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第 1 章 序論 

1.1 研究の背景と目的 
我が国は今後，南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめとする大規模な地震の発生によ

り，大きな被害を受けると想定されている。これらの地震は繰り返し発生し，その度に歴史の転

換点となるような甚大な被害を発生させてきた。現在の科学技術では，次の地震の発生時期を正

確に予測することは困難であり，地震防災を考える上では「いつ起きてもおかしくない」や「近

い将来」等の表現で，その切迫性を示している。また被害の具体像として，内閣府による南海ト

ラフ巨大地震の被害想定では，最悪の場合死者 32 万人，経済被害額 220 兆円という数字が示さ

れている 1)。この被害は，我が国の災害対応能力を大きく超えるものであり，未曾有の国難を迎

えることになる。このような背景を踏まえ，地震防災対策は，我が国における喫緊の課題として

位置づけられている。 
南海トラフ巨大地震や首都直下地震で想定される被害は，我が国がこれまでに経験した被害地

震と比べても桁違いに大きい。それは自然現象として地震の外力が大きいだけでなく，外力を受

ける社会の脆弱性が高まっていることも大きな要因である 2)。ここでは，地震に対する脆弱性の

要因と考えられるものを人間（ヒト），社会制度（コト），建築物（モノ）に分けて挙げる。 
 
人間（ヒト）に関する脆弱性の要因としては，災害への危機感や，備えに関する当事者意識の

低さが挙げられる。そのような心理状態の背景には，予防技術の発達により，地震災害が身近な

ものでは無くなった事も考えられる。また，災害時の対応能力の減退も要因として指摘できる。

その背景には地域コミュニティの衰退による災害文化や教訓の喪失，共助の対応力の低下，高齢

化による災害弱者の増加などが考えられる。 
社会制度（コト）に関する脆弱性の要因では，社会機能の都市一極集中が挙げられる。それに

伴い，交通や情報，エネルギー等のインフラ寸断の影響が甚大となる。あるいは複雑にネットワ

ーク化された産業構造が，経済被害を波及させる要因にもなっている。その一方で，国の債務と

社会保障の負担は増大し，公助の対応力は低下している。 
 建築物（モノ）に関する脆弱性の要因は，建築物の大規模化による多人数同時被災，住宅の高

層化や家具増加による室内危険度の増大が該当する。また，災害危険度の高い，低地や埋め立て

地への建築物の増加も脆弱性の要因となる。関連して土木構造物にまで目を向ければ，社会基盤

設備の老朽化と，それらの維持管理の問題もある。 
 
 このような整理からは，現代社会が抱えるあらゆる脆弱性を，早期に解決するのは極めて困難

であると言える。従って，地震防災は対策効果だけでなく，対策効果が表れるまでの期間を考慮

して，複数の被害軽減策を並行していく事が必要となる。本研究では，このような視点から次の



 

 2 

3 つの被害軽減策を主要テーマとして扱う。 
 
第一の被害軽減策は，建築物の耐震性強化である。1995 年の阪神・淡路大震災では，犠牲者

の 8 割以上が住宅・建築物の倒壊による即死であった。また南海トラフ巨大地震においても，

建物倒壊に起因する多様かつ甚大な被害が想定されている。そのため建物の耐震化は，地震防

災戦略の中で最も重要な課題とされ，緊急かつ優先的に取り組むべきものとなっている 3) 。一

方，具体的に耐震化を推進するには，建物所有者である住民一人ひとりに対する働きかけが必要

である。公助による耐震化推進策として，耐震化に対するインセンティブの充実等も検討されて

いるが，最終的には建物所有者の安全意識に基づく決断が欠かせない。耐震化推進は災害発生の

「事前」のフェーズに位置づけられ，費用負担も大きいことから，その効果を見込むには中長期

的な期間（10 年程度）を想定する必要がある 4) 。 
第二の被害軽減策は，地域共助力の強化である。内閣府は 2006 年（平成 18 年）に「災害被

害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」5)を策定した。その目的は，専門家や防災担当

者のみによる防災対策（公助）の限界を認め，個人による自助と，地域コミュニティによる共助

を進めることである。阪神淡路大震災や東日本大震災においては，共助による救出や避難行動，

復旧復興の取り組みが極めて重要であった事が示されている 6)。共助力の強化が関係するフェ

ーズは広範であるが，特に災害発生～復旧復興期における「事後」において際立つと考えられる。

共助力の強化策が効果を生むには，対象となるコミュニティの活動状況に依存しつつ，中期的な

期間（5 年程度）を要すると考えられる。 
第三の被害軽減策は，災害時の初動対応強化である。災害発生直後は，被害が大きい地域ほど

情報の空白地になる事が分かっている。地域のどこでどのような被害が生じ，誰がいつ，どのよ

うに対応するかといった情報共有が関係者間でなされれば，初動対応が大きく強化されると考え

られる。このような対策が対象とするフェーズはまさに発災時の「最中」である。非常時のある

短期間に限った協力体制を構築することは，恒常的な協力体制の維持に比べればハードルが低い。

そのため，情報共有の仕組みさえ確立すれば，短期（1，2 年）で効果が期待できる。 
 
以上で述べた 3 つの研究テーマの関係をまとめたものを図 1-1 に示す。3 つのテーマはそれぞ

れ「ヒト・コト・モノ」という脆弱性の要因別に整理され，その対象は「個人・コミュニティ・

地域社会」という空間的な繋がりを持っている。また，対策の取り組み期間において「短期・中

期・中長期」，あるいは対象とする災害のフェーズにおいて「事前・最中・事後」といった，時

間軸上の連続性を有している。なお，本研究の範囲からは外れるものの，より長期的な期間（10
年～数十年）を要する被害軽減策として，人口が減少していく中での土地利用の見直しや，社会

機能の分散化も避けて通れない課題である。 
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図 1-1 本研究における 3つのテーマの関係 

 
 
 これらのテーマに対し，本研究では災害情報の活用を共通のアプローチとして位置付ける。テ

ーマそのものは，いずれも阪神淡路大震災以降に指摘されてきた課題であり，多くの既往研究が

存在する。しかしながら，2016 年の熊本地震でも同様の課題が指摘されるなど 7) 8)，未だ十分に

解決されていないテーマでもある。一方，災害情報の活用を支える情報通信技術はこの 20 年で

目覚ましい進歩を遂げ，かつて実現困難だった情報サービスが今では当たり前のものとして普及

している。総合科学技術・イノベーション会議の第 5 期科学技術基本計画において示された重要

政策課題の一つには，「自然災害への対応」が掲げられ，情報通信技術を防災・減災へ活用する

ことも期待されている。情報通信技術の発展は今後さらに加速し，近い将来，革新的な技術が登

場することによって，本研究のアプローチが更新される可能性は十分に考えられる。そのような

場合にも，本研究で示す基礎的な方法論，技術，および実践に基づく検証は有益な知見になると

考えている。 
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1.2 既往の研究 
1.2.1 耐震化誘発と災害情報の活用に関する研究 
 耐震化の促進は国の重要戦略に位置づけられているため，具体的な目標の設定と，その進捗状

況の確認がなされている。まず，2005 年（平成 17 年）の地震防災戦略において，住宅及び特定

建築物の耐震化率を 10 年間で 90％以上にすることが目標に設定された。さらに，平成 22 年に

閣議決定された新成長戦略では，住宅の耐震化率を平成32年までに95％とする目標が示された。

しかしながら，国交省の推計 9)では平成 25 年時点での住宅の耐震化率は 82％に留まっている。

また，耐震化が進まない主な阻害要因が①費用の負担感，②必要性の認識不足，③業者選定の

困難さ，④対策効果への不安，⑤工事中の不便さ，⑥区分所有の場合の合意形成の困難さ，で

あるとされている。これらの解決へ向けた研究が，建築の立場から多数なされている。 
 
 大原ら 10)は，耐震化啓発ツールとして建物被害写真を用いた e ラーニング Web を開発し，イ

ンターネットアンケートにより教材の啓発効果を測定した。啓発から 1 年後に効果の追跡調査を

行っており，しばしば指摘される耐震化啓発の一過性（啓発によって一時的に意識が高まったも

のの，時間経過と共に減衰し結局は対策実施に至らないという現象）について考察した点は貴重

である。追跡調査の結果からは，学習者のうち自宅が 1981 年以前の旧耐震に属する者の 12.5％
が耐震化に関する情報を自主的に収集し，さらにそのうちの 17.2％が耐震診断へと進んだ事がわ

かった。学習者の約 9 割が e ラーニングを役立ったと評価した反面，対策行動を実施した学習者

がそのごく一部であった事を踏まえると，学習による知識とリスク情報の提供だけでは耐震化の

誘発効果が十分では無いと指摘できる。 
梅本ら 11)は，補助金等の耐震化支援制度が必ずしも耐震化の実施に結びつくわけではないとし

て，市民のリスク認知と対策状況を分析し，対策実施意図を促すための情報のあり方を検討した。

その結果，自宅の被害が人的被害をもたらす大きな要因であることが理解されているにもかかわ

らず，耐震性不足が推定される場合でも，建て替え・補強を計画している人は少ないことから，

「実施意図を促すにはハザードの大きさや住宅の脆弱性を強調するよりも，対策の費用やその効

果を提示する方が有効である」との結論を得た。ここでも，単純なリスク情報だけでは耐震化を

十分誘発出来ないという指摘ができる。また，具体的な費用や効果の情報が有効であるという点

は，情報提供のあり方において指針となる。 
川端 12)は地域組織が防災まちづくりに取り組むことを計画・実行し，点検と計画見直しを行

うための枠組みを「防災まちづくりマネジメントシステム」と名付け，地域展開することで耐震

診断の申し込みや家具固定状況が改善した。その誘因として，地域に根ざした専門家や行政職員

による，住民との積極的なリスクコミュニケーションが浮かび上がってきた。これは，最終的に

耐震化を実施する際の決断の局面において，信頼できる相手からの説得が重要となることを示し

ている。 
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以上より，耐震化を動機づけるためには強い当事者意識が必要であり，より具体的なイメージ

を喚起するリアリティや，説得力のある情報が求められる 1。表面的な知識を与えるだけでなく，

その意味するところを理解させ，対策の必要性を実感し納得させる必要がある 2。このような考

え方に基づく研究としては，福和ら 13)による教材開発と実践があり，耐震化の重要性を五感で

伝える教育・啓発活動が有効である事が示されている。課題としては，取り組み事例の知見を，

いかにして全国的なリスクコミュニケーションへと展開していくかという点が挙げられる。リス

クコミュニケーションの主体は人であり，啓発を行う人材の育成が基本となる。その一方で，啓

発方法論の開発や啓発機会の設定、ツール開発のいずれも必要となる。その中で、本研究では、

説得力を持ち，かつ広く普及・活用が可能な耐震化リスクコミュニケーションツール開発にフォ

ーカスする。 
 
 
1.2.2 地域共助と災害情報の活用に関する研究 
 東日本大震災において，地域コミュニティが津波リスク情報を十分に理解していたことで避難

が成功した例，あるいはその反対の例が示された 13)。このような問題は，地域コミュニティが

適切な備えを行うためには，どのような情報提供を行うべきか，という課題を示している。同種

の課題について，災害種別や対象者別に多くの実証的研究がなされている。 
 
片田ら 14)は，既存の津波ハザードマップが単一のシナリオに基づいている事に起因して，地

域住民がそれを「最大値」と捉えたり，「安全情報」と捉えたりする危険性を指摘した。これに

対し，複数のシナリオに基づく津波被害をシミュレーションできるシステムを開発している。人

間の情報伝達シミュレーション、避難行動シミュレーション、津波浸水シミュレーションを統

合しており，それぞれのパラメータを変化させることで，様々な被災シナリオを再現できる点に

特徴がある。ここでは，既存の情報提供手法（例えば紙のハザードマップ）が必ずしも適切では

なく，かえって住民の主体的な対策行動を妨げる可能性があることが示され，一人ひとりに考え

させるための情報提供が必要であると言える。 
 照本ら 15)は，地震リスク情報に対する住民の認知と対策意向の分析を行った。ここでは，地

震の長期予測による発生確率は重要な情報であるものの認知が難しく，地震危険度が高いとさ

れる地域においても，必ずしも対策の実施状況や実施意向には結びつかないとの結論を得た。

                                                      
1 当然，阻害要因を軽減することも必要な対策であり，各方面で実施されている。しかし，それぞれの阻害要因

の負担感は人によって，あるいはその時の社会の価値観によって変化する。すなわち，負担感を軽減することに

は際限が無いとも言える。従って，いずれにせよ耐震化の動機づけを強化することは避けられない。 
2 耐震化による社会の安全化へ向けては，人々が自らの安全について自覚と責任を持ち，行動するよ

うに仕向けることが最も重要である。そのための意識啓発は欠かせない。一方で，意識啓発には長い

時間を要するため，特に迅速に耐震化すべき建物（地域）に対しては，優遇措置や罰則規定を制度化

していく必要もある。 
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また，地震情報を有効に活用するためには，具体的に求められる対策行動や，対策コスト，被

害のインパクト等の情報を同時に伝えることの必要性を主張している。この点は耐震化行動の

誘発における要点と同様であり，提供すべき情報の内容は異なるものの，地域活動を推進する上

でも「当事者意識」や「納得感」が欠かせないと言えよう。 
 臼田ら 16)は，既存の災害情報には具体的行動を誘発する工夫が不足していると指摘し，地域

の対策行動に必要な情報の要件として①相互運用性，②行動判定基準の個別性，③行動密着性の

三点を提案している。これらに基づき「地域要援護者避難支援システム」を開発し，実証実験を

通じて有効性の確認を行った。①については，異なるシステム間で情報を相互に利用しあうこと

が，効率的かつ効果的である事を主張するものである。また②と③については，それぞれ先に挙

げた片田ら，照本らの指摘と共通しており，一人ひとりの状況と然るべきタイミングに応じた情

報提供の重要性が示されているものである。 このような情報は，臼田らも提唱する「地域知」，

すなわち地域において共有される暗黙知が該当すると考えられる。 
 
地域コミュニティの共助活動は，地域におけるリスクコミュニケーションの結果として醸成さ

れる。従って，提供される災害情報についてコミュニティの構成員が共通して理解し，納得でき

ることは必須である。その上でコミュニティ自らがなすべき対策を考え，決断できるような工夫

が重要である。一人ひとりにとっては具体的であり，当事者感のある情報が求められる。課題と

して指摘できるのは，地域ごとに大きく異なる災害危険度や地域社会の状況といった，地域の多

様性への対応である。特定の地域やテーマにおいて有効なシステムや方法論は示されているが，

それらをそのまま他地域へと展開することは容易ではない。そのため，これまでの知見を活用し

た，汎用的・統合的な仕組みと活用の方法論が必要である。 
 
 
1.2.3 災害初動対応と災害情報の活用に関する研究 
 災害発生直後の初動対応において，速やかに情報を収集し活用することの重要性は明らかであ

る。しかし，大きな災害が発生する度に，情報不足が課題として指摘されている 17）。この背景

には，災害の規模が大きくなるほど，情報収集にあたる行政職員のマンパワーが不足してしまう

という根源的な問題が存在する。そこで，既存の行政依存型情報収集の枠組みを超えた，新たな

情報収集の在り方が提案されている。 
 
福和ら 18)は，災害時に必要な情報整理の方法論を示した上で，情報共有 Web と情報収集携帯

端末およびその活用拠点からなる，災害時の地域情報収集システムを開発した。さらに，システ

ムを平時の図上訓練に活用する手法として「安震 DIG」を提示した。平常時からのシステム利

活用と，市民を含めた地域社会の誰もが手軽に利用できる，というコンセプトに，既存の枠組み

との違いが見て取れる。ここでは，平時よりボトムアップ型の防災情報を蓄積していくことの意
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義と，そのような活動を通じた地域活動の活性化の可能性について言及されている。 
亀田 19)は，阪神淡路大震災を機に，平常時と災害時が連携する自治体情報システムを提唱し

た。また佐々木ら 20)は，そのような理念に基づき開発されたシステムを用いて，実際の危機管

理対応事例を評価し，システムの有効性を示した。優位点として，平常時に整備されたデータを

用いて災害対応用のデータセットを作成したり，平常時から活用しているインターフェース上に

災害対応データを重ねたりすることで，効率的な対応が可能であったと分析されている。さらに，

このようなシステム的な要件に加えて，平常時からシステムを運用することで，その操作に習熟

した自治体職員が存在したという，運用上の優位点も指摘できる。 
前二者よりも最近の取り組みとして，村上ら 21)は，大規模地震災害において公助の限界を補

うために，住民と自治体の連携を実現することを提唱した。その上で WebGIS を利用した情報

収集・共有システムを開発し，平常時の地域点検マップづくりのワークショップと，震災直後を

想定した防災訓練においてその効果を検証した。その結果，利用者から一定の評価が得られたと

結論づけている。ただし，住民からの情報収集については，名簿や紙地図でコミュニティが取り

まとめたものを，自治体職員が目視してシステムに入力するという手法を採用している。この研

究が実施された当時の情報通信技術の水準に基づくものであるが，最新の技術を用いればより効

率化を進められる可能性は高い。 
 

 以上の既往研究からはまず，災害発生時であっても，平常時と同一のシステム基盤を用いるこ

とが，データ整備・インターフェース習熟の両面で有効であることが示されていると言える。そ

の上で，公助の限界を補うべく，地域社会の力を活用した情報収集の枠組みが提案されている。

しかし，そのような既存研究の仕組みは，なかなか実装レベルまで到達していないとも指摘でき

る 3。最新の情報通信技術を用いることで，実装へ向けた現実的なシステムを構築することが求

められる。 

                                                      
3 技術的に実現が困難であるという点と，組織や制度の問題から実現が困難であるという点の二面性

があると考えられる。しかしながら，情報通信技術の発展により，前者の問題はもちろんの事，安全

で安価な後者の解決手法を提示できる可能性は十分にある。 
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1.3 災害情報の活用に関する基盤技術 
1.3.1 地理空間情報を統合する情報基盤システム 

情報通信は多様な技術の総合的分野であり，またその応用テーマも非常に多岐にわたる。ここ

では，本研究と最も関連の深い地理空間情報分野の技術を切り口に，システム・データベース面

（サーバサイド）の技術について，次の 1.3.2 項では可視化・活用面（クライアントサイド）の

技術について取り扱う。それぞれの技術の歴史と現状の到達点，将来展望について，災害情報活

用の側面からまとめるものである。 
 
地理空間情報システム（Geographic Information System：GIS）について，国土地理院の HP22)

には「地理的位置を手がかりに，位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管

理・加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判断を可能にする技術」と記述されている。

すなわち，狭義には行政や企業，研究機関等において専門の分析や可視化を行うための高度なシ

ステムを指すと考えられる。一方で，近年ではカーナビゲーションシステムやインターネット上

の地図サイト（例：GoogleMap）が普及し，地図を活用した情報サービスは多くの人が享受す

るところとなっている。今では，このようなシステムも広義の GIS と捉えられている。 
我が国で本格的に GIS の活用が検討され始めたのは，1995 年の阪神淡路大震災以降である。

政府は，GIS の普及と活用を目的に，国土空間基盤データの整備を推進し，平成 19 年 5 月には

地理空間情報活用推進基本法が制定された。また国交省の研究会では，GIS 普及の課題を空間デ

ータ基盤の整備と標準化に位置づけている。これは，情報技術の進歩により GIS ソフトウェア

の高度化・高機能化が著しい反面，そこに搭載すべきデータの整備が遅れていることを示してい

る。今もなお，データ整備は十分であるとは言えないが，政府や一部の地方自治体が主導でオー

プンデータ化を推進する動きもあり，次第に状況が改善されることが望まれる。 
1990 年代では，GIS 利用者の主体は，一部の研究機関などを除けば，府庁および地方自治体

がほとんどであった。かつての自治体 GIS の特徴を二点挙げると，「庁内型／公開型の分離」と

「部署間での縦割り」であると言える。庁内型 GIS とは，自治体のイントラネット内部で完結

したシステムであり，外部機関とは一切のやり取りを行わないというコンセプトのもとに設計さ

れた GIS である。一方，公開型 GIS とは，一般的にインターネットに公開された WebGIS を指

し，自治体が保有するデータを何らかの形で公開するために運用されている GIS である（図 1-2
参照 23））。前者は，特に機微なデータを取り扱う必要のある部署において，情報セキュリティの

面から採用される場合もあるが，そうでなくとも多くの自治体 GIS は庁内型の形式を取る。な

ぜならば，公開型 GIS を運用するには不特定多数の利用者が対象となるため，相応のサーバ資

源や維持管理体制を整備し，インターフェースやデータ内容などシステムの内容を整えなければ

ならず，ある時点で見切りをつけなければ，コストが青天井で膨らむからである。そのようなコ

ストを投じても，公開している当の自治体としては特に実務が進展するわけでもなく，かつては
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特に先進的な自治体でのみ，公開型 GIS は運用されてきた。しかし，近年のオープンデータ化

の要求や，一般市民の情報技術リテラシー向上，あるいは後述のオープンソースやクラウド技術

によるコスト低減が可能になったことなどにより，公開型 GIS の普及も徐々に進んでいる。 
二点目の部署間の縦割りは，そもそも単一部署の業務と予算に基づいて GIS が構築されるこ

とが一般的であったため，ある部署の GIS では，他部署のデータは一切利用できないという状

況が続いていたことを示す。一方で，当時の GIS の整備・運用コストの大部分は，GIS ソフト

ウェアの構築（ライセンス）費用と，基盤図（ベースマップ）の整備費用であった。すなわち，

各部署において，これらに多重投資を行っていたことになる。 
 
 

 

図 1-2 自治体 GISのデータ連携に関する模式図 

（国土交通省資料に筆者加筆） 

 
 
2000 年代になって，上記の多重投資を解消する技術である「統合型 GIS」が運用されるよう

になった。統合型 GIS とは，「電子自治体における共通のプラットフォーム 24)」とも称される枠

組みであり，自治体における複数の部署間，あるいは複数の自治体間において共通の基盤システ

ムおよび基盤データベースを用いる自治体 GIS のことである。多くの場合，都道府県のような

上位機関が情報システムを運用し，そこに庁内の各部署や，基礎自治体が利用者として参画する

という形を取っている。これにより，基盤システムやベースマップに対する投資が一本化され効

率化か図れるほか，データベース仕様が統一されるため，部署間や自治体間でのデータ相互利用

が可能となる。中部地域における事例では，愛知県 25)や岐阜県 26)が統合型 GIS を 10 年以上に

渡って運用し続けている。 
このような状況にある自治体 GIS の，災害利用例について考察する。碓井 27)は，東日本大震

災における自治体 GIS の利活用について報告しており，ここではこれを引用する。災害前から

先進的に GIS を活用していた仙台市と，GIS 導入初期段階にあった石巻市の活用を比較する形
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で調査がなされた。仙台市は，平常時から運用している GIS の基盤システムとデータベースを

活用し，即座に災害対応用システムを構築することが出来た。また，地元の開発元企業によるサ

ポートを受けられたことも成功の理由であるとしている。一方，住宅被害関係の部署では GIS
を使える職員がおらず，紙地図を利用していたとされる。また，石巻市では被災 3 週間後から

