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第1章 序論 

1-1 本研究の背景  

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による大津波は，東北地方の太平洋沿岸

部に多大な被害をもたらした．ライフラインの復旧は，概ね完了しているが，今後の復

興に向けて，まちづくり，農林水産業・商工業・製造業のあり方や公共施設，防災施設

の整備・配置など，様々な面からの一刻も早い復興事業の推進が求められている 1),2)．  

そのため，多様な要素を地図上で統合的に分析できる GIS の利用は，復興計画におい

て非常に有効となる．また，GIS の高度な空間分析能力は，浸水域や高台の情報等，多

様な空間情報を考慮する上でも効果を発揮する 3),4)．   

しかし，GIS を活用するには，GIS の概念やシステムの利用技術等の教育機関や教材

が体系的に整備されていないこともあり，技術者が不足している現状がある．また，GIS

ソフトウェアが比較的高価であることもあり，被災自治体で有効に活用されているとは

言えない．さらに，GIS を用いた分析結果を有効に活用するためには，誰もが簡単に復

興計画のイメージを共有できるような，情報の可視化を実現する必要がある．  

 

 

1-2 本研究の目的  

 

本研究では，フリーで提供されている地図ソフトウェアとして，Google Maps と

Google Earth に着目した．被災自治体との KML（keyhole markup language）に

よるデータ共有によって，GIS ソフトウェアと Google Maps の並行利用を目指した．

また，GIS ソフトウェアを用いた分析結果を KML に変換することで，Google Earth

において可視化を行った．そして，宮城県山元町における，社会資本台帳，復興計

画や防災情報等の情報を Google Earth 上で表現することによって，震災復興に向け

ての支援を目指した．  
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1-3 本報告書の構成  

 

本報告書では，GIS を用いた震災復興支援に関する研究について，取り纏めてい

る．本節では，本報告書の構成と，各章の概要を示す．  

第 2 章では，GIS を用いた震災復興支援に向けて，GIS を用いた復興支援に関す

る事例調査を行った．事例調査では，阪神・淡路大震災等の過去の震災と東日本大

震災への GIS の適応事例について調査を行った．   

第 3 章では，「GIS を用いた被災自治体支援」と題して，被災自治体との KML に

よるデータ共有による，GIS ソフトウェアと Google Maps の並行利用に関する研究

を行った．  

第 4 章では，「GIS を用いた震災復興情報の可視化」と題して，Google Earth を

用いた震災復興情報の可視化に関する研究を行った．  

第 5 章では，第 2 章から第 4 章において得られた研究成果を総括するとともに，

今後に残された研究課題と将来への展望について述べる．  

 

1-4 参考文献  

 

1) 宮城県：宮城県震災復興基本方針（素案），<http://www.pref.miyagi.jp/site/ 

ej-earthquake/fukkou-houshin.html>，2011. 

2) 宮城県：震災復興実施計画【平成 24 年度改訂版】，<http://www.pref.miyagi.jp/ 

site/ej-earthquake/fukkou-h24zissikeikaku.html>，2013. 

3) 柴崎亮介，村山祐司：GIS の技術（シリーズ GIS），朝倉書店，2009. 

4) 地盤工学会：GIS の防災・環境への適用（入門シリーズ  33），地盤工学会，2007. 
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第2章 GIS を用いた復興支援に関する事例調査 

2-1 GIS を用いた復興支援事例  

 

わが国では，IT 技術の発展に伴い，1990 年頃から GIS に関する取組が盛んになっ

た．特に，1995 年に発生した阪神・淡路大震災では，GIS を用いて被災情報を管理

することにより，復興計画の策定や市民への情報提供の効率化を実現した．これを

契機として，GIS は復興支援に多大な貢献をもたらすことが証明され，国や地方自

治体において防災・減災を目的とした GIS システムの導入が活発化している．  

そこで，本節では，今後どのような情報をどのように提供することが被災地域の

支援に効果的であるかを明らかにするために，GIS を用いた過去の復興支援事例を

調査する．本節で対象にした災害事例を表 2-1にまとめる．  

 

