対応システムで実現した。災害対応業務の全部をカバ
ーするには、研究実施期間以上の時間を要すると判断し、本プロジェクトでは災害対応業務の対象を
法的な優先性および人命を優先して最重要項目を特定し、それらの標準化に注力した。引き続き、そ
のほかの災害対応業務の標準化に向けた分析・整理を行っていく予定である。
地理空間情報の国際標準の相互運用方式である地図 API への対応については、災害対策基本法
の改正（H24 年度）において地理空間情報の共有が明記されたことから、これに関連する技術の重要
度が増している。インタフェースについては、WMS や WFS 等の国際標準のインタフェースだけでなく、
国土地理院の地理院タイルにも対応し、国土地理院が整備する地図や空中写真が活用できるようにな
った。加えて、地理空間情報の共有をシームレスに実現するための地理空間情報を検索する仕組みと
して、新たにクリアリングハウスを開発し、メタデータの流通の API を備えるなどの工夫を行ったことで、
自治体等の災害対応者が意識的に災害時に地理空間情報の検索を行わなくても、必要な情報が利
用できるようになった。
本システムは、クラウド環境上で稼働する SaaS として開発したことで、クラウド技術の発展に伴い、
様々な負荷分散技術が適用可能であることから、今後の災害時におけるシステムの耐障害性の向上
に資する可能性がある。また、ネットワーク環境の断絶への備えについては、オンラインとオフラインの
両方で稼働するシステムとして開発したが、その違いを意識させずにシステム稼働させる仕組みにつ
いては、今回開発した Web アプリケーションの枠をこえたより高度な開発が必要である。
気象情報は XML の配信実験がプロジェクト期間内に開始され、河川情報は数値配信事業としてプ
ロジェクト期間内に開始されたことから、本プロジェクトにおける実証実験のための連携ではなく、実用
前提の連携が実現できたことは、プロジェクト開始に想定した成果以上のものが得られたといえる。ライ
フライン企業等の他の災害情報の共有・流通については、国際標準のインタフェースに基づく官民が
協働した社会的な情報共有体制の構築が課題として残された。この点については、課題や隘路を具体
的に整理しており、それに基づき社会システム改革の実現に貢献できればと考えている。
自治体職員の人材養成システムについては、標準化された災害対応業務に基づき、自治体が自ら
ワークショップや分析等を実施し、改善および最適化できる手法への発展が必要である。それについ
ては、具体的な手引きや設定シート、テキストブックを開発するなどの多くの研究開発が必要であり、引
き続き取り組むべき課題である。また、システムとして訓練に必要な機能の開発は実施したが、実際に
社会的な仕組みとして定着することが重要であり、既存の職員研修の枠組みとの十分な連携が必要で
ある。研修機関や大学校などとの意見交換を行いながら、カリキュラムとしての確立が必要であると考え
ており、腰を据えた取り組みが必要であると認識している。
本研究プロジェクトの実施を通じて、さらに社会システム改革を行うべき項目が明確になったことは、
当初想定していなかった成果として挙げることができる。引き続き、ここで得られた成果と課題について、
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官民が協働して社会システム改革ができるよう、防災実務者と連携した取り組みに繋げていきたい。
２．研究計画・実施体制について
スマートフォンやタブレットの急速な普及および技術革新が進んでいることからわかるように、情報通
信技術の進展は早いことから、3 年という研究実施期間であっても、場合によっては計画の変更が生じ
る可能性もあると認識していたが、おおむね計画通りに進めることができた。
実証実験を行った自治体は被災経験を有し、または度重なる被災を経験し、豊富な災害対応経験
を有することから、極めて現実的かつ実践的なユーザのニーズを把握することができた。運営委員会は
年 2 回必ず開催することができ、運営委員会委員長の適格なコメントおよび取りまとめのもとで、内閣府
（防災担当）、総務省、国土交通省、気象庁などの防災実務省庁からのご助言をいただきながら、適切
かつ効果的な実施体制が維持できた。
３．プロジェクト全体としての成果について
本プロジェクトのシステムは無償公開することが公募要領に明記されており、本システムは研究期間
終了時にオープンソースとして無償公開を行った。公開の際は、ただソースコードを公開しただけでな
く、自治体が事業者からクラウドサービスとして調達することを前提に置いた上で、導入ガイドラインや
SaaS 調達仕様書サンプル、各種マニュアルを整備し、サンプルサイトを構築した上で公開した。このよ
うに、ただ成果を公開するだけでなく、自治体の調達における実務に寄り添った形で最適な公開方法
を検討し、それに基づき成果を公開できたことは、公開後のシステムについての問い合わせが多いこと
からも、極めて効果的だった。
研究成果の公開については、平成 24 年度に開催した全国説明会・意見交換会の実施や、毎年の
シンポジウムの開催、展示会への出展など、学会等の研究者間での研究成果の公表だけでなく、社会
に対しても積極的に研究成果の公表に努めたことから、災害情報の共有に基づく協調連携した災害対
応の重要性について、一定程度の普及・啓発に貢献できたといえる。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性について
公開した研究成果は、プロジェクト期間終了後は、中核機関である防災科学技術研究所が公開サイ
トを継続して運営している。前述したように、自治体の調達方法を考慮した最適な公開方法を採ったこ
とで、自治体および民間企業からシステムのダウンロードのリクエストが随時届いている状況である。ま
た、事業化を希望する民間企業が出てきていることからも、民間事業者による事業化は実現可能であ
る。なお、防災科学技術研究所はこのシステムを高度化する研究開発を継続する意思を表明しており、
継続性・発展性は維持できるだろう。
加えて、社会がこの研究成果である本システムを成長させる仕組みを確立することも重要であると考
える。システムだけでなく、災害対応業務における各自治体の工夫やシステムの高度化した機能、教
訓を得るための過去の災害対応ログの共有など、「システム」と「知識」を自治体が相互に参照・利用が
可能な体制が構築できれば、効果的な継続性と発展性を有する可能性がある。そのためには、ソース
コードを管理する非営利団体等の設立が必要になるだろう。
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