GIS の利用が開始され，たまたま被災を免れた基盤データを用いて被災状況の集約を行った。し

かし多くの職員は GIS に基盤データが格納されている事を知らず，非効率な手作業を行った。

ここから，碓井はいずれの自治体でも，部署間でのデータ共有と，職員の認知度に課題があった

と結論付けている。ここから，平常時からの GIS の活用を前提に，データの所在とシステムの

操作に職員が精通していることが望ましいと言える。しかしながら，平常時の業務が縦割り化す

る中で，そのような周辺知識を広げられる自治体職員を増やすことは，多くの場合，困難である

とも想像される。 
上記以外の，災害時の GIS 活用における課題として指摘できるのは，データベースフォーマ

ットの不一致である。東日本大震災や南海トラフ巨大地震のような，被災地域が多数の自治体に

またがる場合，被災地域を横断したシームレスな GIS データが必要となる。しかし，現状では

統合型 GIS の運用自治体内でさえ，部署間で異なるデータフォーマットが，基盤データベース

構築の障害となっている。このような状況において，異なる自治体間でデータフォーマットの共

通化を図ることは限りなく不可能に近いと考えられる。 
この課題に対する一つの解決策と考えられるのが，地理空間情報の相互運用技術および相互運

用フォーマットの適用である。地理空間情報の国際標準規格を策定する Open Geospatial 
Consortium において，インターネット経由で GIS データを相互流通するための標準フォーマッ

ト形式が，ISO として策定されている。例えば，ラスター（画像）データであれば WMS（Web 
Map Servie）28)というフォーマットが，ベクトル（図形）データであれば WFS（Web Feature 
Servie）というフォーマットが定義されており，データを送受信する双方のシステムがフォーマ

ットに対応している場合，データが相互運用される。図 1-3 に模式図を示す。図中の A 自治体と

B 自治体では整備している GIS のデータフォーマットが異なっており，直接 A 自治体のデータ

ベースを B 自治体のシステムに接続しても読み込むことはできない。しかし，AB 自治体双方の

システムが相互運用フォーマットに対応していれば，A 自治体のシステムから配信したデータを

B 自治体システムで受信し，表示することが可能である（図 1-3 中青矢印の流れ）。 
このような仕組みのメリットは，従前から整備されている各自治体データのフォーマットを変

えることなく，相互利用が可能になるということである。また，相互運用に対応するシステムは

全国で徐々に普及しつつあり，今後インターネット経由で利用可能なデータが増えていく見通し

でもある。 
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図 1-3 地理空間情報の相互運用に関する模式図 

（A-Bの自治体間を相互運用フォーマット：青矢印で結んでいるイメージ） 

 
 
以上が，防災にまつわる GIS の基盤技術面における現状の到達点である。オープンソース GIS

や商用 GIS の区別を問わず，程度の差こそあれ，昨今の GIS は相互運用フォーマットに対応し

ているものが主流である。今後は利用者（運用者）が相互運用機能の意義を理解し，積極的に活

用することで，データの相互流通を図っていくことが望まれる。 
 
 
1.3.2 情報活用のための端末装置とクラウド技術 
 近年の情報活用において一つのキーワードとなるのが，情報サービスのパーソナル化である。

携帯電話やスマートフォンの普及による情報端末の「一人一台」化により，個人のニーズに応じ

た情報サービスの展開が当たり前となった。例えば，GPS や携帯電話基地局などの位置情報を

基に，個人の現在位置に応じた様々なサジェストを行うようなアプリケーションが多数実用され

ている。同種の技術は災害情報にも活用されており，代表的なものは NTT ドコモの「エリアメ

ール」がある。これは，個別の位置情報に基づいて，気象庁の特別警報や自治体の災害・避難情

報を対象地域のユーザに一斉配信するものである。 
 一方で，配信された情報を表現するための可視化技術についても進歩が目覚ましい。特に大画

面・高解像度のディスプレイを備えたスマートフォンが普及したことにより，情報の表現手段は

大幅に選択肢が増したと言える。携帯電話の普及期である 2000 年前後において，端末上におけ

る情報の可視化手段は，テキストデータと低解像度の画像が中心であった。これに対する現状の

優位点は，大画面とタッチ操作を活かしたインターフェースにあり，特に Web マップサービス

との親和性が極めて高い。さらに応用的な可視化技術としては VR（Virtual Reality：仮想現実）

や AR（Augmented Reality：拡張現実）がある。前者は 3D モデル演算を核とした技術で，3D
ディスプレイやヘッドマウントディスプレイ等の特殊な表示デバイスと組み合わせることで，没

入感のある表示を行うものである。後者は VR 技術にカメラデバイスを組み合わせることで，リ
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アルタイムの実映像を重畳し，さらに没入感を高めるようなものである。これらの技術はまさに

発展途上であり，今後ウェアラブルデバイス（例えばスマートグラス）の普及が予想される中，

さらに活用が見込まれる。 
 これらの可視化を支えるのが，大量の情報収集・配信を可能とするサーバ・ネットワーク技術

である。いわゆるクラウドサービスと称される多くのシステムは，表示機能をクライアントサイ

ドへ，演算処理機能をサーバサイドへと分離することで，機能の高度化，高速化，あるいはサー

ビスの低廉化を図っている。このようなサービスは，高速大容量の通信ネットワークインフラ普

及の上に成り立っているが，そのようなインフラを生かすためのデバイスが大量に普及した事と

も裏表の関係にある。災害情報の活用に関しても，今後ますますクラウド化・ネットワーク依存

型のサービスが主流となる事が予想される。その一方で，通信断絶時のシステム・アプリケーシ

ョンの利用については大きく制限されることになり，インフラ強化とともに，システム側でも対

応を考えておく必要がある。 
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1.4 本論の構成 
 

1 章 1.1 節では，本研究の問題意識から取り組むテーマを 3 点に集約し，その関係としてヒト・

コト・モノの課題，対策実施の対象，課題解決に要する期間，システム利用場面の時間軸の 4 つ

の視点から関連性の整理を行った。1.2 節では，既往の研究のレビューを通じて 3 つのテーマに

つき，現状の到達点と課題を明らかにした。そこから見えてきたのは，各テーマとも，災害情報

活用の上での要点はかなり明確に示されているものの，それらの実装や展開の可能性については

明らかになっていないという点である。各々の既往研究は，研究が実施された当時における最新

の情報通信技術を駆使しており，一般的に普及展開するには技術面でのハードルが高かった事も

一要因と想像される。1.3 節では，情報通信技術の進歩と今後の見通しについて，本研究に最も

関連の深い地理空間情報の側面から整理し，2 章以降で活用される主要な技術についてレビュー

した。以上に基づき，2 章以降の各章では本研究の主要部分である 3 つのテーマについてそれぞ

れ取り扱う。 
 
2 章では，耐震化推進のための市民の意識啓発手法として，振動体感環境の利活用に着目し，

現状の啓発実施に当たっての「安全性確保と啓発効果の向上が相反する」という問題を整理する。

その上で，課題解決の具体的アプローチとして仮想現実技術を応用したソフトウェアを開発し，

安全性を保ったまま啓発効果を向上させる仕組みについて述べる 4。また開発した仕組みに対し

て，既存の振動体感環境との比較を通じて有効性を検証した結果から，既存環境への適用の可能

性を示す。既往研究では，啓発用途において任意地点・任意建物の揺れを再現できるものは無い。

また，既存の振動体感環境に連動する映像を追加できるようにした点は，本研究で示す新たな方

向性である。 
 3 章では，災害による被害を最小限に抑え，復旧の速度を速めるための，コミュニティの共助

能力を向上させる仕組みとして，GIS を用いたアプローチを提案する。コミュニティにおける防

災活動に必要な要素として地域特性情報の活用と，災害教訓情報の活用に着目し，これらを一つ

の GIS 上に統合したシステム開発について述べる。また，開発した GIS を用いた共助力向上の

実証実験を行い，その有効性について検証するとともに，地域コミュニティの活動拠点において

実装した結果の分析から，地域展開の可能性を示す。このように過去の災害教訓や土地利用の変

遷を，現代の地域特性や被害想定と統合し GIS 上に表現した例は無い。また，システムを市民

活動や，学習ツールとして活用するための実践的な知見を得たことは新たな成果である。 
 4 章では，災害発生時の適切な初動対応を実現するための，災害情報リアルタイム共有システ

ムを活用した，地域社会の連携による枠組みを提案する。スマートフォンとクラウド型システム

                                                      
4 ここで提案する啓発手法は、耐震化啓発において「気づき」を与えるためのものである。これは，

リスクコミュニケーションの段階を表す CAUSE モデル（Rowan 1994）において，①Credibility，
②Awareness，③Understanding，④Solution，⑤Enactment のうち 2 段階目に該当する。 
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を用いた，多様な地域主体の情報収集を実現するシステムの開発を通じて，災害情報共有の課題

抽出と解決手法を示す。また平常時と災害時の実証による事例と，南海トラフ巨大地震へ向けた

地域の初動体制構築の事例を通じて，提案手法の実装可能性を示す。既往研究では災害情報共有

ツールを，平常時と災害時の両面で活用し，その成果を示したものは無かった。また，それを実

際の利用者に対して適用し，具体的な課題を抽出したのは新たな成果である。さらに，収集した

情報は 3 章の時空間 GIS 上にも表示が可能であり，平常時の地域情報利活用を総合的に進める

パッケージとする。 
 

5 章では，2 章から 4 章にかけて実施した内容をまとめ，本研究の手法である災害情報の活用

により，地震被害を軽減するための知見について総括する。また，今後さらに発展する情報通信

技術の展望を踏まえた，研究上で残された課題についても整理する。 
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第 2 章 
耐震化誘発のための仮想現実を応用した振動体感

環境 
 

 

 

地震被害を軽減するためには，建物の所有者一人ひとりが自助努力として実施する，耐震化お

よび室内の安全化対策が極めて重要である。そこで，建物の所有者に耐震化を阻害する様々なハ

ードルを乗り越えさせ，前述の対策を推進するための，多様な耐震化啓発の取り組みが行われて

いる。その代表的な手法の一つは，「揺れの擬似体験」による意識啓発である。しかしこの手法

には，「啓発効果（心理的インパクト）を高めるために揺れ体感のリアリティを向上させる」事

が，「啓発行為が危険になり実施できなくなる」という問題を抱えている。 
 
本章では，このような課題に対して，仮想現実ソフトウェア技術と既存のハードウェア技術の

組み合わせによる解決方法を提案する。技術的には，任意地点・任意建物の揺れを地震応答計算

により算出し，ネットワーク経由で配信できる分散相互運用サーバ技術を核に，三次元の「揺れ

可視化」映像と，震動体感ハードウェア環境を組み合わせた耐震化啓発ツールを開発し，その効

果を検証したものである。本章のオリジナリティは，ソフトウェアとハードウェアの連携による

揺れ体感の「安全性と耐震化の重要性に対する納得感の，高い次元での両立」があげられる。さ

らに仮想現実ソフトウェアを汎用的に構築しているため，既存の震動体感環境へと容易に追加実

装することが可能であり，全国で実施されている揺れの体感装置を用いた啓発を高度化する技術

として活用できる。 
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2.1 振動体感を用いた耐震化誘発 
2.1.1 振動体感の必要性と課題 
 地震被害の軽減策として，住宅の耐震化および家具固定等の室内安全化は極めて重要な位置づ

けにある。しかし，耐震化と家具固定のいずれも現状では十分に進捗しているとは言い難い 9)お

よび 30)。なぜならば，建物の所有者（権利者）がこれらの対策の実践を決断する際には，様々な

心理的ハードルとして耐震化の阻害要因が存在しているからである。阻害要因の例として，工事

業者選定の手間や工事費用，施工後の見た目や利便性の喪失などが挙げられる。あるいは，本当

に地震は起きるのか，自分は被害を受けるのか，対策すれば安全になるのかといった心理も考え

られる。 
筆者らは，これまでにも対策の主体である住民一人ひとりがこれらのハードルを超えられるよ

う，耐震化の重要性を啓発するための教材群を開発してきた 31)。その要点は，科学的に単純化・

モデル化した模型教材により，建物の揺れを可視化することで，市民の耐震化に関する「気づき・

理解・学び」を与え，「納得感」を促すものである。それらを用いた耐震化啓発の実践に基づく

成果は，愛知県における耐震化の進捗率としてあらわれ始めている。さらに，実践活動を通じて，

地震の揺れの疑似体験によって地震災害の具体的イメージを喚起させ，対策の必要性について直

感や納得感を与えられると考え，震動体感環境の開発も行ってきた 32)。 
しかし，震動体感環境の開発を行う中では「矛盾」が明らかになってきた。既存の震動体感環

境や装置では，耐震化を阻害する心理的ハードルを超えるためのインパクトを高めるために，震

動現象をリアル 5に再現することを目指している。しかし，一般市民を対象に利用する場合，リ

アリティを単純に追求することは，安全面で現実的ではない。なぜならば，被害を及ぼすほどの

大振幅・大加速度な揺れを正確に再現した場合，被験者に身体的危険性が及ぶことは避けられな

いからである。さらに，そのような揺れを再現する装置は大規模なものになり，設置や維持管理

の面からも利用が難しくなってしまう。従って，効果的な震動体感環境の開発と普及は，啓発の

面では重要と考えられるものの，単純に啓発効果を追求することが啓発実施を妨げる方向に作用

するという矛盾を抱えている。 
 
本章では，このような課題に対して，近年急速に発展している仮想現実技術を活用し，既存の

震動体感環境の安全性を保ったまま，啓発効果を向上させるアプローチを提案するものである。 
 
 
 
 

                                                      
5 ここで言うリアルとは，過去の被害地震における実際の建物強震観測記録や，強震動予測に基づく

建物応答計算結果を，できるだけ正確に再生する事を指す。 
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2.1.2 振動体感環境（装置）の利用現状 
表 2-1 に，既存の震動体感環境あるいは体感装置を分類し，その特徴を整理する。まず，環境

（装置）を大別すると，①起震車と呼ばれる自走式の車両と震動発生機構が一体化したもの（図

2-1），②大手ゼネコンや研究機関等が保有する大型震動実験設備（図 2-2），③各組織や施設で独

自に開発した特定用途向けの特化型装置（図 2-3），の 3 種類に整理できる。 
それぞれ長所短所は次のとおりである。①起震車は車両と一体のため自走が可能であり，運用

性が高く，自治体主催の啓発活動を中心に最も普及している。しかし，車載するための制限から

加振機構が簡素であり，特に大振幅の揺れを再現することは難しい。従って近年，耐震化の啓発

テーマとして重要視されている長周期地震動の再現は，ほぼ不可能である。②大型振動実験設備

は強震動の再現性に優れ，様々な対象を加振することができるものの，設備の設置および維持管

理のコストが高く，オペレーションの面からも運用できる機関が限られる例えば 33)。従って，啓発

に用いる事が出来れば効果は高いと考えられるものの，その機会が限定されるのが課題である 6。

③特化型装置は近年開発が進んでおり，低コストなもの，可搬型のもの，長周期地震動や環境振

動の再現を目的としたものなど，何らかの機能に特化している 7。これらの多くは特徴的な機構

を有する上，特定用途に特化して設計されているため基本的に生産数が極めて少ないこと，啓発

効果は高いと考えられるものの汎用性では①に劣ること等が，普及面の課題として指摘できる。 
以上の整理において，現状最も普及している①起震車や，それに類する簡易型の震動体感環境

では，強震動の再現性能が低いため，体感による啓発効果が十分ではないという指摘がある。山

極・竹村 34)による小学生を対象とした調査結果では，起震車体験は防災意識・防災行動に長期的

な効果が見られなかったとし 8，その原因について被験者が「模擬体験」であることを認識して

いたからであるとしている。このような指摘は筆者らの啓発実践の経験とも整合的であり，起震

車体験の感想の多くは，「楽しかった」あるいは「怖かった（だから，面白かった）」に類してお

り，体感が対策の必要性や当事者感の獲得に繋がっているとは考えにくい。その一方で，②大型

振動実験設備を気軽に体験できるようにする，あるいは③特化型装置を汎用的に活用するための

機能強化する，といった研究はなされていない。 
筆者らは，このような課題に対して，仮想現実ソフトウェア技術を活用した解決方法の提示が

有効であると考えた。具体的には，ソフトウェアによって仮想現実の揺れを再現し，起震車のよ

うな既存設備の震動再現能力を補完する事と、大型振動台や特化型装置の利用機会を増やす事

を目指す。これにより，既存の震動体感環境を最大限有効活用するものである。そのためには，

開発するソフトウェアが既存環境に容易に後付けできる事が重要となる。 

                                                      
6 安全面から，製造物責任の観点で人の搭乗が制約されている場合も多い。 
7 長周期特化型として参考文献 24)のほか，環境振動体感システムとしては竹中工務店の「どこでも

震動体感システム」や大林組の「ゆれジャッジ」がある。可搬型の地震動体感システムとしては，白

山工業の「地震ザブトン」が代表的であり，製品化もされている。 
8 山極・竹村の考察において，起震車体験の啓発効果を完全に否定しているわけではない。地域の啓

発実践における調査であるため厳密な実験条件の設定が行えなかったためである。 
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表2-1 既存の震動体感環境（装置）の分類と特徴 

 
 
 

 
図 2-1 起震車の例（愛知県なまず号：愛知県 HPより引用） 

（自走式車両の荷台部分に振動機構が搭載されており，単独で振動体感が可能である 

オペレーションもマニュアル化されており，自治体を中心に多数利用されている 

一方で，機構上の制約により大振幅の揺れは再現できない） 
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図 2-2 大型振動実験設備の例（防災科学技術研究所 E-Defense：防災科研 HPより引用） 

（1200 トンの積載能力を有する国内最大級の振動実験設備である 

多数の研究利用がなされているが、オペレーションや運用の専門性から 

利用に対するハードルは高く，直接的な啓発への利用はなされていない） 

 

 

  

図 2-3 特化型装置の例（白山工業地震ザブトン：白山工業 HPより引用） 

（民間企業開発による啓発目的の可搬型振動体感装置である 

近年の啓発イベントで利用され始めているが，他システムとの連携は 

なされていない） 
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2.1.3 心理的側面から見た揺れ体感の啓発効果 
 2.1.2 項で整理した目的を達成することで，どのような効果が期待されるかを考察する。すな

わち，揺れ体感が及ぼす心理的なインパクトとそれに基づく耐震化啓発効果について，既存研究

を引用しながらまとめる。これにより，本研究の成果がどのように啓発に反映されるかを明らか

にする。 
 
 元吉 35)は、災害に関する心理学的研究について概括する中で，防災行動の規定因を説明する各

種の行動モデルについて整理した 9。その中で，揺れ体感を用いた啓発に関係する心理学的概念

として「脅威アピール」が該当する。これは、深田 36)の定義によれば，「ある特定の説得話題に

ついて受け手を説得しようとする時に，脅威の危険性を強調して受け手を脅かすことによって，

その脅威に対処するための対処行動の勧告に対する受け手の需要を促進させようと意図された，

説得的コミュニケーション」であるとされる。さらに，脅威アピールによる説得効果と媒介過程

を説明する理論として，Rogers37,38)による「防護動機理論」がある。 
防護動機理論における認知的媒介過程のモデルを図 2-4 に示す。対処行動への動機付けは，適

切な対処行動を取らない場合（以下，不適応反応）の認知的評価である「脅威評価」と，適切な

対処行動を取る場合（以下，適応反応）の認知的評価である「対処評価」の比較によって行われ

る。さらに，それぞれの反応に対して増加要因と減少要因が挙げられ，反応種別と要因種別の 2
軸で認知的媒介要素が分類できる。不適応反応の増加要因には，耐震化を行わないことで得られ

る精神的報酬（面倒さからの開放）として「内的報酬」が該当する。また，耐震化に投ずる費用

や時間の節約，建物の外観や利便性の損失回避として「外的報酬」が該当する。不適応反応を減

ずる要因には，地震被害の深刻さや発生可能性，社会の脆弱性に関する認知が該当する。一方，

適応反応の増加要因には，耐震化や家具固定の有効性（反応効果性）に関する認知や，自分には

耐震化を行う能力があるという自己効力の認知が該当する。適応反応の減少要因としては，対策

を行う際の手間や費用である反応コストが該当する。以上に含まれる 7 つの要因によって，耐震

化に関する防護動機が形成されると考えられる。 
以上より明らかなように，揺れ体感による脅威アピールは，不適応反応の減少要因である「深

刻さ」や「脆弱性」に関する認知を高め，不適応反応を妨げることで，相対的に適応反応に対す

る動機が高まるようにするものである。ここから，本章のアプローチである仮想現実ソフトウェ

アで達成すべき機能を整理すると，地震被害の深刻さをより直感的に伝え，その認知を高めるよ

うな視覚・聴覚面での情報を加える事が考えられる（2.1.4 項の機能①に該当）。また，通常の

地震体感では特定地震における代表地点の波形，あるいは全くの模擬的な波形を用いて実施され

るところを，「自分が将来，実際に体験する可能性のある揺れ波形」に置き換えることで，発生

可能性や脆弱性に関する認知を高める効果があると考えられる（2.1.4 項の機能②に該当）。 
                                                      
9 考察の中で，専門家の研究成果に基づいたリスクコミュニケーションが重要であるとしながらも，

リスクの認知や理解だけによって防災行動を促進することは困難であるとしている。これは，本論文

の 1 章における考察と整合している。 
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一方，防護動機理論における各要因の相互作用効果を考慮することで，筆者らが啓発の実践を

行う中で感じた揺れ体感に関する課題の考察を行うことも可能である。例えば，揺れの体感だけ

で本当に具体的な対策実践に繋がるのかという疑問がある。木村 39)によれば，防護動機理論にお

いて反応効果性や自己効力の認知が高いほど，深刻さや脆弱性の認知が防護動機につながりやす

いとされている。これは，啓発にあたって被験者にとって実行可能な耐震化対策行動を，脅威ア

ピールと同時に提示することにより，揺れ体感は効果的な啓発ツールになりうると解釈する事が

できる。また，揺れ体感のリアリティを高めることが「脅しすぎ」を引き起こし，かえって被験

者の動機を失わせるのではないかという懸念もありうる。同じく木村 39)によれば，反応効果性や

自己効力の認知が低い場合は，深刻さや脆弱性の認知が防護動機を低下させる方向に作用するブ

ーメラン効果をもたらすと考えられている。従って，実行可能な対策行動の提示を伴わない揺れ

体感において，過度に心理的インパクトを高める事は，啓発においてマイナスの効果ともなりう

る事を留意する必要がある。 
 
 

 

図 2-4 防護動機理論における認知媒介過程モデル（Rogers37)38)を基に加筆） 

 
 
2.1.4 仮想現実ツールが備えるべき機能 
 ここまでに検討した内容から，仮想現実ツールが具備すべき機能を次の 3 点に整理する。 

機能①は，「揺れに伴う周辺状況の可視化」とする。揺れの体感に加えて視覚および聴覚を活

用すること目指し，具体的には室内家具の挙動や，破壊現象の視覚化，およびそれらの転倒や破

損に伴う衝撃音の再現を行う。これにより，身体に加え目と耳で揺れを感じることになり，対策

行動の必要性をイメージしやすくなる。なお，既存の震動体感環境において，大規模な物は揺れ

に同期した映像再生機能を有しているものもある。それらは実写映像またはシミュレーション

映像のいずれにせよ，事前に作成された動画を，揺れに同期して再生するにとどまっている。そ
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こで，本研究における新規性として，入力データに応じたリアルタイムの室内オブジェクト物理