表 2-1 災害事例の一覧  

発生年  名称  概要  

1995 年  阪神・淡路大震災  阪神・淡路大震災とは，1995 年 1 月 17 日に発生

した淡路島北部沖の明石海峡を震源とする大規模

な都市型震災のことである．被害は，死者が約 6,000
名，避難人数が約 300,000 人，住宅被害が約 460,000
世帯，道路被害が約 7,000 箇所，橋梁被害が約 300
箇所，河川被害が約 700 箇所，崖崩れが約 300 箇所

となり，人的被害のみならず社会基盤施設にも大き

な影響を与えた．  

2001 年  ニ ュ ー ヨ ー ク

WTC ビル崩壊災

害  

ニューヨーク WTC ビル崩壊災害とは，2001 年 9
月 11 日に発生した米国同時多発テロによりハイジ

ャックされた航空機 2 機が WTC ビルに衝突し崩壊

した無差別テロ事件のことである．WTC ビル崩壊

災害による死者は，テロリスト，乗員，乗客，テナ

ント，消防や警察などを含め約 2,700 人となった．
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発生年  名称  概要  

2004 年  新潟中越地震  新潟県中越地震とは，2004 年 10 月 23 日に新潟

県中越地方を震源として発生した大地震のことで

ある．この地震では，阪神・淡路大震災以来となる

最大震度 7 を観測し，死者が 68 人，重軽傷者が約

4800 人，住宅被害が約 13 万世帯と多くの被害が生

じた．  

2011 年  東日本大震災  東日本大震災とは，2011 年 3 月 11 日に三陸沖で

発生したマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地

震によって引き起こされた大災害のことである．最

大震度 7 の強い揺れとそれに伴って発生した巨大津

波，及びその後に余震によって広い範囲に甚大な被

害をもたらした．また，東京電力福島第一原子力発

電所が津波によって被災し，放射性物質が漏れ出す

深刻な事態となった．  

 

 

2-1-1 阪神・淡路大震災  

本項では，阪神・淡路大震災において，GIS を用いて被害の実態を把握し災害復

興に尽力した兵庫県西宮市の「GIS を用いた被災者支援システムの構築」と神戸大

学総合情報処理センターの「GIS を用いた建物被災状況の可視化システムの構築」

に関する取組について説明する．  

 

（1） GIS を用いた被災者支援システムの構築  

兵庫県西宮市では，1961 年から全国の自治体に先駆けて業務の情報化に向けた

取組を行っている．また，1975 年には，当時の建設省の実験プロジェクトにおけ

るモデル都市に選出され，行政情報管理システムと連動する GIS の導入という挑

戦的な試みが行われた．更に，1987 年には，庁内で保有している地物に位置座標

を属性として付与する「西宮市方式」によるデータ管理手法が確立され，国内初と

なる住所データベースに基づく GIS システムの運用を開始している．西宮市では，

こうした実験的なシステムを独自で開発していたため，阪神・淡路大震災において

いち早く GIS を用いた「被災者支援システム」を立ち上げ，大学や関係機関に各

種被災データや地図データの提供を行い，被災地の復興支援に貢献している．  

現在，「被災者支援システム」は，Web システムとして 8 種類のシステムを搭載

している．被災者支援システムの概要を図 2-1，被災者支援システムの詳細を表 2-2

に示す．  
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図 2-1 被災者支援システムの概要  

 