演算を行う。これにより，次の機能②と組み合わせた，任意の揺れに対する周辺状況可視化が可

能となる。 
機能②は「個人の状況に応じた具体的揺れの再現」とする。揺れの被験者一人ひとりで異なる

属性として，任意の地点（建物所在地），任意の建物（構造種別と高さ），および想定する地震の

種別を設定し，条件に応じた揺れの再現を可能にする。これにより，自分が将来見舞われる揺れ

そのものとして，当事者意識を得やすくなる。またバーチャル映像ならば，特に長周期地震動に

よる大振幅を，安全に実スケールで再現することが出来る。これまでに，利用者がパラメータを

設定し，入力データを毎回生成した上で，機能①のような映像再生までを一貫してできる体感シ

ステムはない。なお，応答計算を実施するにあたり，啓発目的であれば構造計算のような精度は

必要でない。一方で，任意地点・任意建物の応答を計算できることは，当事者感を持たせるため

に重要である。この点で，既存のデータを用いる方法ではなく，その都度サーバで計算させる方

式を採用した。 
機能③は「地震の揺れ体感の利用機会拡大」である。具体的には，目標①と②で実現した内容

をノートパソコンやスマートフォンに実装すれば，いつでもどこでも利用可能な可搬型の仮想現

実・震動体感環境となる。さらに，それを既存の震動体感環境と連動させることで，体感環境の

利用機会拡大や，多人数同時や遠隔地における揺れ体感を実現することも出来る。仮想現実を提

供するソフトウェアは近年多数開発されているが，揺れを体感させるものについてはまだ実用化

されていない。既存の震動体感環境にアドオンし，連動できる汎用的なソフトウェアが開発され

れば，多くの環境に適用し活用される可能性がある。 
なお，このような仮想現実映像によって，揺れ体感が補強される原理については次のように整

理できる。仮想現実の映像によって気分が悪くなる現象は一般的に認知されており，その原因は

「身体感覚の不一致」に由来するとされている。具体的には，視覚から得られた情報と，本来体

が感じるはずの加速度等の感覚にズレがある場合，乗り物酔いのような症状を起こしてしまうと

考えられている。すなわち人間の身体感覚は連動しており，例えば視覚情報から加速度等の感覚

を無意識にイメージしているのである。仮想現実の映像を加える事で揺れ体感の効果が補強され

るのはこのような生理的作用に基づいている。 
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2.2 仮想現実の振動体感を実現する基盤技術 
2.2.1 地震応答計算サーバの開発 
 機能②「個人の状況に応じた具体的揺れの再現」を達成するためには，任意地点における，任

意建物の応答計算を実行できる事が不可欠である。このような計算を行うプロセスでは，自治体

の被害想定で整備される，メッシュごとの工学的基盤波形データと，表層地盤の増幅率を算出す

るための表層地盤モデルデータが必要となる。これらのデータの取扱いは、被害想定の計算メッ

シュサイズが細分化する中，データ容量，ファイル数，データ更新等の観点から，サーバサイド

でデータベース化する事が合理的である（データベースに関する詳細は 2.2.2 項に示す）。 
なお，ここで示す基盤技術はそれぞれ，Web サーバ上での計算入出力仕様（2.2.1 項），地震動

データベースのフォーマット（2.2.2 項）について，一般的に確立した技術である。本節では，

それらを地震時の建物応答計算に応用する上での工夫点を述べる。 
 
まず，図 2-5 に示すようなサーバ／クライアントシステムを構築した。バックエンドサーバと

アプリケーションの間のやり取りは，応答計算を実行する地点の緯度経度情報を伴う通信である

ため，地理空間情報の分散相互運用プロトコルである OGC-WMS（OGC：Open Geospatial 
Consortium／WMS：Web Map Service）や OGC-WPS（WPS：Web Processing Service）を

採用している。このため，同規格に対応する様々なアプリケーションで，この環境を利用できる。

アプリケーションサイドから見た計算のフローは次のとおりである。まず，計算実行地点の緯度

経度を決定するため，住所入力または地図表示を行う。この際，位置決定の参考とするための地

図情報（例えば揺れのハザードマップや地盤増幅率マップ）をバックエンドサーバで保持してお

り，アプリケーションからのリクエストに応じて地図レイヤを配信することが可能である。また，

スマートフォン端末の GPS や Wifi 基地局等の位置情報を利用して，現在地を自動入力すること

も可能である。続いて，計算に必要な諸条件を入力する。具体的には，計算に用いる地震（被害

想定種別）の選択，波形データのうち計算に用いるデータの区間（開始時間および終了時間），

建物の固有周期および減衰定数が設定可能である。なお，固有周期や減衰定数は建築専門家でな

ければ適切な数値が入力できないため，一般利用者向けには建物種別（木造 or 非木造）と階数

（2，5，10，20，30，50 階）を選択すれば大まかなパラメータが設定されるようになっている。 
これらのパラメータを HTTP リクエストによってサーバに送信すると，サーバサイドでは位

置情報から該当する地域メッシュを検索し，データベースから工学的基盤波形と表層地盤モデル

を取得する。その上で，地盤の重複反射解析を行って地表の応答加速度波形を得る 10。続いて，

入力された建物パラメータを元に一質点一自由度系地震応答解析を行い，建物応答変位波形を得

る。このデータを HTTP レスポンスとしてアプリケーションに返却するまでがサーバサイドの

                                                      
10 予め全地点の地表応答加速度波形を算出しておかないのは，データ容量の問題と，工学的基盤波形

および表層地盤モデルのそれぞれを個別に更新することが可能であるようにするためである。 
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機能である。アプリケーションサイドのソフトウェアでは，得られたデータを用いて，家具応答

シミュレーション等が可能である。この仕組みの特徴としては，データ保持および応答計算ロジ

ック部分（サーバサイド）と，可視化部分（アプリケーションサイド）を完全に分け，その間の

やり取りを世界標準である OCG の仕様に基づいて実装している点にある。このため，2.3 節以

降で述べる様々な環境において，共通のサーバサイド資源を共有することができ，結果的に低コ

ストで機能②「個人の状況に応じた具体的揺れの再現」を達成するための準備を整える事が出来

た。 
 
 

 

図 2-5 応答計算サーバ／クライアントシステム 

（左側がサーバサイドを，右側がクライアントサイドの処理を表す） 
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2.2.2 地震応答計算データベースの整備 
 2.2.1 項で用いた，工学的基盤波形および表層地盤モデルは，システムの試作においてデータ

提供の協力を得られた愛知県，静岡県，三重県の地震被害予測調査結果を元にしている。それぞ

れの調査結果の概要を表 2-2 に示す。それぞれのデータフォーマットは独自の仕様に基づいてい

るため，その違いをサーバ側で都度変換して吸収し，計算ロジック部分で統一的な取扱いが可能

なようにしている。なお他県や他機関からもデータ提供が得られれば，同様の手法により計算範

囲を拡大することは容易となっている。 
 
 

表2-2  愛知・静岡・三重の地震被害予測調査概要 
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 整備した地震動データベースを用いて，実際の応答計算を行う際の計算フローを図2-6に示す。

また，サーバサイドに渡すパラメータの仕様を表 2-3 に，サーバサイドより返却される演算結果

の仕様と例を表 2-4 と図 2-7 に示す。 
 

 

 

図 2-6 応答計算のフロー 
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表 2-3 応答計算に渡すパラメータの仕様 

 
 
 

表 2-4 応答計算結果として得られるデータの仕様 
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図 2-7 応答計算結果の例 
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2.3 仮想現実と揺れ体感装置の融合 
2.3.1 仮想現実を実装する環境の整理 
 前章で整備したサーバ・クライアントシステムを活用し，耐震化啓発ツールを実装する。目的・

利用場面に応じて，機能①「揺れに伴う周辺状況の可視化」および機能③「地震の揺れ体感の利

用機会拡大」を実現するための工夫を述べる。表 2-5には，以降で示す 3種類のツールについて，

利用場面，入力データ，表示媒体，ソフトウェアについて整理したものを示す。それぞれのツー

ルの詳細については以降の各項で述べる。 
 
 

表 2-5 整備する 3 種類のツールの整理 

 

 

 

2.3.2 大規模振動実験設備における実装 
 大規模震動実験設備における仮想現実ツールの実装事例として，名古屋大学減災館の屋上に位

置する震動実験室を活用する。同実験室は，設計重量約 400 トン，約 10m×7m の長方形平面形

状を有する，鉄筋コンクリート造の構造物である（図 2-8）。2 段積層ゴムと直動転がり支承か

らなる弾性免震で支持されており，南北・東西の 2 方向にそれぞれ設置されたアクチュエーター

を用いて，免振の共振周期（5.2 秒）を利用して加力することで部屋全体を最大 70cm／100gal
程度で加振することができる。 
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この実験室内に，図 2-9 に示すような 3D 室内家具応答シミュレーション映像の環境を構築し

た。高輝度プロジェクター4 台を用いて，実験室内の正面と両側面に映像を投影し，それぞれが

現実の加振に同期するものである。この映像には，仮想現実 3D ゲームソフトウェアのデファク

トスタンダードになりつつある「Unity3D」を用いており，モデルのアップデート等，メンテナ

ンス性に優れた汎用の開発環境を活用している。またに家具応答の演算においては，Unity3D
内蔵のリアルタイム物理演算によって移動・転倒・衝突等の挙動を再現している。これにより，

任意の揺れに対し，任意の家具配置（固定状況含む）を設定してその挙動を確認することが出来

る。さらに，家具と床面の摩擦係数や，家具ごとの質量・重心位置等のパラメータを個別に設定

可能である。そのシミュレーション精度については，松下ら 40)の手法を用いて現実の振動実験映

像をもとに検証し，実現象と乖離しないようパラメータのキャリブレーションを行う事で確保し

ている。さらに、平井・福和 41)の方法に基づく「地震の地鳴り」の音と，家具の転倒・衝突・破

損判定に基づく効果音が自動再生され，映像と音声，加振が同期したリアルな地震の揺れ体験が

可能となっている。 
 

 この震動実験室は，物理的に加振する上で数名の技術者と管理責任者が必要であり，加振時は

建物全体に騒音と振動が発生するため，震動体感環境として利用するには高コストである。さら

に機構の特性上，共振現象を利用して大振幅を得るため，共振周期以外の周期（特に短周期）の

揺れに関しては振幅の面で再現に制約がある。そこへ実装した仮想現実ツールを活用すること

により、映像による揺れと音によって加振機構の限界をカバーすることが可能になった。さらに，

映像・音声のみの再生でも十分な心理的インパクトを有することが確認できた。例えば，振動実

験室において長周期地震動の音と映像を体感した被験者の多くは，揺れてもいないのに船酔いの

ような状態に陥る事が確認されている。このような作用は，前述のとおり身体感覚の不一致に基

づいていると考えられる。視覚から得られる「揺れている」という情報と，体で感じるはずの加

速度にズレがあるため，「映像酔い」と呼ばれる症状を発生していると考えられる。ここから，

本システムは視覚情報として「揺れている」という現実感を十分に与える事が出来ていると言え

る。さらに，地鳴りの音と家具転倒の効果音が聴覚に訴える事で，その効果を高めていると考え

ている。 
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図 2-8 名古屋大学減災館屋上実験室の外観と特徴 

 

 

 

図 2-9 屋上実験室室内の 3D 家具応答映像 
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2.3.3 可搬型震動体感ツールの実装 
 2.3.2 項の室内映像仮想現実ツールにおいて，音と映像のみでの利用による効果が予想以上に

大きかったため，映像部分のみを取り出した仮想現実ツールと可搬型震動体感システムを実装し

た。表示デバイスの精度別に 2 タイプを設定しており，1 つは高性能なグラフィック機能を有す

る PC と，高精細ヘッドマウントディスプレイ（以下、HMD）を用いた高精度タイプである（図

2-10 および 2-11）。近年の表示デバイスの進化により，HMD は広視野角な映像表示かつ，高

精度なヘッドトラッキングが可能となり，自然な立体視映像を手軽に視聴出来るものが市販され

ている。これを PC の映像出力先に指定することで，仮想現実のシミュレーションの中に没入し

た揺れ体感が得られ，強い心理的インパクトを有する震動体感環境として利用可能である。具体

的には，任意の揺れで部屋が動き家具等が飛び回る中において，周囲の状況を自由に見回したり，

人の動きを検知するセンサーを追加すれば仮想現実内を動き回ったりする事が出来る。もう 1
つのタイプは、スマートフォンアプリケーションと，組み立て式の簡易ペーパークラフト

HMD11を組み合わせた，普及版である（図 2-12 および 2-13）。基本となるソフトウェアを高精

度タイプと共有しつつ，インターフェースおよび 3Dモデルを単純化・軽量化することによって，

ハードウェア処理能力に制限のあるスマートフォンでの動作を可能にしている。スマートフォ

ンのような既に普及しているデバイスを用いることで，ハードウェア調達の制約を受けずに，多

人数同時の耐震化啓発利用が可能である。このような技術は，ごく近い将来の発展性・普及可能

性を見込むことができる。 
 

 
図 2-10 高精細 HMDを用いた高精度仮想現実震動体感ツール（外観） 

（写真右が頭部に装着する映像再生装置，左はヘッドトラッキングセンサー 

写真奥は、タッチ型のシステム操作インターフェースである） 

                                                      
11 昨今では、Google Cardboard を筆頭に，極めて安価に簡易タイプ HMD が入手できるようになっ

ている。スマートフォンさえ用意すれば，誰でも仮想現実ツールを利用可能である。 
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図 2-11 高精細 HMDを用いた高精度仮想現実震動体感ツール（動作画面） 

（生成された建物応答波形（右下グラフ）に基づき，右の家具オブジェクトが転倒している 

家具オブジェクトの挙動はクライアントサイドで演算している） 

 
 

 

図 2-12 スマートフォンによる簡易震動体感ツール 

（図 2-11のソフトウェアを，スマートフォンプラットフォームに 

最適化して再構築したもの） 
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図 2-13 簡易 HMDへのスマートフォン装着例 

（前面のフリップを開け，5～5.5インチサイズのスマートフォンを挿入し 

マジックテープで固定する，数百円以下で大量生産が可能） 

 

 

2.3.4 既存の震動体感環境への追加実装 
 2.3.3 項の可搬型震動体感ツールを応用することによって，既存の振動体感環境の揺れに同期

する仮想現実映像を，特に既設機器に極力手を加えること無く追加実装し，仮想現実の揺れによ

って震動体感効果の拡張・改善を行う。 
 
 このような着想に基づく仮想現実ツールの実装先として，名古屋大学減災館が有する長周期・

ロングストローク 2 軸振動台 24)を活用した（図 2-14）。この振動台は，直交リニアガイドレー

ル上を動くカゴに搭乗することで，様々な地震を体感することが出来る。特徴的な加振機構を有

しており，特化型の装置に分類される。乗車定員は 1 名に限られるものの，独自機構によって長

辺方向往復 3m，最大化速度の 2G の揺れが再現できる性能を有している。この振動台は現在，

一般向けには搭乗なしのデモンストレーションのみで利用されている。搭乗しての震動体感を

行わない理由は，第一に大振幅・大加速度の揺れを体感することの身体的危険性にある。第二の

理由は，多数の来館者が搭乗を希望した場合の，オペレーションに耐えられないという運営上の

制約にある。まさに，本章の問題意識である「揺れのリアリティを向上させたが故に，体感の機

会を失ったジレンマ」の事例であるといえる。また，体感希望者が多数いるため，仮想現実ツー

ルの効果検証にも適している。 
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 この課題を解決するために開発した仮想現実ツールの動作画面を図 2-15 に示す。振動台利用

者へのヒアリングから得られた「実際に乗ってみたい」との要望を反映するために，これまでの

3D 家具モデリングによる映像シミュレーションだけでなく，実際の振動台に乗った際の映像を

再現することにした。手法としては，振動台の搭乗スペースに 360 度全方位カメラを設置して，

高精細な搭乗者視点の動画映像を記録した。この映像をスマートフォンと簡易 HMD による仮想

現実ツールを用いて立体視出来るようにしたものである。 
利用時の様子を図 2-16 に示す。利用者は振動台の直近に立ち，実際の加振の様子を見学しつ

つ，簡易 HMD によるツールを装着すると，「その瞬間」の振動台の揺れにおける搭乗者視点の

仮想現実映像を視聴することが出来る。スマートフォンのヘッドトラッキングにより顔の向き

を検知すると動画もそれに応じて方位が切り替わり，360 度全方位を自由に見回すことが出来る。

なお図 2-17 の写真中では左側に 2 軸振動台があり，利用者は，客観的・俯瞰的視点の揺れ体感

と，主観的視点の揺れ体感を同時に得ることが可能となる。 
 
 

 

 

図 2-14 長周期・ロングストロークの 2軸振動台 

（名古屋大学減災館に既設の振動体感装置 BiCURI 

長周期地震動の再現性能に優れるが，危険なため一般向けの体感には利用されていない） 
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図 2-15 振動台と連動した仮想現実ツールの画面表示内容 

（振動台上から見た風景） 

 
 

 
図 2-16 振動台と連動した仮想現実ツール体感の様子 

（向かって左側では振動台が稼働しており，簡易 HMDを付け外しすることで 

利用者は揺れを主観と客観の両面から疑似体験できる） 
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2.4 仮想現実ツールを用いた啓発の検証 
2.4.1 仮想現実ツール機能の定性的な検証 
 以下では，本章で開発した仮想現実ツールが，耐震化啓発促進のために必要と設定した 3 つの

機能のうち機能③「地震の揺れ体感の利用機会拡大」を満たすことが出来たのかを検証する。 
 まず，実際に体感する事が危険な大振幅の揺れについて，例えば振動台の加振振幅を半分にし

た上で，仮想現実の映像のみ 100％スケールで再現する事により，安全に体感させることが可能

である。また，振動台の性能面での制約により大振幅の揺れが再現できない場合には，映像でそ

れを補う事も可能である。残された課題は，視覚・聴覚で感じる仮想現実の揺れと，身体で感じ

る振動台の揺れの位相にずれがあると大きな違和感に繋がるため，両者の時刻合わせを正確に行

う必要がある事である。この影響は，長周期の揺れよりも短周期の揺れを再生する際に顕著に現

れる。さらに，振動台の制御ソフトウェアに手を加えずに高精度の同期を行うには，加速度計や

変位計等の外部センサーを振動台に設置し，そのデータを元に映像再生をフィードバック制御す

ることが考えられる。このフィードバック制御システムは現在も開発中である。 
 続いて，搭乗人数やオペレーションの制約から，揺れ体験者の人数が限られる問題についても

一定の解決が見込まれる。具体的には，揺れている振動台を周辺から見る人々に対して一台ずつ

簡易 HMD を配布し，肉眼で振動台の動きを俯瞰的に観察するとともに，HMD で揺れを疑似体

験するものである。主観と客観の 2 つの視点を任意に切り替えることが可能になるため，単純に

揺れを体感するよりも科学的な理解が促進することも期待される。なお，複数台の HMD 間の同

期は無線 LAN を利用すれば容易に可能であるため，同時利用台数の制限はソフトウェア上で特

に存在しない。さらに，複数 HMD 間の揺れ同期を LAN 経由で行う技術を WAN に拡張すれば

遠隔地に於いて揺れの同時疑似体験が可能になる。この機能の用途としては，振動台の揺れを用

いた地震工学・建築工学の遠隔講義や，震動実験における遠隔地からの共同参画等が考えられる。

ネットワークカメラによる映像配信と組み合わせれば，大型震動実験施設の活用機会拡大や，研

究成果の社会還元にも繋がる。 
 以上より，定性的ではあるものの，仮想現実ツールによる揺れ体感の機会拡大への寄与は極め

て大きいと結論付けられる。 
 
 
2.4.2 仮想現実ツールの定量的検証 
 仮想現実ツールの啓発効果を検証するため，3 種類の耐震化啓発ツールを順に用いて長周期地

震動に関する講義を行い，アンケートによって聴衆の認知の変化を測定した。 
 比較に用いた 3 種類のツールの概要を示す。ツール①は図 2-8 の減災館屋上実験室において，

オフィス空間を模した長机やキャスター椅子，ホワイトボード等の什器を配置し，周期 5 秒，最

大片振幅 70cm のサイン波で加振した際の様子をビデオ撮影したものである。図 2-17 にビデオ
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撮影時の様子を示す。ツール②は図 2-14 の長周期・ロングストローク 2 軸振動台において，南

海トラフ巨大地震における，名古屋市中心部の仮想的な 30 階建て鉄骨造建物頂部の揺れ 12を入

力データとし，人間が搭乗しない状態でデモンストレーションするものである。ツール③は，

2.3.4 項の仮想現実ソフトウェアをツール②に追加実装し，振動台に乗った視点からの映像を擬

似体験できるものである。 
効果測定のためのアンケートは，名古屋大学減災館の一般公開において来館した一般市民を対

象とした。ある一週間（うち，公開は 5 日間）において，筆者が直接講演を行ったものである。

アンケートに用いた調査票を図 2-18 に示す。その内容は，長周期地震動の特徴が理解できたか，

身の危険を感じるか，対策が必要と感じるか，対策を実施する意向があるか，の 4 項目からなる。

実施手順は，まずツール①を用いた解説の後，4 項目それぞれを 5 段階評価（5：非常にそう思

う～3：どちらでもない～1：全く思わない）で回答してもらった。その後、同じ被験者に対して

ツール②を用いた解説を行い，4 項目それぞれについて認知が改善したか否かを質問した。ツー

ル③についても同様に，ツール②との相対比較において認知の改善を質問した。この他，基本属

性として被験者の自宅が持ち家か賃貸か，自宅または職場が 10 階以上か否か，年齢区分を質問

した。 
 
 

 

図 2-17 屋上実験室における長周期地震動加振実験の映像収録の様子 

（往復 1.4m，周期 5.2 秒の正弦波による加振と，それに伴う人・キャスター家具の動きを収録） 
 

                                                      
12 愛知県設計用入力地震動研究協議会による予測結果を用いた。 
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図 2-18 3種のツールの効果測定用アンケート表 
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 表 2-6 アンケート結果概要（N=99） 

 

 
 

表 2-6 はアンケート結果の概要である。有効回答数は 99 で，回答者の約 7 割が 60 歳以上で

あった 13。10 階以上の建物に入居している回答者は約 1 割で，そのうち持ち家なのは 1 名のみ

であった。ツール①においては，身の危険性と対策の必要性に関して強く認識されているが，他

の 2 項目については強い認識に至っていない。ツール①の映像ではキャスター付きの家具が大き

く移動・衝突を繰り返しており，長周期地震動の危険性については視覚的に表現されているもの

の，揺れの科学的な特徴を実感するには至らないと言える。また，結果的にあまり対策意向が喚

起されていない事もわかる。ツール②の振動台実演では 4 項目全てにわたって 9 割前後の割合で

認知が改善しており，例え振動台に搭乗しての実体験が出来なくとも，現実の揺れを再現するこ

との意義が大きい事が確認される。その上でツール③を利用した場合の効果を考察すると，7 割

前後の割合で更に認知が改善しており，ツール③は一定の効果を有していると結論付けることが

可能であろう。ただしこの結果には 2 通りの解釈が可能であり，一つはツール②の有効性が極め

て高いために，それと組み合わせたツール③の有効性がより高くなったとする見方である。もう

一つは，ツール②のような長周期地震動の再現性能を有する振動台は少数であり，一般的な起震

車等の相対的に低性能な振動台と組み合わせた方が，ツール③の改善幅がより大きい可能性があ

るとする見方である。これについては，今後様々な環境に仮想現実ソフトウェアを導入し検証す

る必要がある。 
 

 続いて，被験者の基本属性別に分析を行い，有意差の検定を行った。基本属性の分類は 60 歳

以上であるか否か，職場または自宅が 10 階以上であるか否か，自宅が持ち家であるか否か，の

3 項目である。表 2-7 以降に結果を示す。なお，表中の網掛けが t 検定による 5%水準の有意差

を示している。 
表 2-7 からは，ツール②を用いた際の対策の必要性に関する認知について，年齢別で有意差を

                                                      
13 これは，減災館の来館者全体の高齢者割合の傾向と一致する結果である。 
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認めることが出来る。60 歳以上においてなぜツール②の効果が高いかは，より詳細な調査を実

施しなければ分からないが，後述する建物階数と住宅所有形態においては年齢による偏りがなか

ったため，その他の要因を検討する必要がある。ツール③については新技術である仮想現実の特

性上，60 歳以上に受け入れられにくいのではないかという懸念が有ったが，分析からそのよう

な結果は認められなかった。 
表 2-8 からは，ツール②において入居建物が 10 階以上か否かで全項目の有意差が見られた一

方，ツール③については有意差が無かった事が確認された。この理由には，ツール②の利用を経

て 2 群間の認知の差が埋まってしまった可能性があり，ツール③単独で追加の検証が必要である。 
表 2-9 においても，ツール②における有意差が見られるものの，揺れの特徴と危険性について

は住宅所有形態が賃貸の群の改善率が大きく，対策の実施意向については持ち家の群の改善率が

大きいというように傾向がばらついた。揺れの特徴については，賃貸の群の被験者の方がツール

①利用後の理解度がより低く，その後の改善の余地が大きかったことも一因として考えられる。

対策の実施意向については，賃貸であることによる家具固定等の困難さや設備投資のインセンテ

ィブの無さが，阻害要因として働いている事が推測できる。またここでもツール③では有意差が

生じなかったため，その理由を明らかにするには表2-8の結果と同様に追加の検証が必要である。 
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表 2-7 ツールの効果における年齢別の有意差の検定（60歳未満 N=27，60歳以上 N=65） 

 

 
 

表 2-8 ツールの効果における入居建物階数別の有意差の検定（10階以上 N=9，10 階未満 N=83） 

 
 
 

表 2-9 ツールの効果における住宅所有形態別の有意差の検定（持ち家 N=80，賃貸 N=12） 
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2.5 2 章のまとめ 
 本章ではまず，振動体感を用いた耐震化誘発の現状についてまとめた。ここでは，啓発のため

の振動体感の高度化において，安全性や利用機会が失われるというジレンマを指摘した。さらに，

現状利用されている振動体感の特徴を整理した上で，ジレンマを解消するためのアプローチとし

て「仮想現実ツールの追加実装」を提案した。具体的なツールの開発にあたっては，耐震化を誘

発するための説得的コミュニケーションにおける要点を，認知心理学の知見を活用して整理した。

その結果，開発するツールが備えておくべき機能を 3 点に集約した。以下では，それぞれの機能

について達成度合いと有効性について考察する。 
「機能①：揺れに伴う周辺状況の可視化」については，3D モデリングによる仮想現実ソフト

ウェア技術を核に，家具の挙動やそれに伴う効果音を再生する技術を構築した。さらにその技術

を，大型実験設備における壁面投影や，没入型の映像装置等，様々な環境に実装し，それぞれの

環境における仮想現実ツールの利点について整理した。 
「機能②：個人状況に応じた具体的揺れの再現」については，分散相互運用サーバ技術を基に

した，任意地点・任意建物の応答波形生成フレームワークを構築した。サーバサイド技術と，前

述の仮想現実ソフトウェア技術が対になることによって，データベースおよび演算部分と，映像

処理および表示部分を切り分けることが可能となった。これにより，様々なデバイスへ向けた柔

軟な開発や，将来の高度化が可能となっている。 
「機能③：揺れ体感の利用機会拡大」は，開発したソフトウェア環境を可搬型の震動体感環境

として利用したり，既存の振動台に組み合わせたりする方法論の実践と評価を行った。揺れ体感

に関する安全性や利用に関する手間を改善するとともに，実際の揺れと仮想現実の揺れの，2 つ

の視点を切り替えることで，より効果的な学びに繋がる可能性を指摘した。 
以上より，本章の目的を達成するための 3 つの機能開発については達成されたと結論付けられ

る。なお，仮想現実の技術は発展途上の段階にあり，現状では投資金額が大きいほど，大規模か

つ高精度な映像を再現できる状況にある。そのため，例えばテーマパークのような大規模商業施

設や，商用ゲームメーカーが開発するものは，単純な映像品質の面では高い水準にある。一方本

研究では，仮想現実の技術を耐震化啓発に応用するための方法論を構築した。前者の目的が「現

実には起こらない事（エンターテイメント）」の可視化であるのに対し，本研究は「将来起こり

得る揺れ」を再現している点が本質的に異なる。近い将来，仮想現実の技術が低廉化することは

間違いないと考えられ，本研究の成果を活用した耐震化啓発環境の整備が進むことが期待される。 
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第 3 章 
地域の共助活動を促す時空間情報システム 

 
 
 
東日本大震災のような激甚災害を踏まえ，災害に強い社会の構築と，災害からのすみやかな回

復を実現するために，地域の共助力向上の必要性が認識されている。共助力向上のためには，市

民を中心とする地域の構成員が，地域の様々な特性を把握し，その特性に応じた活動を展開する

必要がある。地域の特性には，災害危険度を示すハザード情報の他，被害の素因となる脆弱性の

情報も含まれる。さらに，地域の脆弱性に関する情報は，人口に関する情報，建物や土地利用の

情報，自然地形に関する情報など多岐にわたる。これらを統合するには，地理空間情報システム

（GIS）が適している。さらに東日本大震災以降，地域が有する過去の災害教訓を活用すること

も重要とされており，これも当該地域の特性や，適切な対応行動を示す重要な手がかりとなる。 
 
本章では，以上のような考え方に基づき，GIS を用いた地域特性と災害教訓を可視化する時空

間情報システムを構築した。システムの有効性を確認するために，地域共助を推進するための取

り組みにおいて活用し，効果や課題を検証した。さらに，同システムを地域共助の拠点となる複

数の施設に導入し，その利用状況を分析することで活用の実体を把握した。また，システムの他

地域への実装可能性について調査を行い，今後の展望を示した。 
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3.1 時空間情報システムによる地域の共助活動誘導 
 東日本大震災や，来るべき南海トラフ巨大地震のような巨大災害においては，国や都道府県，

地方自治体等による公助の限界が露呈する。例えば，阪神淡路大震災においては，住宅の下敷き

になった多くの地域住民が，公的機関ではなく，住民同士の共助によって救出されたことが分か

っている。また，東日本大震災においては，住民同士の声掛けによって地域の津波避難が成功し

た例や，災害後の避難生活や復旧復興の取り組みにおいて，住民同士の協力が重要な役割を果た

した例が報告されている。このように，地域コミュニティの共助力の向上は，防災上きわめて重

要な課題である。 
 地域コミュニティの共助力が発揮されるのは，災害時の対応に限った話ではない。むしろ，平

常時における地域の祭りや，清掃活動，防犯活動など，様々な形で日ごろから発揮されるもので

ある。例えば，日本 NPO 学会の調査 34)からは，平常時の地域コミュニティ活動が活発であるほ

ど，災害時に活発な応援・受援が可能であったとの結果が得られている。すなわち，平常時にお

いてコミュニティの活動を活性化しておくことが重要である。地域コミュニティが地域に根差し

た活動を行う際には，個別の活動テーマに関する情報とともに，自分たちの地域の特性を知るこ

とが求められる。災害に関する地域特性情報は，ハザードマップに代表される地域の被害想定や，

被害の素因となる建物分布や地形・地質の情報，そこに住む人間や社会の脆弱性を表す高齢化率

等の統計指標などが該当する。さらに，よりミクロな情報として，個別の地点や世帯に対する，

固有の情報（例えば，災害時要援護者の情報）も考えられる。これらのような地域の特性を十分

に踏まえておくことが，コミュニティの防災活動を有効なものにするうえで欠かせない。さらに，

地域活動を通じて個々人が得る経験を，地域コミュニティとして共有することも重要である。経

験を知識として共有し，地域の集合知を形成していくことが，活動の発展性において重要な意味

を持つからである。なお，このような地域情報の収集と共有については 4 章で取り扱う。 
 
3.1.1 地域共助力向上のためのツール 
 地域コミュニティの共助活動を支援するツールとして，例えば DIG（Disaster Imagination 
Game）を挙げることができる。DIG は災害図上訓練とも訳され，予め設定した災害状況付与の

もと，複数人で具体的な被害や取るべき対応についてブレインストーミングを行い，その結果を

白地図等の図面に落としこむという手法である。地図というフォーマットを用いて，地域の集合

知を可視化する手法であると言える。また，地域のフィールドワークにおいて用いられる手法と

して，防災まちあるき（タウンウォッチング）がある。これは，地域内の指定エリアを複数人で

踏査し，その結果を持ち帰って，地域の危険地点や取り組むべき対策について整理するものであ

る。防災まちあるきと DIG を組み合わせることも多い。 
ここで近年では，情報通信技術の発展により，様々なツールや参考情報を活用できる可能性が

指摘されている。例えば，国土地理院が提供している詳細な数値標高モデルを用いれば，高精細
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な標高マップを作成することができ，このような標高マップは地域活動において大いに活用の可

能性がある。あるいは，被害想定などに用いられるシミュレーション技術を使って，津波や河川

の浸水を可視化することも，地域の特性を俯瞰する上では有効と考えられる。達川ら 35)はこのよ

うな情報の活用が市民の自律的な意思決定を支援し，自助共助を推進するとしている。 
あるいは，情報通信技術により地域コミュニティのやり取りそのものを支援する考え方もある。

SNS（Social Networking Service）はインターネット上における仮想コミュニティを想定した

コミュニケーションツールの総称であるが，これを現実の地域コミュニティに適用した「地域

SNS」という考え方がある。すなわち，現実のコミュニティ活動を仮想現実のコミュニティ内に

おけるやり取りで補うという考え方である。地域 SNS は環境問題や防犯対策のほか，村おこし

等で活用実績があるが，これを防災に適用することも考えられる。凍田ら 36)は災害時の共助を実

現するための地域防災 SNS を開発し，実証実験を行った。その結果，地域防災 SNS を通じて平

常時から災害時の相互救助を議論することが，住民の防災意識とともに信頼関係の向上に寄与す

ることを示した。 
さらに，地域活動の成果を集合知として蓄積・活用するためにも情報システムは有効である。

取り組みの成果を蓄積し，世代を超えて伝えていくには，データのデジタル化とアーカイブ化，

活用システムの整備が必要である。柳澤ら 37)は，環境問題に対して地域の集合知を共有すること

で，一人ひとりの身近な対策を促進するためのマッピングシステムを構築した。そのコンセプト

において，集合知の表現にはマッピングが適しているとし，「マッピングによって各地域でどの

ような活動が行われているかを知る事が，個人の活動の触発へと繋がるとともに，ひとりひとり

の活動を大きな社会運動へと高められる可能性がある」と述べている。 
以上をまとめれば，地域の共助活動を支援するツールが従来から活用されており，近年では情

報通信技術を用いることで新たな効果的手法が提案されている。ここから，本章ではどのような

情報システムが地域の共助力を向上させ，地震被害を軽減させるために有効であるかを明らかに

する。その上では，既往研究を踏まえ，地域情報のプラットフォームとして地図情報の重要性か

ら，地理情報システム（GIS）を基盤技術として採用する。 
 
 

3.1.2 地域共助力向上における災害教訓活用の重要性 
東日本大震災において指摘される課題の一つに，地域における過去の災害経験とそこから得ら

れた教訓を忘れ，適切な対策行動を実施してこなかったことがある。一方で，もともと人間には

物事を忘却していく性質が備わっており，自然災害が多発する我が国においては，辛い被災経験

から立ち直るために，「忘れる」事が時には重要であると考えられる。また，人間の一生と巨大

地震の再現周期には大きな差があるため，教訓が次の地震まで残らないといった，時間スケール

の差異の問題も指摘できる。 
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 無論，これまでの災害において，その教訓を伝承するための努力は行われてきた。例として，

記念碑等の建立や，被災体験の語り継ぎ，歴史文献への記載などである。このような既存の伝承

方法の問題点として，災害に遭遇した地域や組織のような空間的な枠組みを超えて，教訓が広が

ることがほとんど無かった事が考えられる。すなわち，一つの地域に限ってみれば，災害は滅多

に起こるものではなく，先に指摘したような忘却の性質と時間スケールの差異によって，次の災

害で活かされる前に教訓が忘れられてしまうと考えられる。このような指摘は牛山 38)も行って

おり，災害経験がもたらす関心や備えの高まりは，被害地域のみに限定され他所へは波及しない

としている。同氏が実施した自治体へのアンケートからは，災害経験が他地域の防災担当者の関

心を高めているものの，具体的な対策にはつながっていないとしている。また，被災地における

教訓の整理と発信と，その教訓を生かした制度設計の二点を実施することが重要と指摘している。 
 一方で，災害教訓を継承することの重要性も改めて指摘されている。武村 39)は，1923 年関東

大震災の被害に関する調査を通じ，慰霊碑や伝承が何らかの形で後世に影響を与えているとして

いる。しかし，教訓がその後の災害で迅速な避難を促したと考えられる例もあれば，必ずしもそ

うでない例もあるとしたうえで，慰霊碑の移転や廃止，言い伝えの断絶を防ぐための，地域の教

訓伝承を主張している。 
 このような教訓伝承に関するテーマにおいても，近年では情報通信技術を用いた試みがなされ

ている。例えば，大野らは，東京消防庁における消防活動経験の伝承をテーマとした取り組みを

行った。そこでは，団塊世代職員の退職や，実際の災害件数の減少に伴い，現場ノウハウの伝承

がされにくくなっているという課題を整理した。また，既存の伝承手法として初任者講習や講演

会，個人のつながりによる飲み会などを挙げ，その枠組みの限界を指摘した。その上で，経験伝

承 SNS を試作し，実証実験とアンケート調査によって，一定の有効性を示している。この例か

ら，情報システムが災害教訓伝承の課題を解決する一助になり得ると考えられる。 
 
 
3.1.3 開発システムの新規性と目的 
上記の考察を踏まえ，地域が有する災害特性と，過去の災害教訓を，一つのシステム上で可視

化する時空間情報 GIS を開発する。現在の地域特性と，過去の災害教訓を，時間軸および空間軸

の両面で繋げた事例は無い。これまで別々に取り組まれていた両分野の知見を，地理空間情報の

技術を活用することで統合化できれば，地域コミュニティにとって活用の幅のあるシステムとな

ると考えられる。さらに，防災をテーマとした地図システムはこれまでにも多数開発されている

が，それらの実際の利用データに基づく分析は多くない，さらに，複数地点で長期間にわたって

収集されたビッグデータを分析した例は，筆者らの知る限り存在しない。本システムの大きな特

徴は，その有効性が定性的にではあるが認められ，既に複数の地点で実利用がなされているとい

う点である。本章では，そのようなシステムの試作を通じ，地域特性と災害教訓の融合による情

報活用がもたらす効果を，複数の実証例から検証することを試みる。 
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3.2 地域特性と時代変遷を可視化する時空間 GIS 
3.2.1 時空間情報を統合するインターフェース開発 
 本システムのコンセプトは，GIS をベースとし，地図上で過去の災害経験や教訓を参照できる

ことである。またそれらの情報を地域コミュニティの利用者が解釈し，被害軽減対策に結び付け

られることが求められる。従って，操作を容易にすることと，特定のテーマに利用を限定しない

ため，出来るだけシンプルな機能および画面構成が重要となる。 
設定した対象ユーザおよび利用シーンは大きく分けて二通りある。一つは防災・減災に関心の

ある市民向けの学習ツールとして，防災学習施設において公開展示を行うものである。もう一つ

は，自主防災組織が地域活動を行うための共助支援ツールとして，地域のまちあるきやマップ作

り等のワークショップで活用するものである。システムが対象とする範囲は，次説においてデー

タ整備を行う制約上，愛知県全域をベースに，特別にデータ提供のあった自治体では追加の整備

を行った。なおレイヤデータはオンラインデータベースから取得することも可能となっており，

運用開始後のデータを追加・変更についても容易となっている。 
 

図 3-1 に基本となる地図閲覧画面を示す。地図表示が左右に二分割されており，例えば明治の

地図と平成の地図など，同一地点の異なる情報を比較しながら閲覧する事ができる。表示は単一

画面に切り替えたり，二種類のレイヤを透過表示したりすることも可能である。左右の画面で表

示位置や縮尺は連動しており，一般的な GIS と変わらない操作性を実現している。画面下部に

はレイヤの切り替えや，1 画面／2 画面の切り替え，住所検索等のツールセットが配置されてい

る。左右の情報は個別に切り替えることができるほか，任意の割合で左右の情報をブレンド（透

過重畳）するなど，多様な表現が可能となっている。インターフェースはマルチプラットフォー

ム対応の言語で記述されており，各 OS のパソコンに対応するほか，スマートフォンやタブレッ

ト端末のタッチパネル操作でも利用することが可能である。利用を補助するツールとしてブック

マーク機能があり，これは予め設定しておいた表示位置，表示縮尺，表示レイヤ（左右）の情報

をワンタッチで呼び出すものである。この機能を適切に用いることで，レイヤデータの種類が増

加しても，あらかじめ設定した表示画面を簡単に呼び出すことができる。 
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図 3-1 地図閲覧基本画面の例 

 

 

 

図 3-2 ブックマーク機能の例 
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3.2.2 ハザードや地域社会に関するデータの収集 
開発システムに収録したレイヤデータの一覧を表 3-1 に示す。ID の L1 から L10 までは基盤

図として利用できるラスターデータである。L11 から L21 は元々がポリゴンデータであるため，

L6（旧版地図：平成）を背景としてラスター化し，システム上，同一の処理で取り扱いできる

ように整備した。 
 レイヤデータの上には，ポイントデータを重ねることが可能となっている。ポイントデータは

表 2-2 に示す通り，名古屋市内を中心に合計 168 地点のデータを収集し収録した。今昔まちなみ

写真の比較は，明治以降に撮影された写真のうち位置が特定できるものを，同一地点の現在の写

真と対比して表示するものである（図 3-3）。尾張名所図会も同様の表示であるが，明治以前の写

真が無い時代に書かれた図会をもとに現在の様子と対比を行っている。伊勢湾台風被害写真は，

名古屋都市センターにアーカイブされている写真資料のうちある程度位置情報が判明している

ものについて，同一地点と思われるものをグルーピングしたものである（図 3-4）。 
このように，教訓の忘却を回避するため，時間的・空間的な制約を超えて教訓情報を共有する。

当該地域だけでなく，他地域の関連した教訓情報を合わせて閲覧することにより，低頻度の災害

に対しても教訓を効果的に活用できると考えられる。過去の教訓情報に正確な位置や被害量な

どの解釈を与えるのは難しい場合も有るが，ある程度の曖昧さを許容し，幅を持った表現にする

などの工夫を加えた。 
なお，ここで挙げたレイヤは一般市民向けに公開が許可されたもののみである。これ以外にも

利用者個人のリスクを確認するための情報として，都市計画基礎調査に基づく個別建物の構造種

別や建築年，階数の情報があり，データベース化を行っている。しかし，個人情報に該当すると

して提供元から一般公開に関する同意が得られなかったため，以降の実利用と分析には含めてい

ない。この点は，大きな課題であると認識している。
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表 3-1 用いたレイヤデータ一覧

ID レイヤ名称 備考

L1 旧版地図：明治 国土地理院の謄本をデジタイズ，明治24年前後

L2 旧版地図：大正 国土地理院の謄本をデジタイズ，大正9年前後
L3 旧版地図：昭和初期 国土地理院の謄本をデジタイズ，昭和20年代
L4 旧版地図：昭和中期 国土地理院の謄本をデジタイズ，昭和40年代
L5 旧版地図：昭和後期 国土地理院の謄本をデジタイズ，昭和60年代
L6 旧版地図：平成 国土地理院の謄本をデジタイズ，平成20年前後
L7 標高陰影図（2種） 5m標高メッシュ（尾張），10m標高メッシュ（東海地域）
L8 都市計画基本図 名古屋市および各市の都市計画基本図
L9 航空写真 名古屋市都市計画写真地図（デジタル）
L10 建物用途現状図（4種） 名古屋市の図面（大正9年，昭和46年，平成18，23年）
L11 国被害想定（4種） 平成24年南海トラフ被害想定（震度，液状化 各2ケース）
L12 名古屋市被害想定（6種） 平成26年南海トラフ被害想定（震度，液状化，津波　各2ケース）
L13 浸水想定区域図（6種） 国交省中部地方整備局（愛知県下　6河川）
L14 内水ハザードマップ 名古屋市上下水道局
L15 ため池・集落・旧河道 旧版地図：明治よりトレースして筆者らが作成
L16 建物倒壊危険性（2種） 名古屋市住宅都市局
L17 道路閉塞危険性（2種） 名古屋市住宅都市局

L18 火災延焼の危険性 名古屋市住宅都市局

L19 火災避難の困難性 名古屋市住宅都市局

L20 土砂災害データ（5種） 愛知県建設部砂防課
L21 避難所・避難場所 名古屋市消防局  

 
 

表 3-2 用いたポイントデータ一覧 

データ名 地点数 画像数
今昔まちなみ写真の比較 24地点 48枚
尾張名所図会 46地点 約100枚
伊勢湾台風被害写真 98地点 約500枚  
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図 3-3 今昔まちなみ写真の比較の表示と解説の例 

 

 

 

図 3-4 伊勢湾台風被害写真の表示例 
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3.3 時空間 GIS による地域共助の推進 
3.3.1 地域コミュニティを対象としたワークショップの設定 

3.2 節で開発したシステムが，地域コミュニティの共助活動においてどのように活用されるか

を，実践を通じて検証する。実証実験のフィールドには愛知県幸田町深溝地区を設定した。当該

地区は，1945 年の三河地震を起こした深溝断層の痕跡が多く残る地域であり，災害教訓の収集

と活用が可能と考えたからである。また，地域コミュニティの活動も比較的行われている部類で

もある。実証実験は，深溝小学校 PTA と幸田町が共同で実施する防災まちあるきの一部として

執り行った。幸田町の地域特性を要約すると，南海トラフ巨大地震における揺れや津波の危険度

は県内で相対的に低く，一方で 2010 年の国勢調査に基づく高齢化率は，全国が 23.0%に対して

幸田町 17.1%と低く，さらに人口が増加傾向にあるなど，地域の活力は高い。また，東西南北に

約 10km の小さな範囲で標高が 5～439m と地形変化に富んでおり，普段から土砂災害の危険性

には比較的敏感である。以上のように，災害対策を考えるにあたって，愛知県内では恵まれてい

る状況にある自治体であるため，比較的前向きな意見交換が可能であると考えた。また，幸田町

全体の中において深溝地区は郊外にあたり，急激な開発や産業との関係などもなく，地域住民に

とっては将来像が描きやすい地区であると言える（図 3-5）。 
 

 
図 3-5 幸田町の地域特性（深溝地区は 5 番，幸田町資料に筆者加筆） 
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実証実験当日の流れは次のとおりである。まず，午前中は深溝断層周辺の防災まちあるきとし，

地域の危険個所や地形的特徴等を，改めて防災の視点から捉えなおすことにある。また，深溝断

層や三河地震による被害箇所（図 3-6）など，過去の災害遺構を改めて確認するという意味合い

も含まれる。参加者は全校生徒＋PTA の保護者であった。午後からは本システムをツールとして

用いたワークショップを実施し，各個人が地域で生活する上で感じる防災上の課題や，将来へ向

けて必要と考える対策について意見を出し合った。すなわち，地域コミュニティで活動を活性化

させる素地づくりに該当する。ワークショップの参加者は，午前中のまちあるきにも参加した

PTA の保護者と，小学校教員，高学年の生徒，幸田町職員からなる合計 22 名である。ワークシ

ョップの内容は，午前中のまちあるきを踏まえ，各個人の感じる課題や地域の特性について，DIG
のように地図上に表現することで共有するものである。その上で，将来の対策について話し合っ

た。 
このような取り組みによる目的は，システムおよびワークショップ手法がコミュニティの防災

活動に与える影響を評価するものである。分析手法は，ワークショップに用いる情報システムや

手法を，参加グループごとに変化させ，ワークショップ成果として取りまとめられた意見の内容

の差異を分析するものである。 
 
 

 

図 3-6 三河地震で被害を受けた寺を訪ねる際の様子 
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3.3.2 実証実験の詳細 
具体的なグループ間の差異について述べる。まず，参加者をなるべく平均的に 4 つのグループ