表 2-2 被災者支援システムの詳細  

システムの名称  システムの特徴  

復旧・復興関連システム  
（WebGIS 連携）  

・被災状況の可視化・集計・分析を行うための基盤

となる GIS システム  

要援護者支援システム  
（WebGIS 連携）  

・要援護者台帳の検索や地図上から要援護者の検

索・抽出を行うシステム  

仮設住宅管理システム  
・災害で住家を失われた方に提供する仮設住宅の部

屋数や入居可能人数を管理し，入居希望者の登録，

抽選，入退居管理を行うシステム  

犠牲者・遺族管理システム  
・犠牲者名簿などの作成や遺族への通知・連絡を支

援するシステム  
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システムの名称  システムの特徴  

緊急物資管理システム  

・全国から寄せられる救援物資の在庫管理を行うシ

ステム  
・避難所ごとの避難者数、ボランティア数などの情

報（避難所関連システムから）にもとづき，在庫一

覧を確認しながら，避難所への物資配布計画を立て

ることが可能  
・配布計画にもとづき，配布先（避難所など），分類・

品目・数量・配送担当者などの情報を登録し，配送

担当者への出庫指示書，避難所担当者への出庫（内

容）証明を発行することが可能  

倒壊家屋管理システム  

・住民からの倒壊家屋の解体申請に基づき，地方公

共団体が解体・撤去を業者に委託する場合の解体申

請の受付や瓦礫搬入券の発行といった一連の作業を

管理するためのシステム  

避難所関連システム  

・災害直後に開設する避難所の設置情報と避難者の

入退所情報を管理するシステム  
・避難所で記録・更新された被災者のデータを

伝送，もしくは物理的な運搬によって災害対策

本部に集約し，本システムに取り込む  
・被災者ごとの個別情報について公開の可否を

細かく設定することが可能  

 

図 2-1 と表 2-2に示すとおり，被災者支援システムでは，被災状況，避難所，犠

牲者・遺族や仮設住宅などの大規模災害において管理すべき様々な情報を住民基本

台帳と連携して集約・管理し，GIS システムにより可視化・分析可能とする仕組み

を提供している．  

このうち，GIS システムである「復旧・復興関連システム」の画面イメージを図

2-2に，「要援護者支援システム」の画面イメージを図 2-3に示す．  
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図 2-2 復旧・復興関連システムの画面  

（引用：http://www.nishi.or.jp/homepage/n4c/hss/hss06_fukkyu.html）  

 

 

図 2-3 要援護者支援システムの画面  

（引用：http://www.nishi.or.jp/homepage/n4c/hss/hss08_yoengo.html）  

 

また，西宮市で作成された震災関連地図の種類を表 2-3にまとめる．  

 

表 2-3 西宮市で作成された震災関連地図の種類  

地図の種類  内容  

街区別全壊世帯分布図  西宮市の街区別全壊世帯を表示  

街区別全壊世帯状況図  
西宮市の街区別全壊世帯状況を全壊率で色分け

にして表示  



 8

地図の種類  内容  

街区別全半壊家屋状況図  
西宮市の街区別全半壊家屋状況を全半壊率で色

分けにして表示  

街区別避難所分布図  西宮市の街区別避難所を表示  

街区別仮設住宅分布図  西宮市の街区別仮設住宅を表示  

街区別死傷者分布図  西宮市の街区別死傷者を円グラフで表示  

町別家屋復旧・復興状況図  
西宮市の町別復旧・復興状況を新築／未復興件数

割合による円グラフで表示  

推計人口行政区域別動態図  
西宮市の阪神淡路大震災による行政区域別推計

人口の増減を棒グラフと色分けで表示  

 

なお，被災者支援システムは，全国の地方公共団体に無償で公開・提供が行われ

ており，災害発生時に自治体が担う復旧・復興業務を支援する大きな役割を担うも

のとして期待されている．  

 

（2） GIS を用いた建物被災状況の可視化システムの構築  

神戸大学総合情報処理センターの福島徹助教授（当時）の研究グループは，建設

省建設研究所の協力のもと，広範囲における建物の被災情報をデータベースに保存

し，GIS により可視化する取組を行った．従来の建物の被災状況は，建物の棟単位

とする個の情報であるが，より精緻な町丁目単位での被災状況をデータ化すること

で，様々な尺度での被災度を可視化するシステムを構築した．これによって，地域

分布の特徴を容易に理解することが可能となった．また，システムの基図には各市

の国土基本図の DM データが利用されている．システムから出力した地図の例を図

2-4に示す．  

 

 

図 2-4 神戸市域における町丁別全半壊率の分布  

（引用：http://www.jsce.or.jp/library/eq10/proc/02009/0163.pdf）  
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2-1-2 ニューヨーク WTC ビル崩壊災害  