に分けた。以下では便宜上，これらをグループ 1 から 4 と称する。ワークショップに入る前に，

地震防災に関する講話を行った。グループ 1 と 2 は，三河地震による災害の様相をテーマに，幸

田町が被害を受けることに関する話題である。対してグループ 3 と 4 は，南海トラフ巨大地震の

被害想定をテーマに，愛知県全体が広域に被害を受ける中で，支援側に回る幸田町の立場を示す

ものである。その後，具体的な作業のフェーズに入り，地図上に想定される災害や，地域の特性

を記載していくマップ作りの作業を行った。その際，各グループにはワークショップ信仰をリー

ドするファシリテータを設定した。グループ 1 と 2 は都市計画系の研究者が，グループ 3 は幸田

町職員が，グループ 4 は地元の指導的存在として図 3-6 の寺院の副住職を設定した。またグルー

プ 3 と 4 には，都市計画系の研究者を補助で設定した。 
ワークショップに用いたツールも異なる。DIG による意見集約を基本としつつ，グループ 1

と 3 は，3.2.2 で収集したデータを，汎用的な GIS ソフトを用いて壁面に投影し，その内容を白

紙にトレースする方法を採用した（以下，壁面投影とする）。またグループ 2 と 4 は，本章で開

発した時空間情報 GIS をタブレット端末にインストールしたものを配布し，情報を都度閲覧しな

がら白地図上にプロットしていく方法を採用した（以下、タブレットとする）。マップを作製し

たのち，午前中のまちあるきで気づいた点を一人一人が報告し，グループ内で共有する作業を行

った。最終的に，将来の地震に対して不安に感じる点を 5 つに集約した。また，15 年後の将来

を視野に地域で行う対策について，共助，公助の視点から整理した。 
 

 
図 3-7 ワークショップのチーム分けと条件付与の詳細 
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3.3.3 ワークショップ成果に基づく評価 
以上の条件設定に基づき，ワークショップを実施した。図 3-8にワークショップの様子を示す。 
マップ作りおよび意見だしのフェーズにおいては，次のような差異が見られた。まずグループ

1 は，ファシリテータ（研究者）のリードによりテンポの速い進行が行われた。この際，ツール

（壁面投影）はあまり活用されておらず，研究者が持つ知識を活用した講話のような形式が取ら

れていた。グループ 2 は，やや進行が遅い反面，生徒・住民同士の対話が多い印象であった。ま

た小学校教員，幸田町職員からの積極的な発言も見られた。ツール（タブレット）は積極的に活

用されていた。グループ 3 ではツール（壁面投影）が積極的に活用され，またファシリテータ（幸

田町職員）によって参加者間でのコミュニケーションが積極的に喚起されていた。グループ 4 で

は，ファシリテータ（副住職）のリーダーシップにより参加者一人一人の意見が抽出された。ツ

ール（タブレット）の活用はやや低調であった。 
続いて，意見集約のフェーズでは，次のような差異が見られた。グループ 1 では，研究者的視

点による整理が行われ，スムーズな意見集約となった。各参加者とファシリテータの関係が 1 対

1 であり，住民間での意見のやり取りはあまり見られなかった。グループ 2 では，各参加者から

の小学生への問いかけを軸に，グループの意見が集約された。グループ 3 では，意見集約に最も

苦労した様子であったが，全員の協力により何とか形をまとめた。グループ 4 では，地域の中心

人物として一人一人の意見をこぼさず取り入れるという姿勢が強く見られた。集約された意見の

グループ間の違いを表 3-3 にまとめる。地域に対する不安の指摘については，いずれのグループ

も概ね共通した内容となっている。これは，用いたツールやファシリテータの特性に寄らず，地

域固有の災害脆弱性を，概ね正しく認識できていると解釈でき，本ワークショップが一定の成果

を上げたと考えられる。一方で，将来へ向けて実施する対策の宣言においては，グループ間で明

確な差が見られた。その傾向をとらえると，グループ 1 と 2 では共助対策において，災害前の情

報交換を重視しているのに対し，グループ 3 と 4 では極めて具体的な実践活動について言及して

いる。また，グループ 1 と 2 では公助対策についてリスク情報の提供を求めているのに対し，グ

ループ 3 と 4 では，地域全体の意識を底上げするような対策を求めている点に違いがある。 
 

 

表 3-3 グループ間の意見の違い 
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図 3-8 ワークショップの様子 

 
 

 
図 3-9 ワークショップ成果としてのマップ 

 

 
ワークショップ実施から得られる知見を，グループ間比較より整理する。表 3-4 に，グループ

ごとの特徴を比較した内容を示す。まず，ファシリテータの特性について見ると，グループ 1 お

よび 4 は強いリーダーシップを示しており，またグループ 1 および 2 は研究者のため防災専門知

識を有していた。これと比較する形でワークショップの進行内容を見ると，ファシリテータのリ
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ーダーシップが強いほど，住民間のやり取りが少なくなる傾向が見られた。また同様に，壁面投

影，タブレットともに，ツールの利用頻度が相対的に少なくなる傾向にあった。これは，強いリ

ーダーシップの下ではツールによる議論進行の補助があまり必要ないとも解釈できる。続いて，

ワークショップの意見集約プロセスについて見ると，グループ 1 および 2 は比較的苦労せず短時

間で終え，一方でグループ 3 と 4 は非常に苦労している様子が見られた。これは，防災専門知識

の有無，あるいはファシリテータ経験の有無と考えることもできるが，最も影響すると考えられ

るのは，地元住民か否かという点であると思われる。その根拠として，地元住民がファシリテー

タを務めたグループ 3 と 4 では，前述のとおり非常に具体的な共助対策を提案しており，住民同

士による議論が深まった可能性が指摘できる。 
続いて，実証実験の目的であるシステムの評価を考察する。ワークショップの成果からは，各

グループともに決定的な差を認めることが出来ない。これは，実証実験そのものが市民啓発事業

を兼ねているという制約により，成果の無いグループを作れなかったという事情もある。一方で，

ファシリテータのリーダーシップや専門知識の有無，地元住民か否かといった条件を補って一定

の成果を挙げたことには，ツールを用いたことの影響があったとも考えられる。実際の共助活動

を推進する取り組みでは，グループ 3 や 4 のような地元住民が中心となった活動が想定され，彼

らが専門家（ここでは研究者）とそん色のない成果を挙げられることは重要である。 
また壁面投影とタブレットの 2 つのツールについて比較すると，いずれもある程度有効であっ

たと考えられる。しかし，本研究で開発した時空間情報 GIS を搭載したタブレットには，次のよ

うな利点が認められる。まず，既存の DIG への追加が容易である。壁面投影はグループごとに

プロジェクターと投影スクリーンが必要であり，また投影するための GIS を制御するスタッフが

必要である。従って，グループが増えるほど運営者の負荷が高まり，グループあたりの人数が増

えるほど，参加者の多くは画面を見ているだけになってしまう。これに対してタブレットは本体

以外に機材を必要とせず，グループ内の参加者で手軽に使いまわしている様子が確認できた。ま

た，タブレットはワークショップ時だけでなく，普段の啓発・学習にも活用できる。 
 

 

表 3-4 ワークショップにおける群間比較の整理 
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3.4 実装で得られたデータに基づく時空間 GIS の検証 
3.4.1 地域活動拠点における実装 
 3.4 節では，開発システムを条件の異なる 4 地点に設置し，約 1 年間分のシステムログデータ

を対象として利用実績の分析を行った。以下に，各設置地点の概要を示す。なお，設置場所の管

理責任者がシステムの運用を自立的に行える段階まで実装がなされている地点を対象としてい

る。表 3-5 には各地点の特徴を示す。また図 3-10 には各地点の設置環境の様子を示す。これら

の分析は，筆者が利用状況を実際に観察し，横並びで比較したものである。 
a) 名古屋都市センター（愛知県名古屋市中区） 
 名古屋都市センターは名古屋市のまちづくりに関する調査研究および情報提供，人材育成を行

うシンクタンクである。名古屋都心部の乗換駅至近という好立地な環境に無料のライブラリーを

開設している。開発システムは受付付近の目立つ場所に設置されているが，常設の解説スタッフ

がいるわけでは無く，特に希望しなければ利用にあたってのサポートは無い。都市計画のシンク

タンクであることから，システムに内蔵されたデータに対する理解は高く，独自の解説資料も用

意されていた。 
b) 港防災センター（愛知県名古屋市港区） 
 名古屋市の運営する防災啓発施設として，港区役所に併設されている。施設の案内スタッフに

よる積極的なサポートが行われており，他の 3 施設とくらべて特筆される。また，専門的な内容

は含まれないが，わかりやすい操作説明ガイドが掲示されている事も利用を促進している。 
c) 天白区役所（愛知県名古屋市天白区） 
 天白区役所 3 階の総務課が管理する一角に防災減災コーナーを設置し，防災グッズ等の展示と

並んで開発システムが設置されている。他地点と違って施設自体が展示公開を目的としていない

ため，スペースや対応に限界がある。展示場所は目立たない通路脇の区画であり，特にスタッフ

の配置や解説の設置もない。この状況は，想定ユーザの一種である地方自治体が公開を行う場合，

典型的なパターンとなると考えられる。 
d) 名古屋大学減災館（愛知県名古屋市千種区） 
 名古屋大学東山キャンパス内に位置する公開施設であり，2 階のライブラリーにおいて開発シ

ステムを展示している。スタッフに声をかけない限り主だった利用サポートは無いが，関連の深

い古地図や歴史資料などの原本をすぐに閲覧可能な点が特筆される。 
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表 3-5 各設置地点の特徴 

 

 

 

図 3-10 各地点の設置環境の様子 

（左上：名古屋都市センター，右上：港防災センタ－） 

（左下：天白区役所，右下：名古屋大学減災館） 
 
 
3.4.2 位置情報ログによる閲覧地域の把握 
 開発システムでどの地域が多く閲覧されたかを設置地点ごとに比較するために，住所検索機能

の検索ログを分析した。検索ログとは，利用者が住所を入力し地図表示の移動が行われた時点で

移動先の緯度経度を記録するものであり，システム上でどの地域が閲覧されているかを示す指標

として用いる事ができる。なおログの種類としては後述する閲覧ログもあるが，検索ログが 1 回

のシステム利用に対して原則 1 回カウントするのに対し，閲覧ログは利用中随時追加されていく
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ため 1 回の利用に対して複数カウントされる。そのため，利用者一人当たりの利用時間の長短に

関係なく，どの地域が多く閲覧されたかを分析できる検索ログを用いることとした。 
表 3-6 に設置地点ごとの検索ログの集計結果を示す．地域の集計単位は名古屋市内については

区毎，市外については愛知県下を尾張（名古屋市を除く），海部，知多，西三河，東三河の 5 エ

リアに分類し集計した。表 3-6 の左側には検索処理の絶対数が示されており，これを見ると港防

災センターと減災館は名古屋市外も閲覧されているのに対し，他の 2 地点では殆ど市内のみであ

る。また天白区役所はほぼ区内の閲覧にとどまっている。この結果は，港防災センターと減災館

が名古屋市内に重点を置きつつ，愛知県下および県外の来場者も受け入れている事と，天白区役

所の来場者の大半が同区民である事に整合的であり，検索ログの内容は施設の利用実態を反映し

ているといえる。続いて，各区の閲覧数を設置地点間で相対的に比較するにあたり，各区・各エ

リアの人口で閲覧数を割り戻した。これは，母数となる区毎の居住人口に開きがあり，絶対数で

比較ができないためである。表 3-6 の右側は人口（千人）あたりの検索数である。これを見ると

都市センターは中区，港防災センターは港区，天白区役所は天白区，減災館は千種区が最も高く

なっており，いずれも設置地点の当該地域の閲覧割合が最も高い。それ以外では，都市センター

では熱田区，港防災センターでは中区と熱田区，減災館では中区の閲覧割合が多く，いずれも設

置地点の隣接区である。このことから，設置地点の近隣地域が特に閲覧されやすく，地域実装に

おいては設置地点の近隣地域から順にデータ整備を優先することが効果的であることを示唆し

ている。 
 

表 3-6 検索ログに基づく地域別の閲覧数 

都市C 港防災 天白区 減災館 人口（千人） 都市C 港防災 天白区 減災館

名古屋市千種区 33 77 6 196 164 0.20 0.47 0.04 1.20
名古屋市東区 16 28 0 20 78 0.21 0.36 0.00 0.26
名古屋市北区 26 31 4 28 163 0.16 0.19 0.02 0.17
名古屋市西区 19 47 0 24 149 0.13 0.32 0.00 0.16
名古屋市中村区 31 45 1 47 133 0.23 0.34 0.01 0.35
名古屋市中区 73 52 5 46 83 0.88 0.63 0.06 0.55
名古屋市昭和区 27 50 6 29 107 0.25 0.47 0.06 0.27
名古屋市瑞穂区 21 32 7 38 106 0.20 0.30 0.07 0.36
名古屋市熱田区 32 43 4 22 66 0.48 0.65 0.06 0.33
名古屋市中川区 24 89 0 20 220 0.11 0.40 0.00 0.09
名古屋市港区 24 188 1 24 147 0.16 1.28 0.01 0.16
名古屋市南区 30 21 4 21 137 0.22 0.15 0.03 0.15
名古屋市守山区 11 24 0 15 173 0.06 0.14 0.00 0.09
名古屋市緑区 17 50 6 36 242 0.07 0.21 0.02 0.15
名古屋市名東区 18 38 6 41 164 0.11 0.23 0.04 0.25
名古屋市天白区 32 37 87 28 163 0.20 0.23 0.53 0.17

都市C 港防災 天白区 減災館 人口（千人） 都市C 港防災 天白区 減災館

尾張 19 192 6 163 1885 0.01 0.10 0.00 0.09
海部 9 79 1 37 329 0.03 0.24 0.00 0.11

知多 5 60 1 48 621 0.01 0.10 0.00 0.08

西三河 13 130 4 160 1595 0.01 0.08 0.00 0.10

東三河 5 34 0 35 758 0.01 0.04 0.00 0.05

検索処理の絶対数 区内人口（千人）あたりの検索数
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3.4.3 閲覧ログによる参照情報の把握 
閲覧ログを集計することにより，どのレイヤがどれだけ閲覧されているかを分析した。閲覧ロ

グとは，地図表示の移動が完全に停止し 30 秒が経過した時点で，中心地点の緯度経度および表

示中のレイヤ種別を記録するものである。30 秒の猶予時間を設けたのは，次々に表示位置やレ

イヤを切り替える動作試験的な操作の記録をログから排除し，利用者が地図をある程度「読み解

こうとする」操作を記録したいと考えたためである。なお，閲覧ログはシステムを操作せずとも

30 秒毎に何度でも記録される。従って，レイヤの総閲覧時間ともいえる，どれだけ閲覧された

かの指標として用いる事ができる。ただし，5 分以上操作がなかった場合は利用が終了したもの

とみなし，その期間の閲覧ログは集計から除外するとともに，システムは初期画面へと移動する

ように設定した。なお，時間経過によって初期画面へ移動した際の記録は閲覧ログから除いてい

る。また，4 設置地点で結果を比較することを念頭に置き，閲覧地点が名古屋市内のデータのみ

を分析の対象とした。 
表 3-7 に閲覧ログの集計結果を示し，表の左側部分が，レイヤごとの閲覧ログ件数の絶対値を

表している。いずれの設置地点においても，よく閲覧されているレイヤとそうでないレイヤの傾

向が見て取れる。次に設置地点間でこの傾向を比較するべく，設置地点毎に閲覧ログの合計件数

で各値を割戻し，閲覧の割合を算出した。表 3-7 の右側部分が各設置地点における閲覧の割合を

示している。こうして算出した設置地点別のレイヤ閲覧傾向を図 3-11 に示す。 
図 3-11 からは，港防災センターとそれ以外の 3 地点で傾向が異なる事がわかる。後者の 3 地

点については，明治と平成の旧版地図が突出して割合が大きい傾向がある。2 章で示したように

開発システムのコンセプトは過去と現代を比較することにあり，開発側の意図が利用シーンに反

映されていることを示す結果であるといえる。次いで航空写真，その次に名古屋市被害想定の割

合が大きい。仮説として，航空写真は現代の土地利用を示す資料として平成の旧版地図を補うよ

うな位置付けで利用されており，名古屋市被害想定は土地利用の変遷を把握した後，ハザードの

大小との対比に用いているのではないかと考えられる。この点については，3.4.5 項において追

加で検証を試みる。一方，港防災センターの傾向がこれと一致しない理由については，現地調査

により 3.2.1 項に示すブックマーク機能の利用にあると判明した。港防災センターでは，現地の

運用担当者によりシステムの初期画面が地図表示ではなくブックマーク画面に変更されており

（図 3-12），多くの利用者がブックマークを使ってシステムを利用していた。またブックマーク

内容も担当者により適宜変更されており，その内容は標高陰影図や名古屋市被害想定等，港防災

センターで展示しているテーマを前面に押し出したものであった。以上より，担当者の運用意図

が利用シーンに明確に反映されていることがログの分析結果から見えてきた。このことから，本

システムは現地で求められるニーズに応じたカスタマイズが可能である事が示された。これは地

域実装にあたり，利用目的を明確にし，適切なカスタマイズを施すことで利用結果が大きく異な

るという知見である。 
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表 3-7 閲覧ログに基づく閲覧レイヤの内訳 

レイヤ名称 都市C 港防災 天白区 減災館 都市C 港防災 天白区 減災館

旧版地図：明治 2281 755 670 2830 24.4% 6.5% 28.9% 33.7%
旧版地図：大正 398 1452 58 187 4.2% 12.5% 2.5% 2.2%
旧版地図：昭和初期 397 132 53 200 4.2% 1.1% 2.3% 2.4%
旧版地図：昭和中期 307 130 51 200 3.3% 1.1% 2.2% 2.4%
旧版地図：昭和後期 229 112 38 147 2.4% 1.0% 1.6% 1.7%
旧版地図：平成 2714 1242 532 2950 29.0% 10.7% 23.0% 35.1%
標高陰影図（2種） 258 1291 33 309 2.8% 11.1% 1.4% 3.7%
都市計画基本図 112 145 48 85 1.2% 1.2% 2.1% 1.0%
航空写真 1045 3065 316 485 11.2% 26.4% 13.7% 5.8%
建物用途現状図（4種） 160 128 55 67 1.7% 1.1% 2.4% 0.8%
国被害想定（4種） 119 163 49 213 1.3% 1.4% 2.1% 2.5%
名古屋市被害想定（6種） 369 1837 134 159 3.9% 15.8% 5.8% 1.9%
浸水想定区域図（6種） 130 454 35 136 1.4% 3.9% 1.5% 1.6%
内水ハザードマップ 69 87 24 163 0.7% 0.7% 1.0% 1.9%
ため池・集落・旧河道 254 278 36 249 2.7% 2.4% 1.6% 3.0%
建物倒壊危険性（2種） 71 56 40 9 0.8% 0.5% 1.7% 0.1%

道路閉塞危険性（2種） 37 38 11 0 0.4% 0.3% 0.5% 0.0%

火災延焼の危険性 75 66 23 3 0.8% 0.6% 1.0% 0.0%

火災避難の困難性 41 36 16 0 0.4% 0.3% 0.7% 0.0%
土砂災害データ（5種） 113 58 54 5 1.2% 0.5% 2.3% 0.1%

避難所・避難場所 186 96 39 6 2.0% 0.8% 1.7% 0.1%

合計 9365 11621 2315 8403

絶対数 合計に対する割合

 

 

 

 

図 3-11 設置地点ごとのレイヤ閲覧傾向 

 



 

 64 

 

図 3-12 港防災センターのブックマーク画面 

 
 
3.4.4 クロス集計による地域ごとの参照情報分析 

続いて，閲覧ログを詳細に分析し，「どの地域で」「どのレイヤが」閲覧されているかというク

ロス集計を行う。前節の分析で，通常の地図画面を初期表示とした 3 地点と，ブックマーク画面

を初期表示とした港防災センターでは利用のされ方が大きく異なっていた事が明らかになった。

そこで，前者 3 地点の代表として都市センターのログを分析し，港防災センターの結果と比較す

ることにより，開発システムの詳細な利用傾向を把握する。 
 表 3-8 に，都市センターの閲覧地域と閲覧レイヤのクロス集計を示す。セルの背景に色付けさ

れているバーは，表全体の中での該当セル値の相対的な大きさの目安を示している。この表を用

いて，地域間で閲覧されているレイヤの傾向に差があるかどうかを分析するためには，地域ごと

の閲覧数を基準化しなければならない。そこで，各区の閲覧数合計がそれぞれ 1000 件となるよ

うに基準化を行った。 
表 3-9 は都市センターのログをクロス集計し基準化したものである。まず旧版地図：明治につ

いては，港区の値が少ない事が注目されるが，港区は埋め立てにより造成された区であり，そも

そも明治時代には殆ど土地が存在していなかったため当然といえる（表中①）。旧版地図：昭和

中期はちょうど伊勢湾台風が発生した時期であり，値の大きな港区，中川区，南区などは大きな

被害を受けた地域である（表中②）。航空写真については港区，天白区，名東区，守山区の値が

比較的大きい（表中③）が，これらは近年も埋め立てや土地の造成によって大きく土地利用が変

化している地域であり，最新の土地利用を確認していると解釈できる．名古屋市被害想定は中川

区と港区の値が高い（表中④）が，いずれも地震被害想定の結果が厳しい地域である。ため池・

集落・旧河道について，値の大きい南区，名東区，瑞穂区（表中⑤）はかつて多くのため池が有

ったが今では殆ど残っていない地域である。土砂災害データの値が高い天白区（表中⑥）は土砂

災害の危険性も高いが，他に例えば緑区なども危険性は高いものの値としては現れていない。以
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上を踏まえると，地域間のレイヤ閲覧傾向の差は，それだけの要因ではないにせよ，各地域の災

害特性に関連付けて説明することがある程度可能であるといえる。 
これに対し，表 3-10 は港防災センターのログをクロス集計し基準化したものである。この表

からは，表 3-8 から読み取れるような地域の災害特性とレイヤ閲覧傾向の関連が見いだせない。

さらに，例えばため池・集落・旧河道において昭和区だけが極端に高い値を示す（表中①）など，

地域の災害特性だけでは説明のつかない傾向が現れている。このような傾向も，前述の初期表示

がブックマーク画面である事が主な原因であると推察できる。例として，港防災センターのブッ

クマークには「ため池と液状化可能性を見る（昭和区杁中周辺）」が登録されており，これがロ

グに現れていると考えられる。 
以上の分析から得られる知見を纏める．都市センターのように地図または住所から地域を選び，

その上で閲覧するレイヤを選択するような使い方では，当該地域の災害特性に関連の深いデータ

が選択される傾向にある．反対に港防災センターのように，まずブックマーク機能を利用して閲

覧するレイヤを選択し，その上で任意地域へ移動するような使い方では，運用担当者の見せたい

データへと誘導される傾向にある．いずれかが好ましいというわけではなく，設置地点の来場者

特性やシステムの設置目的に応じて選択する必要が有るといえる． 
 
 

表 3-8 閲覧地域と閲覧レイヤのクロス集計（名古屋都市センター） 
レイヤ名称 千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区 緑区 名東区 天白区

旧版地図：明治 288 77 79 70 173 312 188 180 226 140 48 154 58 92 79 117
旧版地図：大正 66 18 8 23 24 83 17 33 40 9 14 21 3 14 19 6
旧版地図：昭和初期 64 15 26 15 21 78 26 23 38 17 11 12 8 8 19 16
旧版地図：昭和中期 38 10 9 7 23 43 11 19 21 30 36 28 1 3 15 13
旧版地図：昭和後期 31 4 9 4 30 42 12 12 19 12 16 15 9 3 2 9
旧版地図：平成 401 95 104 77 200 402 215 191 262 192 124 107 67 121 76 80
標高陰影図（2種） 18 3 14 5 11 80 8 9 37 12 13 16 3 4 9 16
都市計画基本図 14 1 8 3 7 29 10 6 9 2 5 11 2 0 3 2
航空写真 77 25 26 23 65 188 82 59 87 50 105 41 30 20 49 118
建物用途現状図（4種） 3 8 22 0 10 28 4 8 14 6 1 28 5 0 1 22
国被害想定（4種） 21 2 7 6 9 22 8 5 6 8 3 5 1 9 3 4
名古屋市被害想定（6種） 28 8 16 6 36 65 10 10 45 52 34 31 3 5 5 15
浸水想定区域図（6種） 4 4 15 9 10 8 2 3 11 26 10 4 5 6 1 12
内水ハザードマップ 1 1 2 4 1 14 8 8 7 3 2 11 2 1 2 2
ため池・集落・旧河道 22 2 7 10 18 23 16 27 13 13 9 64 1 0 15 14
建物倒壊危険性（2種） 1 1 9 9 9 6 6 2 5 4 3 4 0 0 1 11

道路閉塞危険性（2種） 2 1 0 2 5 2 4 1 6 3 0 1 1 1 2 6

火災延焼の危険性 1 2 1 1 5 10 8 3 6 4 10 13 3 0 2 6

火災避難の困難性 1 1 1 0 7 8 2 2 5 7 3 2 0 0 0 2
土砂災害データ（5種） 2 2 0 1 1 9 10 9 4 5 16 5 6 3 3 37

避難所・避難場所 8 5 6 7 9 44 14 4 11 9 20 9 0 11 13 16

合計 1091 285 369 282 674 1496 661 614 872 604 483 582 208 301 319 524 
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表 3-9 閲覧数で基準化したクロス集計（名古屋都市センター） 

 

 

表 3-10 閲覧数で基準化したクロス集計（港防災センター） 

 

 
 
3.4.5 ネットワーク図を用いた参照情報組み合わせの分析 

本節では閲覧ログを利用して，本システムの特徴である GIS 画面を 2 つに分割し今昔の地図

や各種レイヤの比較を行う機能が，どのように活用されているかを分析する。システムにおいて

2 画面表示を行っている間は，閲覧ログに左右 2 つのレイヤが同時に記録される。このデータを

利用して，あるレイヤ（A）と別のレイヤ（B ）が同時に閲覧されている件数を，ノード A とノ

ード B のリンクの強弱の指標と解釈し，ネットワーク分析の手法を用いて図化する。この時 A
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と B のリンクは，2 つのレイヤの組み合わせで左右の表示を入れ替えても意味としては同等で

あるとし，方向性の無いネットワークとして取り扱う。 
 図 3-13から図 3-16に，各設置地点の 2画面表示におけるレイヤ間の関係の強さを示す無向グ

ラフを示す。ノードである黒丸がそれぞれのレイヤを示しており，L1 から L21 の ID は表 2-1
で示したレイヤ一覧に対応する。ノードを結ぶリンクの太さが，関係の強さを示しており，ここ

では太い線で結ばれているほど 2 画面表示で同時に閲覧されている事を示している。 
図 3-13 都市センターの結果である。L6（旧版地図：平成）が中心的な位置を占めているのは

位置を把握するための基盤図として用いられているものと解釈できる。そこから L1～L4（各年

代の旧版地図）へと太いリンクが伸びており，今昔の土地利用の変遷を確認していることが分か

る。もう一つの中心として L9（航空写真）があり，これも基盤図として用いられているほか，

L20（土砂災害データ）や L21（避難所・避難場所）とリンクしているのが L6（旧版地図：平

成）との違いであるとも読み取れる。その他，L15（ため池・集落・旧河道）が各年代の旧版地

図とリンクしており，地形改変を伴う開発がどの年代で実施されたかを確認するような使われ

方がされていると読み取れる。 
 図 3-14は港防災センターの結果であり，図 3-13とは大きくネットワーク形状が異なっている。

L6（旧版地図：平成）および L9（航空写真）が基盤図として中心的な位置を占めているのは共

通であるが，L7（標高陰影図）や L12（名古屋市被害想定）もかなり中心的な位置にあり，災

害リスクを認知するような使われ方となっている。特に L12（名古屋市被害想定）と L15（ため

池・集落・旧河道）が強くリンクしているのは，ハザードの素因として土地利用の変遷を位置づ

けるような説明がなされていると期待され，本システムのコンセプトがある程度活かされている

事を示している。ネットワーク全体の構造としては，上記のような主要レイヤが核となるコミュ

ニティを形成し，その下にそれぞれのレイヤがぶら下がるような形状をしている。この点は，比

較的網目状のネットワーク形状をしている図 3-13 と異なっており，この点からも都市センター

と港防災センターにおけるシステム利用状況が異なることが伺える。 
図 3-15 は天白区役所の結果を，図 3-16 は名古屋大学減災館の結果を示している．いずれも図

3-13 や図 3-14 に比べて単純なネットワーク構造を有しており，これはレイヤの組み合わせパタ

ーンが限られている事を示している．中心となっているのは L1（旧版地図：明治），L6（旧版地

図：平成）であり，それらを基盤図として L7（標高陰影図），L9（航空写真），L12（名古屋市

被害想定）等が組み合わされている．必ずしも組み合わせが多いほど高度な利用であるとは限ら

ないものの，一人の利用者にとってみれば受け取れる情報の種類が限られているという事であり，

より深く学ぶための手引きを用意する等，運用上の工夫の余地があるとも解釈される．  
 本システムで最も意図したものは、過去と現代の地図の相関の表現であり、そこから地形や

土地利用の変遷を知る事である。図 3-13から図 3-16の分析からは、この目的は概ね達成された

といえる。一方で、本システムを通じて地域が有する災害危険度を把握することも大きな目的

であるが、例えば天白区役所の例などでは全く達成されていないと言える。この原因は、個人
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の災害危険度へと関心を向けるレイヤが不足していることも一因であるが、港防災センターの

例では一定程度成功していることから、システムの見せ方や操作を補助するための工夫によっ

ても改善できるものと考えている。 
 

 

図 3-13 2画面表示におけるレイヤ間の関係の強さを 

示す無向グラフ（名古屋都市センター） 

 

 

図 3-14 2画面表示におけるレイヤ間の関係の強さを 

示す無向グラフ（港防災センター） 
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図 3-15 2画面表示におけるレイヤ間の関係の強さを 

示す無向グラフ（天白区役所） 

 

 

 

図 3-16 2画面表示におけるレイヤ間の関係の強さを 

示す無向グラフ（名古屋大学減災館） 
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3.5 時空間 GIS の普及展開へ向けた課題整理 
 
 ここまでの分析で得られた開発システムの利用実態と地域実装のポイントに関する知見を踏

まえ，システムをさらに普及展開していくための課題を洗い出すべく，意向調査を行った。対象

は名古屋市および近隣市町村の 39 自治体である。将来展望として，減災のための学習・検討ツ

ールとして自治体の役所に設置することを想定し，既設の 4 地点と同様に自治体が主体的に管

理・運用していく地域実装のスタイルを前提とした上で，そのための課題などを調査した。調査

形態は名古屋都市センターから各自治体の担当者へのメール送付による質問紙調査で，回答率

は 34/39（87％）である。 
 
 
3.5.1 システムへの期待に関する項目 

開発システムの機能および活用事例，地域実装の事例についての説明資料を添えた上で，シス

テムをどのように活用できそうかという担当者のイメージを質問した。回答方式は，こちらが提

示した選択肢の中から複数回答で答えるものであり，選択肢および回答数は表 4-1 に示すとおり

である。選択肢の中に都市計画にまつわる事例が多く含まれるのは，回答者の多くがまちづくり

に携わる行政担当者である点を考慮し，なるべく多様な意見を引き出すためである。教育・啓発

目的の利用としては番号 3 の回答数が多い反面，番号 10 は低調となっているため，学校教育向

けにはより平易な教材が求められている可能性がある。住民向け地域ワークショップツールとし

ては番号 2，7 が該当し，具体的な地域活動を支援するツールとしての期待が高いことが伺える。

番号1と4は都市計画マスタープランの前段階としてのビジョンやコンセプトの検討に用いる案

であり，行政や専門家によるワークショップツールのイメージに近い可能性がある。反面，番号

5，6，8，9 等は低調であり，個別具体の課題解決へ向けては期待が低い。番号 11 は，システム

が有するオンライン地図データベースとの通信機能を利用し，他自治体と地図情報を共有する事

への期待であると考えられる。以上を総括すると，教育ツールとしてもワークショップツールと

しても，より具体的な利用シーンを想定し機能を作りこんでいくことが求められているといえる。 
 続いて，開発システムを具体的に活用したいと考えるかという質問について，回答結果を表

4-2 にまとめる。積極的な活用の意思を示す自治体と，条件を精査する自治体，活用に後ろ向き

な自治体でおよそ 3 分される結果となった。 
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表 4-1 システム活用のイメージ 

番号 選択肢 回答数

1 市町村全体の防災・減災計画の検討・作成 25

2
学区や町内会等の地区レベルに関わる防災避難
マップの検討・作成

28

3 防災・減災に関わる啓発活動 23

4
行政区域を越えた広域的な視点からの総合的な
まちづくりの検討

13

5
都市計画マスタープランや立地適正化計画等の
検討・作成

5

6 地区レベルのまちづくり検討 3
7 住民との様々なワークショップでの活用 17
8 区画整理事業計画や都市再開発計画の検討 0
9 住宅開発や企業・工場誘致の検討 2

10 学校における社会教育分野への活用 5
11 隣接する自治体との情報共有 12
12 その他（自由記載） 0

133合計  

 

 

表 4-2 システムの利用意向 

利用意向 回答数
活用する 13
活用を検討する 12
分からない 9
活用しない 0
合計 34  

 
 
3.5.2 システム導入にあたっての課題に関する項目 

表 4-2 の質問で検討する，あるいは分からないと回答した自治体に対しては，検討するための

条件あるいは分からないとする理由を追加で質問した。 
 検討すると回答した 12 の自治体について，10 自治体から費用面が条件となるというコメント

があった。特に初期導入に加えてランニングコストの確保が難しい状況にあり，長期的に必要な

費用の見通しをつける事が不可欠であるといえる。この点に関する解決案としては，複数自治体

で協力してシステムを導入することである。サーバ資源はクラウドサービスを共同利用すること

で費用を分担し，サーバ環境に付随する維持管理契約も一つにまとめてしまう方が遥かに効率的

である。そのような体制を取るためには，基礎自治体の枠を超えた広域の連携体制を構築し，相

互の信頼関係を醸成しておく事が求められるといえる。 
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 一方，分からないと回答した 9 自治体のうち 4 自治体が費用面での懸念を示した。それ以外の

理由としては情報システム管理部門との調整や，既存の情報システムの存在，活用方法の具体化

等が挙げられた。これらの課題一つ一つは重要であるが，解決へ向けては成功事例を積み上げる

ことが速道であると考えている。すなわち，隣接する自治体で導入し成果を挙げている実例があ

れば，導入へ向けた強い後押しになりうるのではないかという提案である。そのためには、一つ

一つの自治体に点でアプローチするよりも，特定の地域に対し面的にアプローチし，うち 1 つで

も 2 つでも導入に成功する自治体が出現することで，地域としての導入につながっていくと考え

ている。 
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3.6 3 章のまとめ 
 
本研究では，地域における今昔の比較情報や災害教訓を被害軽減に結びつけることを念頭に，

システムの開発とその地域実装，および効果測定を行った。その結果，時空間 GIS を地域で活

用し，運用していく可能性を示し，そのための知見を得ることができた。従来の類似システムに

おける有効性評価が定性的，あるいは一面的なデータに基づく定量的評価にとどまっていたのに

対し，本研究では多様かつ大量のログデータを活用する事でより詳細に利用実態を把握すること

ができた。その結果，システムの改良や運用の改善に繋がる知見を得ることができた。さらに，

開発システムの普及を促進するための，想定するユーザに対する意向調査を行い，普及展開へ向

けた課題を抽出することもできた。本章で提案するシステムでは多数のレイヤを用いている。こ

こでは，その基本的な構成として「①地域の様相を把握するための詳細なベースマップ」「②地

域の災害危険度を把握するためのハザード・リスク情報」「③①と②の相関を説明するためのデ

ータ（今昔の比較）」の 3 点に整理できる。本システムでは特に③を導入し，その効果を示した

点が新しいと言える。一方，データ公開の観点から②のリスク情報については個別建物データの

公開に課題が残った。 
 本文中でも一部示したが，今後はより個別具体の利用シーンに合わせて活用可能にするなど，

システムをカスタマイズしていく予定である。また，そのような過程では教育・啓発効果の定量

評価を試みる予定である。さらに，システムの普及展開のためには行政区画を超えた地域連携を

進めていくことも重要と考えている。また，本章のシステムは，名古屋市およびその周辺地域に

おいて，長年にわたり都市や町のグランドデザインに関わるアプローチを行っている「名古屋都

市センター」と共同で開発を行っており，ここで得られた成果は，具体的な地域のまちづくり活

動へと還元されている。これまで，GIS を用いた情報の統合化としては，米国 FEMA のような

中央官庁による総合的な危機管理において取り組まれてきた。我が国でもその必要性は認識され

つつ，組織を横断した情報の集約には至っていなかったと言える。一方，本章で提案したシステ

ムでは，「地域共助」を切り口に，行政機関や研究機関，市民が有する情報の集約を行った。そ

の過程では，これまで市民向けに提供されてこなかった行政データや研究データが，市民にとっ

ても有益な情報となる事が，ワークショップや防災学習展示を通じて示された。しかし，本研究

の試みは極めて探索的であったため，効率的・効果的な情報集約の方法論構築については今後の

課題である。一方，GIS 上に過去と現在，将来の災害像など時間軸の概念を持ち込んで整理した

方法は，市民による有効活用がなされたことから一定の効果を挙げたと考えられる。今後は，本

システムを異なる特性を持つ複数地域に展開し，事例を蓄積していく中で，手法の一般化を行う

必要がある。 
なお，本システムは OS に依存しないマルチプラットフォームの実行形式を採用している。従

って，ソフトウェアは数年以上にわたって利用していくことが可能であるが，表示デバイスの進
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歩がそれを上回る可能性がある。例えば，プロジェクションマッピングのような多様な対象への

情報投影，スマートグラスのようなウェアラブルデバイスなど，従来の液晶画面とは全く異なる

表示デバイスでの利用が見込まれる。その際には，左右二画面での今昔比較という本システムの

根本的な構成を再考する必要がある。 
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第 4 章 
災害初動対応のためのリアルタイム情報共有 

 
 
 
災害発生の最中およびその前後において，適切な初動対応をとることは，被害の軽減において

極めて重要な意味を持つ。一方，時間的，リソース的に切迫した初動対応期には，対応を最適化

するための災害情報の共有が欠かせない。しかしながら，これまで災害が発生する度に，災害情

報の共有は「課題」として指摘され続けてきた状況にある。このような背景には，情報共有を行

うための技術的な課題と，技術を活用するための社会的な課題の二つが指摘できる。 
 
本章ではこのような課題に対し，既に普及した技術を中心に活用することで，地域社会が容易

に情報共有を行う事の出来るシステムを開発した。システムの開発に当たっては，既往研究や先

行事例を参考にシステムが備えるべき機能を分析し，平常時と災害時の連続性，情報の双方向性，

即時性，組織横断についてフォーカスした。さらに，開発したシステムを利用場面，利用主体の

異なる様々なケースにおいて利用し，その結果を分析した。これにより，地域社会が情報共有シ

ステムを活用するために必要となる，制度・枠組みに関する考察を行った。 
本章のオリジナリティは，情報共有システムそのものよりも，それらを多様な場面で活用して

得られた知見にある。システムは今後の情報技術の進歩により，まったく別のものに置き換えら

れる可能性が相当に高い。しかしながら，システムを用いて地域で情報技術を行う際の知見は，

今後の研究開発においても参考になると考えられる。 
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4.1 地域社会における情報共有に関する考察 
4.1.1 災害初動対応における情報共有 

南海トラフ巨大地震が発生した場合，その被害は，地域社会における対応能力を大きく上回る

ことになる。このことは，災害時の特に初動対応において，対応を選別し，優先順位付けを行う

事が不可欠であることを示している。優先順位付けに当たっては，どこでどのような被害が生じ

ているか（生じる見込みであるか）や，被害に対してどのような対応がなされているか（なされ

る予定か）といった具体的な災害情報を総合的に活用しなければならない。また，関係機関で役

割を分担し，対応資源を融通しあうためにも，災害情報の共有化は欠かせない。このように，災

害初動対応における情報共有は，被害軽減において極めて重要な役割を担っている。 
しかしながら，現在でも災害が発生する度に，情報共有にまつわる課題が必ずと言ってよいほ

ど指摘される。その背景には，次の 2 つの課題が指摘できる。 
一つは，災害情報の量とそれを扱う側の情報対応能力のミスマッチである。災害期の規模が大

きくなればなるほど，対応すべき項目が増加し，必然的に取り扱うべき災害情報の量が激増する。

地域社会において災害情報を取りまとめ，関係機関に伝達する中心的な役割を担っているのは，

基礎自治体である。従って，こちらは災害の規模が大きくなればなるほど，情報に携わることの

できる人員が相対的に減少していく。その結果，適切な初動対応が欠かせないような激甚な災害

であればあるほど，迅速な情報共有は現実的に不可能となっていく。このような問題は阪神淡路

大震災以前から廣井 49)も指摘しており，災害情報をめぐる根本的な課題の一つと言える。 
もう一つは，そもそも大量の情報を共有するためのプラットフォームが地域に整備されていな

いという問題である。仮に，前述のミスマッチが解消したとしても，大量の情報を分類・整理し

参照可能にするためには，情報システムを活用することが不可欠である。また，そもそも他機関

と情報を共有するための仕組みが無ければ，他機関向けの情報を収集することは考えられないし，

他機関でどのような情報が収集されているかを意識することも考えにくい。このような指摘は，

後述する複数の既往研究における，災害情報システムの開発と検証の中でもなされている。 
 
以上から，初動対応における災害情報共有の重要性は強く認識されつつも，さらに言えば阪神

淡路大震災以降システムの研究が行われつつも，いまだ十分な情報共有がなされる状況にはない

と結論づけられる。 
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4.1.2 災害情報共有システムに求められる要件 
 次に，前項のような課題に対して，災害情報システム研究の立場からどのようなアプローチが

提案されているかを概観し，災害情報共有システムに求められる要件について整理する。 
 
 災害時情報共有の課題を考える上では，現状の情報の流れを把握しておくことが重要である。

例えば，自治体の業務は高度化・効率化され，担当課ごとに「縦割り」と呼ばれる独立した状態

にある。従って，平常時の情報の流れも担当課内にとどまり，相互に利用可能な状態にそもそも

ない。また，自治体の取り扱う情報も徐々に電子化が進み，部署によっては平常時の業務に専用

の情報システムが用いられている場合もある。当然，このようなシステムも，他課や他システム，

あるいは他機関との連携を想定して作られてはいないことになる。 
 ここから災害時の情報共有を考えれば，自ずと縦割りの情報管理と，それに従って作成された

情報システムがボトルネックとなり，迅速な情報共有に支障が出ることは避けられない。このよ

うな指摘は廣井 50)らも行っており，組織横断型の情報共有システムを導入することで，災害時の

情報伝達が加速されることが実証実験から示されている。 
また自治体の場合，災害時は市町村から県へ，県から国へという上位機関への報告業務が発生

する。このような報告は情報共有という意味では重要ながら，平常時の枠組みではないため，現

場の職員に大きな負荷を与えることになる。さらに言えば，集約された情報が下位機関へとフィ

ードバックされるような枠組みにはなっておらず，具体的には隣接市町村の被害状況などがほと

んど入ってこない状況にある。鈴木ら 51)はこのような問題意識に基づいて，過去の災害対応事例

から情報の処理フロー図を作成し，あるべき情報処理の流れを示した。このような事例からも，

情報共有の双方向性については重要であると言える。 
さらに近年では，情報通信技術の進歩により新たに活用できる情報が生まれている。例えば，

カーナビゲーションシステムを通じて収集される道路交通情報，いわゆるプローブデータは，平

常時から活用されている情報である。今や災害情報の主体は行政機関に限ることなく，このよう

な民間事業者が有する情報を適切に活用することで，災害対応の高度化を図ることが可能であろ

う。秦ら 52)はプローブ情報の活用について，新潟県中越沖地震の時点から着目し，その活用へ向

けた検討を行っている。その中では，プローブ情報のような俯瞰的な情報と，個別の被害情報の

ようなピンポイント情報の連携の重要性を指摘している。 
 また，利用者側の視点に立てば，システムに対して十分に習熟している事も欠かせない要件で

ある。災害時の利用を想定した場合，時間的・精神的な余裕のない中で，正確にシステムを使い

こなすためには，普段からシステムを利用し，操作が身についている事が望ましいと考えられる。

このような考察は，東日本大震災以降の災害時における，SNS（Social Networking Service）
を用いた災害情報の流通からも指摘できる。SNS を通じて，被災地内外の情報が即時に伝達さ

れた理由は，twitter，facebook，LINE 等のサービスが多くの人にとって，普段使いの情報共有

システムとなっているからに他ならない。 



 

 78 

従って，災害情報共有システムが実際に活用されるためには，普段から同じシステムを利活用

していくための機能と，その利用シナリオが必要であると言えよう。同様の指摘は多くなされて

おり，中野 53)らは平常時と災害時の「連続性」の重要さを指摘したうえで，オープンソースソフ

トウェアを利用した災害情報収集システムを提案している。しかしながら，そのような連続性を

有したシステムは決して多くないのが実情である。市居ら 54)の調査からも，既存の自治体防災情

報 GIS には，利用者への配慮不足が指摘され，その中には普段の利活用方法が課題として挙げ

られている。また塚田ら 55)は，災害時孤立集落を想定した地域内情報共有システムを提案し，実

証実験を通じて，平常時からのシステム利用が災害時においても有効に働くことを示している。 
このように，災害情報共有システムはヒューマンインタフェースの観点からも平常時と災害時

の連続性を有している必要がある。さらに付け加えるならば，自治体の予算規模が縮小する中，

いつ来るかわからない自然災害に備えて，情報システムを維持管理し続けることは困難になりつ

つある。このような状況を踏まえれば，平常時から有益に活用され，維持に投資し続ける理由を

有する事が，システムの普及には欠かせないとも指摘できる。 
 
以上を整理するならば，災害情報共有システムに求められる基本要素として「即時性」「双方

向性」「組織横断」のキーワードを挙げることが出来る。本章ではさらに利活用の面から，平常

時と災害時の「連続性」を加え，これらを開発するシステムの要件と設定した。 

 

 

4.1.3 災害初動対応高度化へ向けたアプローチ 
 前項で設定したシステム要件は，既往研究として挙げた事例からもわかる通り，阪神淡路大震

災以降，一連の情報共有システム研究の流れの中で積み重ねられてきたものである。その実績と

して，多数の試作システムが提案され，実社会における実証実験も積極的に実施されてきた。に

もかかわらず，本章冒頭の問題意識にあるように，未だに災害が発生する度，情報共有が課題と

して指摘されている。その理由は，研究成果としての試作システムや実証実験を通じて得られた

知見が，十分に社会に実装されていないからであると考えられる。そのような原因を，本節では

二つの仮説として提示する。 
 
 一つ目の仮説は，用いられている情報通信技術の普及面での課題である。情報通信技術に限ら

ず，技術はアイディアレベルから萌芽期をへて，普及・一般化し，レガシー化して置き換えられ

ていく。このような観点から，特に阪神淡路大震災以降の 10 年間に提案されたシステムについ

て見ていくと，当時は萌芽期にあった技術を多数用いているものが散見される。例えば，モバイ

ルネットワーク通信や，GPS 端末，タブレット型端末等が該当する。このような技術を組み合

わせたシステムは，理論上は問題なくとも，システムの調達性，安定性，メンテナンス性等の面

から，実際の現場に導入し運用していくことには無理がある。また，萌芽期のデバイスは，数年
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以内により高性能で安価・安定な普及型デバイスに置き換わる運命にあり，そのような少し先を

見据えた「待ち」の判断も，萌芽期の技術を用いたシステムが社会に導入されない理由と考えら

れる。 
 もう一つの仮説は，システム利用を前提とした社会の仕組みづくりがなされていないという課

題である。いかなる情報システムも，利用者側の「受け入れ態勢」が整っていない限り，活用さ

れることは無い。災害情報共有システムについて言えば，どのような情報を，どのような範囲で，

いつの時点で共有するかといった社会的取り決めがない限り，システムが活用されることはあり

得ないと言える。ところが，関係機関が集まって実際にそのような議論を始めようとする場合，

何らかの「たたき台」となるシステムが無ければ，具体的な議論に踏み込めないことは容易に想

像できる。従って，一つ目の仮説と裏表の関係として，現実的に導入できそうなシステムが存在

しなければ，このような仕組みづくりも進まないと考えられる。 
 
 本章におけるアプローチは次のとおりである。まず，4.1.2 項で整理した要件に基づき，現状

の情報通信技術においてすでに普及・一般化している素材（デバイス，ソフトウェア，データ，

サービス）を活用して，情報共有システムを開発した。次に，このような「普及可能性」に配慮

したシステムを用いて，平常時／災害時の両面における実証実験を行い，課題を洗い出すことで

システムの高度化を図った。その上で，災害時の初動対応を前提とした地域社会への導入へ向け

て，ヒアリングやアンケートを元に課題や必要となる取り決めを整理した。 
 本章で開発したシステムは，既往研究の知見と，既に普及している技術を使ったものである。

従って，ここでの新規性はシステムそのものにあるのではなく，むしろそれを地域へ実装するに

あたり必要となる知見を整理した点にある。 



 

 80 

4.2 携帯情報端末を活用したリアルタイム情報共有システム 
4.2.1 携帯情報端末アプリケーションの開発 

開発したシステムは，スマートフォンアプリケーションを核としている。スマートフォンに内

蔵されている GPS センサーによって取得された，現在地点の位置情報をもとにサービスを提供

する，Geolocation Service と呼ばれる種類のアプリケーションである。 
 
図 4-1 に基本画面を示す。取得した位置情報をもとに，現在地を中心とした地図画面を表示す

る。画面上部のウインドウには，中心地点における地域特性を示す情報が表示される。図 4-1 で

は，例として愛知県の被害想定結果を引用し，震度，液状化危険度，津波浸水深を表示している。

さらに，災害危険度と関係があり，一般にもなじみ深い地形データとして標高値も表示している。

これらのデータは，サーバ上に GIS データベース化されたものを，位置情報が変更されるたび

にネットワーク経由で取得している。面的な地域特性を確認するためには，画面上部のウインド

ウの値をタッチすれば，該当する情報のレイヤが重畳される（例えば，図 4-1 では標高値のレイ

ヤを表示している）。このような地域特性の閲覧機能は，主に平常時に地域を知るような教材，

活動ツールとしての活用を想定して実装した。そのため，地域に応じて利用する情報を手軽に変

更できるような機能を搭載している。 
 

 

 図 4-1 スマートフォンアプリの表示画面 
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また，情報閲覧機能としては，基本画面左下の「360°」アイコンをクリックすると，Google 
Street View API を利用した，中心地点の周辺風景を全方位映像として表示することが出来る（図

4-2）。これは，スマートフォンのジャイロセンサーを活用し，スマートフォンの向き・角度を変

化させることで，表示内容を追従させ全方位の風景を取得するものである。この機能は，後述す

る熊本地震の被害調査を行った際に，土地勘のない調査員が「被災前」の映像を閲覧したいとい

う要望を持った事に起因する。すなわち，災害時向けの機能と想定して実装した。 
 
 

 

図 4-2 Google Street View API を用いた全方位映像の表示画面 

 
 
基本画面の画面下部には機能アイコンが並んでおり，それぞれ①スマートフォン内蔵カメラで

撮影した画像，②内蔵マイクで録音したボイスメモ，③位置情報を用いた移動軌跡（トラッキン

グデータ）を記録する機能を呼び出せる。 
図 4-3 左が写真，図 4-3 中がボイスメモの登録画面である。それぞれ撮影／記録データの他，

最大 2 つまでタグを付与することができ，付与したタグは後述する本部機能の WebGIS で表示

する際，属性情報として取り扱うことができる。タグはプルダウンメニューとして自由に設定で

きる。また図 4-3 右は，写真およびボイスメモの位置情報確認画面である。通常，自動で取得し

た位置情報をもとに情報が登録されるが，手動で位置を修正することも可能である。また，中心

地点周辺の円は，方角指定のインターフェースを示しており，写真やボイスメモを登録する際，

方角を属性値として付与することが可能である。この機能も，熊本地震調査において，撮影方向

が後からわかる必要があるとの声に対応して実装したものである。なお，これらのデータは端末

本体に蓄えられるが，ネットワークが繋がる状態にあれば即座に，次項に示すサーバサイドアプ

リケーションへと送信され，サーバ上のデータベースに登録される。 
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図 4-4 中の緑点線は，登録された移動軌跡を示している。トラッキング機能が ON の時，自動

的に指定した秒数間隔で移動軌跡を記録し，その結果をサーバ上に送信して可視化されるもので

ある。図を見ると，概ね道路上をトレースすることが出来ているが，複数点でズレが確認される。

これは，現状のスマートフォン GPS の精度が 10-30m 程度の期待値であることから，ほぼ仕様

通りの結果であると見ることが出来る。なお，2017 年度には準天頂衛星に対応したスマートフ

ォンがリリースされる予定であり，対応機種では 5m 精度の位置情報取得が期待されている。ま

た，同図 4-4 に表示されているカメラアイコンは，登録済みの写真情報位置を示している。アイ

コン色は，情報を登録したユーザの ID や所属グループに応じて塗り分けが可能である。 
 

 

    

図 4-3 情報登録時の表示画面 
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図 4-4 移動軌跡（トラッキング情報）と写真情報の登録例 

 
 
4.2.2 情報共有サーバの開発 

前項で示したスマートフォンから送られるデータは，全てサーバサイドアプリケーションで処

理される。図 4-5 は，スマートフォンアプリケーションとサーバサイドアプリケーションの関係

を模式的に表したものである。スマートフォンから取得された各種データは，緯度経度情報と紐

づいた状態でデータベースに格納される。その後，動作中の他の端末へ向けてプッシュ配信され，

スマートフォンアプリケーション上に表示される。このように，サーバサイドアプリケーション

が仲介役となって，全端末がほぼリアルタイム 14に情報を共有できる仕組みを構築した。 
 
この際のデータベースには，オープンソースソフトウェア GIS である e コミマップを基盤に

用いている。e コミマップは防災科学技術研究所によって開発され，無償で公開されているソフ

トウェアであり，GIS レイヤの相互運用性に優れることと，柔軟な情報登録が可能な事に特徴が

ある。この基盤部分には一切手を加えずに，新たにスマートフォンアプリケーションとのやり取

りを行う API（Application Programming Ingerface）層に相当するプログラムを開発し，基盤

部分をラップすることで柔軟なデータ入出力や，リアルタイム同期が可能となった。 
さらに，スマートフォンアプリケーション側で表示する地域特性の数値データ，および GIS

レイヤデータは外部 GIS サーバを参照しており，その通信プロトコルには OCG（Open 
Geospatial Consortium）が策定する相互運用 GIS の標準フォーマットを採用している。近年の

GIS サーバソフトであれば，多くの場合標準フォーマットでの配信も可能であるため，ネットワ

ーク経由で膨大な地図情報資源を活用できることになる。また，参照するサーバは複数台，任意

に設定できるため，利用場面に応じたカスタマイズが容易である。 

                                                      
14 ここで言うほぼリアルタイムとは，回線状況や端末スペックにも依存するが，概ね 10 秒以内の同期速度の事

を指している。 
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 また，全端末が収集した情報を俯瞰的に確認する手段として，WebGIS 画面（図-3）を用意し

た。端末から登録された写真や音声が，地図上にポイント情報として登録され，トラッキングデ

ータの点群が移動軌跡を示している。各ポイントをクリックすると，写真や音声が再生される。

この GIS 画面は，訓練や災害時の調査において，災害対策本部等の管理者が利用することを想

定している。画面上でのポイント情報や，軌跡の情報は，端末の ID または事前に設定した端末

のグループ等の属性情報を用いて塗り分けることが容易である。従って，端末台数が多くなった

場合でも情報を整理して俯瞰することが可能である。 
 さらに，本論文 3 章で開発した地域情報の時空間 GIS とも連動し，こちらのシステムにもリ

アルタイムで収集情報が表示されるようにした（図 4-7）。このように，本システムは相互運用

GIS の標準フォーマットに対応する多くのシステムと連動が可能である。 
  
 

 
図 4-5 サーバサイドアプリケーションの機能概要 
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図 4-6 災害対策本部等で利用する管理者 WebGIS画面 

 

 

図 4-7 時空間 GIS（本論 3 章システム）への情報表示の例 
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4.3 平常時の情報共有による地域活動への活用 
 開発したシステムを用いて，まずは平常時の活用シナリオを策定することとした。以下では，

地域特性や活動者の属性が異なる，2 地域における活用事例と，そこから得られた成果を示す。 
 
 
4.3.1 平針学区における活用 
 愛知県名古屋市天白区平針学区は，名古屋市南東部に位置する，比較的古い街並みを有する地

域である。平針学区では，天白区長の方針もあり，積極的な自主防災活動が展開されていた。そ

の中で，地区防災計画の策定を視野に入れた，住民目線の地域調査が計画される中，本システム

を活用することを提案し，以下の要領でまちあるき活動およびワークショップを実施した。 
 
実施日時は 2015 年 11 月 26 日，実施場所は平針小学校を拠点に，平針学区全域を調査対象と

した。参加者は平針学区住民約 50 名，区長含む区役所職員 4 名，消防署 8 名，保健所 2 名，名

古屋市他市町村から 3 名，その他大学やコンサル関係者が 10 名程度の，合計約 80 名である。 
実施手順は，まず学区内を 5 ブロックに分け，1 時間ほどのまちあるきを実施した。この際，

各ブロックにそれぞれ 3 台のスマートフォンアプリケーションを貸与し，自由に情報収集を行っ

てもらった。なお，各ブロックのリーダーには事前にアプリケーションの説明を行っているが，

当日の利用者は出発前のオリエンテーションを 5 分ほど行ったのみである。まちあるきの様子を

図 4-8 に示す。ここでは，木造密集地帯における消火器の配置や，ため池決壊時の危険区域，AED
の設置地点，要援護者支援施設とその利用実態などが情報として収集された。 
まちあるきの最中，拠点となる平針小学校では，リアルタイムに収集される情報を WebGIS

画面で閲覧した。その画面を用いて，自主防災組織のリーダーでもある学区長の指示の下，各ブ

ロックの調査進捗状況を確認し，必要に応じて携帯電話による指示を出した。図 4-9 に拠点にお

けるシステム活用の様子を示す。トラッキングデータを可視化することにより，それぞれのブロ

ックがどの地点まで進捗しているかを確認することが出来た。また，写真や音声を確認すること

で，ブロックごとにどのような調査がなされているかを確認することも可能となった。 
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図 4-8 平針学区まちあるきの様子 

 

 

   

図 4-9 平針小学校（拠点）でのリアルタイム情報収集の様子 

（左：状況把握による指示の検討／右：トラッキングデータを用いた進捗状況の可視化） 

 

 
 まちあるき終了後，各ブロックは拠点に集合し，引き続き調査結果のとりまとめを行った。そ

の際，各ブロックのテーブルには大型のタッチパネル PC を設置し，収集してきた写真や音声デ

ータが地図上で確認できるようにした（図 4-10）。この際のデータも自動的に同期されるため，

拠点に戻ったブロックから即時に結果のまとめワークショップに入ることが出来た。これらのデ

ータを参照しながら，情報を危険情報と安全情報（対応資源など）に分類し，白地図へと落とし

ていった（図 4-11）。最後にブロックごとに成果を発表し，継続的な取り組みの必要性について

確認がなされた。 
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図 4-10 タッチパネル PCを用いた調査データの確認の様子 

 
 

   

図 4-11 白地図を用いたワークショップの様子 

 
 
 平針学区における取組の結果を考察する。ワークショップ実施後にアンケートを実施し，その

結果から評価を試みる。図 4-12 にアンケート項目を示す。また図 4-13 には，参加者の年代傾向

を示す。当日参加者の多くが 60 歳以上の高齢者であることがわかる。これは，一般的な地域防

災活動の傾向と一致している。さらに，図 4-13 中の青色は，スマートフォンアプリケーション

を利用した参加者を表している。なるべく幅広い年代に利用してもらえるよう，無理強いしない

範囲で協力を依頼した。 
 表 4-1 には，スマートフォンアプリケーション利用者のうち，年代とその活用度合いの関係を

示す。ここから，まず全体としては 2/3 の利用者がアプリケーションを活用できたと回答してい

る事がわかる。また，年代が高くなると活用度合いが低くなるという傾向も見られない。従って，

本アプリケーションのユーザーインターフェースはある程度受け入れられたと考えられる。この

種の評価における絶対的な指標や閾値の設定は難しいが，筆者らの経験上，スマートフォンアプ

リケーションの利用には抵抗を示す高齢者が多い中，この結果を得られたことはある程度の成果

であると考えている。 



 

 89 

 
 

 
図 4-12 アンケートに用いた質問用紙 
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図 4-13 ワークショップ参加者の年代とスマートフォンアプリケーション利用の傾向（N=45） 

 
 

表 4-1 年代とスマートフォンアプリケーション活用度合いの関係（N=12） 

使いこなせた 多少 あまり
使いこなせ
なかった

わからない

10代 0 0 0 0 0 0
20～30代 0 0 0 0 0 0
40～50代 1 2 1 0 0 4
60代 0 4 1 1 0 6
70代～ 1 0 1 0 0 2
合計 2 6 3 1 0 12  

 
 
 さらに詳細なアンケート結果について見てみると，スマートフォンアプリケーション利用者と，

それ以外の参加者について，いずれもワークショップ内容を好意的に評価していることが分かる。

図 4-14 からは，このワークショップの趣旨でもあった，地域の災害リスクや災害対応能力に関

する新たな「気づき」について，図 4-15 からは，ワークショップに対する満足感について，ほ

とんどの参加者が得るものがあったと評している。しかしながら，筆者らの予想に反して，スマ

ートフォンアプリケーション「未利用者」のほうが，より高い評価の割合が高い。 
 この結果は，アプリケーションの有効性を認める観点と，認めない観点の双方から解釈が可能

である。有効性が有るとする見方においては，アプリケーション利用による情報収集の成果を，

未利用者も享受できたと考えることができる。一方，有効性にを認めない見方として，アプリケ

ーション利用者は操作に気を取られてしまい，肝心の思考や議論への参加が妨げられてしまった

と解釈することもできる。このような詳細については今回の設問からだけでは考察できず，追加

の調査が必要である。 
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図 4-14 ワークショップを通じた「気づき」に関する傾向 

 
 

 
図 4-15 ワークショップに対する満足感 
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4.3.2 蛭間学区における活用 
 前項の平針学区とは異なる地域の事例として，愛知県津島市蛭間学区における活用を示す。な

お，取り組みの大枠としては前項と共通する部分もあるため，特徴的な部分を中心に示す。津島

市は広大な海抜 0 メートル地帯に位置しており，大規模地震に対しては液状化と浸水による被害

が想定されている。 
 蛭間学区では，平時より積極的な自主防災活動が展開されていたが，新たな活動の担い手の育

成が課題であった。このため，高校生のボランティア部を対象に，自主防災活動への関心を高め，

具体的な取り組みへと繋げていくことを目標に，まちあるきワークショップを実施することにな

った。実施日時は 2015 年 12 月 12 日，実施場所は蛭間地区コミュニティセンターを拠点に，蛭

間学区全域を調査対象とした。参加者は津島市内の高校 3 校から 14 名のボランティア部員，自

主防災組織の地域住民約 30 名，津島市役所職員ほか周辺市町職員 5 名，その他大学やコンサル

関係者が 10 名程度の，合計約 60 名である。 
実施手順は前項の取り組みに準じ，3 ブロックに分かれたまちあるきに続いて，マップ作成ワ

ークショップを行った。取り組みの工夫として，高校生に対しプレ講習となる地震防災の基礎的

な講話を行った。その意図としては，高校生たちはボランティア全般に関する活動を行っており，

必ずしも防災への関心が高いわけでは無かったためである。また，スマートフォンアプリケーシ

ョンの利用者を高校生に限定したことも特徴である。何故ならば，普段から自主防災活動を行っ

ている住民参加者とはどうしても知識や関心に温度差があり，そのままでは高校生の積極的なワ

ークショップへの関与が難しいのではないかと考えたためである。そこで，高校生にはアプリケ

ーションの操作係という明確な役割を与え，責任感と充実感を持ってもらうことを意図した。 
 まちあるきの様子を図 4-16 に示す。当初意図したとおり，高校生がアプリケーションを使い

こなし，積極的に地域住民と連携して情報収集に当たっている様子が確認できた。また，地域住

民は過去の災害事例や，普段の防災体制などについて，語り部的な立場から高校生とのコミュニ

ケーションを行っていた。このような若者とベテランの間の連携を生み出したことは，アプリケ

ーションを導入したことによる副次的な成果として位置付けることが出来る。収集されたデータ

および移動軌跡を WebGIS にプロットしたものを図 4-17 に示す。3 ブロックがそれぞれ，北側

方向，南西方向，南東方向に分かれて調査に当たった様子が確認できる。 
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図 4-16 津島市蛭間学区におけるまちあるきの様子 

 

 

 

図 4-17 蛭間学区のまちあるきよって収集されたデータ地点 

 
 
 まちあるきに引き続いてのワークショップの様子を図 4-18 に示す。ワークショップでは，ま

ちあるき前には遠慮がちであった高校生らが積極的に発言し，自分たちが収集したデータについ

て提示するなどの取り組みが見られた。また，白地図上には印刷した写真を貼るなどデータ活用

の工夫も行った。さらに，各ブロックの発表段階においては，高校生らが主体的に成果を取りま

とめ報告するなどの様子が見られた（図 4-19）。 
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図 4-18 地域住民と高校生によるワークショップの様子 

 
 

  

図 4-19 蛭間学区のワークショップ発表の様子 
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4.3.3 平常時における活用の成果の考察 
 以上の，平常時における本システムの活用成果について考察する。まず，平針学区における取

組については，開発したシステムが高齢者にとってもある程度利用可能なユーザビリティを備え

ていることが確認された。また，リアルタイムの情報収集機能が，拠点の本部班にとって，まち

あるき全体の進捗確認に活用され，運営上のメリットがあることも明らかになった。アンケート

結果からの定量的評価では，スマートフォンアプリケーション利用の有無による気づきや満足感

といった認知には差が見られなかった。一方，自由記載からは，引き続きシステムを活用した地

域活動への期待が見られた。例えば，次年度は今回踏査できなかったエリアを重点的に取り組み

たいなどのコメントが得られた。 
 特筆すべき事項としては，後日区役所を通じて，平針学区で収集したデータの提供依頼があっ

たことでる。デジタルデータとしてアーカイブされた地域情報を活用し，地区防災計画における

マップ作りが検討されることになった。通常，実施した成果が紙面でのみ残され，蓄積・再利用

されることの珍しい地域活動において，継続的な取り組みに繋がった点は有効な事例と考えられ

る。一方，蛭間学区では，それまでほとんど防災に関わってこなかった高校生を，地域防災の担

い手である住民の活動に巻き込み，明確な役割を与えることで活躍させることが出来た。このよ

うに，地域内の新たな協働の実現や，人材の発掘にシステムが活用できることを示せたことは，

成果である。また，高校生たちはこの活動の後，自らの地域特性を踏まえた双六型の防災啓発教

材 15を作成しており（図 4-20），自発的かつ継続的な取り組みに繋がる可能性も示されたと言え

る。 
 
 

   

図 4-20 蛭間学区の高校生が作成した防災啓発教材 

                                                      
15 この教材は，名古屋大学の防災サークル「震災ガーディアンズ」が開発したものをベースに，高校

生らが独自の改良を加えたものである。 
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4.4 災害発生時の情報共有可能性の検証 
4.4.1 熊本地震調査の概要 
 2016 年 4 月 14 日夜に発生した熊本地震前震において，名古屋大学減災連携研究センターは現

地での調査を決定し，翌 15 日には 3 名の教員が調査を行った。その後，16 日の本震発生を受け，

約一か月間の断続的な現地調査を行う事になった。その際，4.3 節のように平常時の用途で利用

していた本システムを，災害情報共有の目的で活用した。 
 なお，システムは平常時に収集したデータと，熊本地震の現地調査で得られたデータが混在し

ないよう，データベースの ID を分けた他は，完全に同一のものを使用している。また，熊本地

震調査の目的は，実際の被害に対する現地初動対応ではなく，あくまでも災害情報の収集と関係

機関での共有のためであり，結果として現地支援の一端を担うことが出来ればよいという考え方

で行った。 
 
 調査には多くの関係者が参加したが，本システムを利用したのは，およそ延べ 20 名である。

利用者の属性は，建築関係者，土木関係者，行政職員，ライフライン関係者，地震学関係者，学

生など多様である。また，収集したデータ数は写真が約 1100 件，ボイスメモが 50 件となった。

調査地点を WebGIS 上に表示した結果を図 4-21 に示す。被害の大きかった益城町を中心に，南

阿蘇や熊本市内，宇土市方面にわたって広範囲に調査されている事が分かる。 
また，アイコンの色は調査者によって塗り分けているが，例えば調査日時などで塗り分けるこ

とも容易である。図 4-22 に示す通り，本震から 3 日後と，8 日後，4 か月後と時間経過に伴う同

一地点の様子を確認することが出来る。この例からは，大きな被害を受けた建物が，直後の状態

のまま，4 か月後もそのままであることを読み取ることが出来る。スマートフォンアプリケーシ

ョンの利用者は，他の利用者が過去に撮影したデータも画面上に表示されるため，定点観測のよ

うに活用することも可能である。 
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図 4-21 熊本地震における現地調査データを示した WebGIS画面 

 

 

   

図 4-22 ほぼ同一地点における取得写真 

システム上では，定点観測のように時系列で同一地点付近のデータを比較できる 

（左から 2016/04/19撮影，04/24撮影，08/25撮影） 
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4.4.2 収集データと状況俯瞰データの重ね合わせ 
 収集したデータを活用するため，現地調査が進行する中，並行して WebGIS 上に様々なレイヤ

データを整備した。その際，地図情報に関係する多くの機関が，個別に出している情報を重ね合

わせるマッシュアップを行った。例として図 4-23 には，現地調査で得られた個別地点の情報（ポ

イント）と，国土地理院による地表に出現した亀裂部分（赤点線），防災科学技術研究所による

推定震度（メッシュ）を重ね合わせたものを示す。このように，機関を跨いだデータを，短時間

で容易に構築することが出来るのも，プラットフォームに相互運用性に優れた WebGIS を採用し

たことによるものである。 
 表 4-2 には，マッシュアップに用いた主なデータのリストを示す。現状は，国の研究機関を中

心に相互運用に対応した情報配信がなされていることが分かる。また，ライフライン事業者や地

方自治体が発信するデータは，必ずしも相互運用には対応しておらず，発表されるたびに GIS
に適した形にデータを成形する必要がある。そのような手間が，災害発生直後には大きなハード

ルになる事もマッシュアップを通じて強く感じられたことである。 
 

 

 
図 4-23 複数機関からの情報のマッシュアップ例 
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表 4-2 マッシュアップに用いた代表的データ 

 
 

 

4.4.3 災害時の情報共有に関する考察 
 災害初動対応期から，調査と並行して前項のマッシュアップマップを作製した事が，その後の

関係者の活動に与えた影響を考察する。 
 
 まず，調査活動における効率化が挙げられる。調査によって収集された情報から，当該地域に

おける被害の様相が窺い知れるだけでなく，未踏査の地域の情報が一目して把握できることは，

継続的な調査において戦略を立てる上で非常に重要な役割を果たした。さらに，マッシュアップ

によって被害が予想されるエリアや，被害の有無をチェックすべきエリアを絞り込むことが可能

となり，調査を大幅に効率化する事も出来た。 
 さらに，現地支援に寄与することが出来たかも重要な点である。これに関しては，ライフライ

ン事業者や地方自治体向けに，直後からマッシュアップマップを提供し，活用してもらった。そ

の結果，現地支援対策や，現地調査において非常に有用であったとのコメントを得ている。また，

現地調査ツールとして本システムが有効であるとの期待も寄せられ，試験的ではあるものの，ラ

イフライン事業者やマスメディアによるスマートフォンアプリケーションの利用も行われた。 
 
 熊本地震対応において各機関とも多面的な情報活用を行った中から，本システムの寄与だけを

抜き出すことは難しい。しかしながら，地震発生後から，平常時の活用システムを切り替える形

で動き始めた仕組みが，短期間のうちに実務で利用，あるいは参照された事には注目できる。 
また，そのような現場の声をもとに，インターフェースレベルでの改良を行う事が出来たのも

非常に有益であったと言える。例えば図 4-2 に示した被災前の状況確認機能や，図 4-3 右に示し
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た写真の撮影方向記録機能は，現地調査において活用されなければ実装されることは無かったで

あろう。このような面からも，本システムが現実の災害における利用を経て改良されたことは，

災害初動対応においても有効に活用される可能性を高めたと言える。 
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4.5 情報共有の実現へ向けた有効性評価と課題抽出 
4.5.1 自治体職員による検証と課題抽出 

本システムを社会実装するにあたり，主体的な役割を果たすのは自治体職員である。自治体職

員は地域の災害初動対応の中心であり，公的な情報発信の役割を担うことからも，システムの有

効性が彼らによって検証されることは欠かせない。 
 
上記の考え方に基づいて，自治体職員によるシステムの機能確認と課題抽出を行うためのワー

クショップを実施した。日時は 2016 年 6 月 21 日および 7 月 19 日で，場所は名古屋大学東山キ

ャンパスである。参加者は各回とも愛知県内自治体の防災担当職員であり，参加人数はそれぞれ

20 名と 18 名である。 
ワークショップの内容は，複数班に分かれ，防災まち歩きを模してキャンパス内の指定エリア

を踏査し，南海トラフ巨大地震を想定した危険箇所を写真およびボイスメモで登録してもらった。

その後教室に集合し，班ごとに情報が同期された WebGIS 画面を用いて内容を共有した。その

後，システムの地域への導入に当たり，課題や活用法についての議論を行った。 
システム面においては，20 名（20 端末）程度の同時利用では，サーバ能力的に問題ないこと

が確認された。この時のサーバは，仮想ゲストマシンを用いており，OS は CentOS6.6，CPU
は 2Core，RAM は 16GB と，現在の水準からすれば一般的なレベルにある。従って，システム

利用にあたって特段高価なハードウェア設備は必要ないと考えられる。ただし，20 端末が全く

同時に情報登録操作を行った場合は，情報の同期に数秒程度余分の遅延が発生した。サーバログ

の解析等から総合的に判断すると，これはネットワークインフラがボトルネックになっている可

能性が高い。具体的には，今回モバイルネットワーク端末を経由して情報登録を行ったものの，

ごく狭いエリアにおける利用であったため一つの基地局に負荷が集中した事が考えられる。この

点に関しては，スマートフォンアプリケーション側でのデータ通信内容を最適化する等して，ネ

ットワーク負荷を低減する必要があると考えられる。 
また，6 月と 7 月の 2 回のワークショップにおいて実施したアンケートの結果を総合して考察

する。アンケートの設問は図 4-24 に示すとおりである。システム利用者は図 4-25 に示す通り，

実験参加者の年代は 20 代～50 代で，実務を担う世代に相当する。またシステムの使いやすさに

ついては，5 段階で尋ねた場合の平均 3.45 となり，やや肯定的な評価であった。また，このよ

うな情報収集訓練への参加経験を尋ねたところ，過去に参加したことがあるのは 16％と少数で

あった。従って，この評価は相対評価ではなく絶対評価だと言える。 
 



 

 102 

 
図 4-24 自治体職員へ向けたシステム利用のアンケート項目 

 

 

図 4-25 自治体職員へ向けたシステム利用のアンケート結果（概要） 
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続いて，本システムの長所と短所を，選択肢からの複数回答により調査した。結果をそれぞれ

表 4-3 と表 4-4 に示す。長所については，「情報が地図上に表現される」「情報が本部に集約され

る」についておよそ 9 割が肯定的に捉えている。また，情報のマッシュアップや関係者間での情

報共有についても約 7 割が肯定的に評価している。このことから，本システムの利点については

おおよそ理解されたと言える。一方，システムの短所として最も多く指摘されたのは「スマート

フォンに慣れていないと使えない」であった。一方で，「操作が複雑である」という指摘は必ず

しも多くない。このことは、スマートフォンの操作に習熟していれば，本システムはアプリケー

ションとして使いやすいものの，スマートフォン自体が利用の障壁となるという意見と解釈でき

る。続いて多く挙げられた課題は「位置情報の精度が悪い」「写真の画質が悪い」であった。こ

れらは，ソフトウェアではなくハードウェアの限界によるものである。特に，位置精度は GPS
の仕組み上，建物等による遮蔽の影響が大きいため，ソフトウェアの改良による対応には一定の

限界がある。そのため，厳密な位置情報が求められる場合を想定し，GPS から大まかな位置を

特定したのち，手動で位置情報を修正できるように改良した。一方，「動作が遅い」という指摘

については，登録データ数が増えるにつれサーバとの通信トラフィックが増大することによる処

理負荷に問題があった。この点については，前回データ取得時との差分のみをサーバから取得す

るように改良し，負荷を軽減することとした。「その他」の意見としては，登録情報の件数が増

えた場合の本部 WebGIS の画面の見づらさなどがあった。 
 その他，自由記載も含めた意見を整理する。ある意見では住民の人命保護，行政の業務対応な

ど機能（活用法）を具体化してほしいとの指摘があった。本システムは地域社会における情報共

有基盤となるものであるが，より具体的な活用イメージを求める声は複数見られた。また，大学

内などの狭いエリアで多数（20 人程度）の同時利用を行うにあたっては，GIS 画面の情報を見

やすく整理する必要性についても指摘された。また，集団で同時に調査を行う際のノウハウにつ

いても蓄積する必要があるとの意見があった。なお，地域実装の可能性については，複数の自治

体からワークショップの後日，まずは自分の自治体で試験的に訓練をやってみたいとの提案を受

けた。自治体主導による運用へ向けてはこのほかにも，おそらくコストや運用の課題もあると思

われるが，地域実装へ向けた第一歩目の検討が開始されたことには意義があると言える。 
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表 4-3 自治体職員によるシステム長所の評価（N=38） 

 
 
 

表 4-4 自治体職員によるシステム短所の評価（N=38） 

 
 
 
4.5.2 産業集積地域の企業群による検証と課題抽出 

公助による災害情報収集能力には限界があり，組織を超えた情報収集が必要である。一方，愛

知県には，製造業を中心とした産業集積地域が広がっており，該当地域の事業継続は地域社会の

復旧復興において極めて重要な意味を持つ。 
そこで本システムを用いた，災害初動対応の高度化の試みとして，愛知県碧南市の企業群の協

力により実証実験を実施した。有志の 16 社と，碧南市防災課・土木課との合同による，組織横

断の災害情報共有の試みである。碧南市は愛知県西三河地域の衣浦港に面しており，沿岸部の埋

立地に大規模な工業地帯を有している。そこには多数の大規模工場や発電施設が立地しているう

え，災害危険度が高く，防災上課題の残る地域である。 
図 4-26 に，愛知県の地震被害想定における液状化危険度と，碧南市臨海工業地帯の位置関係

を示す。この地域では事業者同士の BCP 連携が検討されており，自社に限らず地域としての復

旧が事業継続のために必要であるという認識が持たれている。そこで，企業および自治体が連携

した災害初動対応を実現するための，情報連携に関する課題を抽出し，本システムを活用するた

めに必要な体制構築を行う事を実証実験の目的とした。 

 



 

 105 

 
図 4-26 碧南市臨海工業地帯の位置と液状化危険度の関係 

（愛知県地震被害想定による） 

 

 

実験に当たっては，各参加企業および碧南市防災課・土木課にスマートフォン端末を貸与し，

それぞれ個別に情報収集を実施してもらった。災害初動時の活動時間の制約を想定し，調査時間

を1時間程度に制限するとともに，実際に調査に当たると想定される人員のアサインを依頼した。

調査内容は南海トラフ巨大地震が発生した際の初動対応という想定で，各社の判断による「自社

として調べるべき情報」を収集してもらった。一部の企業へは筆者らが同行したが，原則として

調査範囲，調査対象などを企業の判断に委ねる事で，情報共有のニーズの違いを把握することを

狙った。 
全調査地点を重ね描いたものを図 4-27 に示す。図中の点が写真およびボイスメモの登録され

た地点を示している。また，太線は移動軌跡を示している。臨海部のデータは企業群の調査によ

るものであり，市域西部を南北に走る幹線道路沿いに調査地点が密集している。一方，東部を含

む市域の広範囲にわたって調査（移動）がなされているのは，防災課および土木課と，大手自動

車メーカーによるものである。このように，調査主体によって情報収集対象とする範囲が異なる

ものの，全体としては今回の枠組みで市域の主要部をカバーできることが分かった。 
調査は各社個別であったが，後日全体での意見交換により情報共有を図った。各社からは、幹

線道路に出るための取付道路（市道）あるいは橋梁の通行可能性に関する懸念が多く指摘された。

埋め立て地である臨海工業地帯から外へ出るには，複数の橋梁を経由する必要があり，それらを

含めた道路網の健全性が，各社にとって共通の関心事項であることが明らかとなった。 
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災害時の道路復旧は，個別企業にとっては物流や非常参集，帰宅困難の観点から BCP 上の重

要課題である。一方，道路の維持管理や災害対応については道路ごとに市，県，国など管理者が

異なる。このため，道路復旧に当たっては各管理者の連携が欠かせない。このように，早期の情

報収集と情報共有のために関係者が分担・協力する事と，復旧のために必要な事前の取り決めを

行う事の重要性が確認された。 
前者の分担では，市と各企業で調査担当エリアを分ける，サイロや煙突等の高層構造物を有す

る企業が高所から俯瞰写真をいち早く撮影する，独自の情報収集システムを持つ企業と本システ

ムのデータ連携を検討する等の意見が出された。後者の取り決めは，復旧の優先順位付けや，復

旧のための資源（工事業者や重機）配分など，地域全体での早期復旧戦略に関する事項が挙げら

れた。 

 

 

図 4-27 碧南市臨海部を中心とした情報登録訓練の結果 

 

 

意見交換終了後，前項と同様のアンケートによる評価を試みた。図 4-28 に示す通り，参加者

は 50 代以降が中心である。これは各企業の防災担当部局（多くは総務部）の，比較的責任ある

立場にある人間が参加したことを示している。また，使いやすさに関する評価は平均 3.86 であ

り，自治体職員による評価よりも高くなっている。同種の情報収集訓練への参加経験があるのは

7％（1 名）のみであり，自治体職員の時と同様、絶対評価的であると言える。 
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図 4-28 産業界へ向けたシステム利用のアンケート結果（概要） 

 
 

 本システムの長所と短所に関するアンケート結果をそれぞれ表 4-5 と表 4-6 に示す。長所につ

いては，「他人の集めた情報も共有される」について 9 割以上が肯定的に捉えている。一方，自

治体職員による評価結果と大きく異なるのは，情報のマッシュアップや本部への情報集約がそれ

ほど評価されていない点である。本システムに対して自治体職員には「情報を集約する立場」と

しての意識が強く働いており，一方で企業はお互い横並びの関係として「情報をシェアする」意

識が強く働いていると解釈できる。 
システムの短所に関しては，自治体職員による結果と比較して指摘そのものが少なかった。ヒ

アリングで得られた意見を踏まえて考察すると，企業の防災担当者は「使えそうなものは（多少

難があろうと）使ってみる」「問題点があれば自分たちの運用でカバーする」という意識の下で

本システムを捉えている事が分かった。行政サービスとしての責任を常に意識せざるを得ない，

自治体職員による評価と大きく異なる要因であると考えられる。 
 
 

表 4-5 産業界によるシステム長所の評価（N=38） 
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表 4-6 産業界によるシステム短所の評価（N=38） 

 
 
 

4.5 節における実証実験の成果をまとめる。道路の通行可能性に関する災害情報は，企業や行

政の立場を超えて共有すべき情報であるとの共通認識が得られた。また，自治体の側も自らの対

応力の限界を示した上で，情報収集や復旧対応における，産業界との協力の可能性を検討し始め

た。さらに，道路の復旧優先順位や各企業の有する資材活用について事前に取り決めを行う事や，

企業の情報収集システムと本システムとの連携について検討が開始された。 
一方，明らかになった課題としては，本システムのバックボーンとなるサーバの管理運用に関

する，共同事業の設立へ向けた詳細な検討の必要性である。また，各社の情報収集担当エリアや

収集すべき内容など，各社の能力に応じた運用体制のルール化も必要である。さらに，各社のコ

ンプライアンスの観点から，システム上での情報流通の制御 2)が必要であることも指摘された。

いずれにせよ，本システムの特徴であるリアルタイム情報共有の機能が，産業界と行政を横断す

る地域連携に適用できる可能性が示された事は，大きな成果といえる。 
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4.6 4 章のまとめ 
 
本章では災害時における地域社会の初動対応強化を目的とした，リアルタイム情報共有システ

ムを構築した。システム構築に当っては，既往の研究をもとに要件を整理し，様々な場面で展開

が可能なように，現状普及している情報通信技術を核とした。また，平常時と災害時の両面にお

いて，システムを活用できることを重視した。 
開発した情報共有システムに対して，その有効性を実証した。平常時の検証は，条件の異なる

2 地域において，それぞれまち歩き活動においてシステムを適用した。その結果，平針学区にお

ける事例では，利用者アンケートから使いやすいとの反応を得た。また蛭間学区の事例では，シ

ステムを導入することによる地域防災の新たな担い手として，高校生の活用を実現した。災害時

の検証は，2016 年熊本地震における現地調査においてシステムを適用し，1 ヶ月で 1000 件以上

の情報を集約することが出来た。また，それらの個別情報と，状況俯瞰のための面的情報を重ね

合わせ，実際の災害対策支援本部においても活用可能であることが示された。 
その上で，今後情報共有の主体と考えられる自治体職員と，産業界に対して地域実装の提案を

行い，課題を抽出した。自治体職員からは，本システムを平時から活用することに対して，意義

を認める意見とともに，具体的な利用シナリオの提案を求める声を得た。また，産業界からは，

企業間の BCP 連携において具体的な利活用を求める声が上がり，課題としてシステム運用主体

の明確化や，事前の活用計画策定などが挙げられた。 
以上より本システムは，災害情報の共有による被害軽減に関して，有効性と地域社会における

活用可能性を示せたと言える。今後，本システムを運用する上で搭載すべきレイヤとしては，平

常時と災害時で共通して使える，地域の被害情報を重ね描くための基礎情報が該当する。例えば，

高精度な背景図のほか，優先啓開道路や災害拠点の情報などである。その上に，災害時のみ収集

されるリアルタイム情報（例として道路の通行可能性）があり，両者の組み合わせが重要である。

また，情報がカバーすべき空間的な範囲も含めて，事前の検討が重要となる。また，本システム

で用いたスマートフォン端末は，現状最も速い速度で進歩している情報デバイスの一つである。

単純な処理速度や表示品質，バッテリー寿命のほか，GPS 精度が向上することで本システムの

利便性は大きく向上することが期待される。一方，災害時のネットワーク環境確保は根本的な課

題である。これについては，災害対応のための臨時ネットワークを構築するための研究開発が

NICT（情報通信研究機構）等で進められており，今後はこのような災対対応インフラと連携し

た実証実験を行う必要がある。他のシステムとの関係性では，国で収集する災害情報は，都道府

県や関係省庁からの情報集約に基づいており，災害の全体像を俯瞰することを目的としている。

従って，災害の規模が大きくなるほど，個別具体の詳細な情報を扱うことは困難になる。本章で

提案するシステムは，地域の詳細な個別情報を取り扱うことで，国のシステムと相互補完的な関

係にあると言える。 
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第 5 章 結論 

5.1 本研究で得られた結論 
以下では，本研究で得られた結論を各章ごとにまとめ，災害情報の活用による地震被害軽減手

法に関する研究の全体総括を示す。 
 
 2 章では，耐震化推進のアプローチとして重要な市民意識の啓発手法に関し，現在主流となっ

ている「振動体感」に着目した。その上で，振動体感における現状の問題点として啓発効果と安

全性が相反するという課題を提示し，仮想現実のソフトウェア技術を用いてこれを解決する事を

試みた。具体的には，既存の振動体感環境に仮想現実を追加実装することで，安全性を保ったま

ま心理的なインパクトを高めることを目指した。このような要件を満たすため，既往研究および

認知心理学の知見を活用し，耐震化啓発のために必要な要件を「揺れに伴う周辺状況の可視化」

「個人の状況に応じた具体的揺れの再現」「揺れ体感の利用機会拡大」の 3 点に整理した。 
 このような設計に基づく仮想現実ソフトウェアを，環境に応じて複数作成した。大規模実験設

備向けシステム，および個人向けの可搬型システムにおいて，利用者の反応から「気づき」や「納

得」といった認知が得られ，定性的に有効でることを確認した。さらに既存の振動体感環境に追

加実装するタイプを開発し，利用者アンケートを通じて認知に与える効果が向上することを定量

的に評価した。以上より，仮想現実ソフトウェア技術を用いて，安全性を保ったまま啓発効果を

向上させるという試みが有効である事を確認し，方法論の正しさを示すことが出来た。 
 

3 章では，地域コミュニティの共助力を向上させる手法として，時空間情報の活用による地域

共助の活性化手法を提案した。具体的には，地域特性情報と過去の災害教訓に着目し，これらを

可視化するシステムの開発およびデータベース構築を行った。地域特性を可視化できる既存の

GIS に対して，同一システム上に時間軸の概念を実装し，具体的な災害教訓を可視化することの

できるシステムを開発した。 
開発したシステムを用いて，地域コミュニティの防災ワークショップによる実証実験を実施し

た。その成果として，システムを活用することにより，ファシリテータの専門性に寄らず，また

運営の負荷を増やすことなく，有効なワークショップを実施できることを示した。また，ワーク

ショップの結果からは，啓発により地域コミュニティが具体的な対策意向を持てる事も明らかに

なった。さらに，システムの地域実装可能性を検討するため，複数の地域活動拠点にシステムを

設置し，ログの分析を通じてシステムの詳細な利用実態を明らかにした。このような，防災情報

システムの実運用に基づく，大量のデータを用いた分析は他に例がなく，インターフェースが防

災の学びへ与える影響を定量的に示せたのは新規的知見である。さらに，システム運用者となる

自治体担当者へのヒアリングを通じて，費用面の課題をクリアすれば地域に実装できる可能性が
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高いという結論を得た。 
 
 4 章では，効率的な災害初動対応を実現するために，地域社会の災害時情報共有を高度化する

仕組みを構築した。災害時の情報共有に求められる要件を，過去の災害および近年の情報通信技

術の活用例から，「即時性」「双方向性」「組織横断」に集約し，ここに「平常時と災害時の連続

性」を加えたうえで，具体的なシステムの機能として実装した。また，既存の情報共有システム

の普及を妨げる課題として「用いた情報技術の成熟度」「システムを活用する社会の体制」の 2
点を挙げ，本システムでの解決目標に設定した。 

平常時における地域の実証実験と，災害時の熊本地震における調査利用を踏まえ，開発したシ

ステムが当初設定した要件を十分満たしている事を確認した。さらに，現時点で社会に普及した

技術のみを用いて，実運用の展開が可能であることを示した。また，社会のシステム活用体制構

築の試みとして，愛知県沿岸部の工業地帯における実践を行い，得られた意見の分析を通じて，

本システムを地域に実装するための知見を整理することが出来た。 
 
 以上の成果より，序論で示した本研究の 3 テーマそれぞれについて，災害情報を効果的に活用

する事により，地震被害を軽減できる可能性を示した。本研究の 3 テーマは，地震被害軽減とい

う問題においてそれぞれのカバーする時間，および空間的な領域が連続することで，個別の課題

解決手法から目的達成に寄与するものである。また，本研究で用いた情報活用の技術は幅広く，

関連分野の技術革新があった場合，いずれかの手法の改良につなげることで，さらなる地震災害

軽減効果を見込むことが出来る。 
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5.2 本研究において残された課題 
 
本研究は，現時点における最新の情報通信技術を核に，各課題にアプローチを行ったものであ

る。従って，用いた技術の抱える現時点の課題や，それを活用するための社会実装に関する課題

が多く残されている。 
 
第 2 章の仮想現実を用いた耐震化誘導に関する課題の一つは，耐震化誘発効果のより詳細な検

証である。本研究では，仮想現実ツールを導入した場合の効果を，他のツールとの比較によって

行ったが，ツールの有効性に関する絶対評価は行えていない。また，他のツールとの相互比較も

未実施である。このような検証においては，被験者の確保をはじめとした困難な点もあるが，例

えばシステム動作ログの解析やオンラインアンケート機能の組み込みなど，情報通信技術の強み

を活かした評価方法を検討していく必要がある。またもう一つの課題は安全性の検証である。

仮想現実における映像や音響が長期的にもたらす心理的・身体的影響の評価が，ツールの普及に

あたっては欠かせない。仮想現実の分野はコンテンツ，デバイスとも新しい技術であるため，こ

れらはほぼ未検証である。今後の生理学等の分野における早急な検証が望まれる。 
 
 第 3 章の時空間 GIS を用いた共助力強化手法においては，データ整備が大きな課題である。

システムの基盤となっている旧版地図には，地域によっては機微な過去のデータ，例えば旧地名

などが含まれており，必ずしもすべての市民に好意的に受け入れられる情報とはならない。従っ

て，同種の情報を他地域で整備，あるいは大学以外の立場で運用しようとした場合，市民への配

慮が障壁となる。しかし本来であれば，防災目的かつ，国が税金で整備した情報を活用すること

には何の問題も無いはずである。そのような情報を受け入れることのできる地域コミュニティを

育てることが，システム整備と表裏一体で必要となる。 
 
 第 4 章のリアルタイム情報共有システムにおいては，地域社会への実装が課題である。災害発

生時の初動対応においては，情報の即時性とともに正確性や網羅性も必要となる。そのようなシ

ビアな状況における情報システムの利活用は，平常時の啓発利用よりも遥かに求められる要件が

厳しい。これは，情報システムの改善だけで達成できる課題ではなく，それを活用する地域社会

の側にもリテラシー，あるいは情報活用の練度が求められる。そのような意味でも，平常時から

災害情報の共有・活用について，地域社会における合意形成と体制の整備が必要となる。 
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