本項では，WTC ビル周辺の交通状況や立入禁止区域などの様々な情報を市民やメ

ディアに広く提供した「災害管理 GIS システムの構築」に関する取組について説明

する．  

 

（1） 災害管理 GIS システムの構築  

災害管理 GIS システムは，ニューヨーク市危機管理局，ニューヨーク市消防局，

連邦政府防衛省，ニューヨーク州危機管理局，ニューヨーク市立大学ハンターカレ

ッジ校，ESRI（Environmental Systems Research Institute）社や多くのボラン

ティアスタッフの協力のもとで構築された．災害管理 GIS システムに登録された

情報は，インターネットなどの様々なメディアや媒体を通じて公開され，市民，連

邦政府，NPO，研究機関，建設業者やマスコミなどにもたらされた．  

災害管理 GIS システムにおいて公開された情報を表 2-4，公開された地図データ

の例を図 2-5と図 2-6に示す．  

 

表 2-4 災害管理 GIS システムで公開された情報  

情報の種類  内容  

地表面の温度分布  
・赤外線カメラにより計測された被災

地域の表面の温度と衛星画像を重ねあ

わせて表示  

噴煙・粉塵の拡散予測  
・風向きと合わせて刻々と変化する煙

（アスベストを含む）の拡散状況や濃

度を表示  

ライフライン被害状況  ・断水区域や停電区域を表示  

立入禁止区域  ・現場周辺の立入禁止区域の表示  

交通規制（公共交通機関）の状況 ・地下鉄などの交通の復旧状況を表示  

建物被災状況  
・被災した建物の損傷度合いを表示  
・倒壊の危険が高く，二次災害の発生

確立が高い場所を表示  

瓦礫処理状況  

・WTC ビルの崩壊シミュレーションを

行い，運搬に必要な瓦礫の量を推定し，

搬出計画の検討に利用  
・瓦礫の処理状況を表示  
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図 2-5 立入禁止区域の表示  

（引用：GIS in the World Trade Center attack trial by fire，Environment and Urban 

Systems）  
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図 2-6 交通規制状況の表示  

（引用：GIS in the World Trade Center attack trial by fire，  

Environment and Urban Systems）  

 

また，災害管理 GIS システムでは，最新のリモートセンシング技術と連携・統合

することで，消防隊員に対しては「赤外線カメラを用いて計測された地表面の温度

に関する情報」を提供し，復興計画を策定する専門家に対しては「航空レーザーを

用いた崩壊現場の 3 次元的な変位」や「崩壊前の建物位置や地下空間の地物の位置

を表わす CAD データ」の提供などがなされた．地表面の温度に関する地図を図 2-7，

崩壊現場の 3 次元形状データの可視化例を図 2-8に示す．  
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図 2-7 地表面の温度に関する地図  

（引用：WTC ビル崩壊現場の瓦礫処理と情報収集）  

 

 

図 2-8 崩壊現場の 3 次元形状データの可視化例  

（引用：京都大学防災研究所年報第 47 号 C）  

 

更に，ニューヨーク市では，ネットワークに接続可能なコンピュータと印刷機を

搭載した Mobile Data Center という専用車を用意し，GIS システムにおいて公開

される有用な情報を現場において作業員に提供するなどの取組も行っている．  

 



 13

 

2-1-3 新潟中越地震  

本項では，ニューヨーク WTC ビル崩壊災害において GIS システムが情報集約に

効果を発揮した例を参考に，京都大学防災研究所と国土交通省が中心となって推進

した「新潟県中越地震復旧・復興 GIS プロジェクト」に関する取組について説明

する．  

 

（1） 新潟県中越地震復旧・復興 GIS プロジェクトの誕生  

震災発生以降，被災地では自治体に設置された対策本部を中心として，被災状況

の把握と復旧作業が続けられた．しかし，継続的な余震が発生や降雨によって被害

状況は刻一刻と変化し，限られた職員と支援部隊での情報収集は極めて困難であっ

た．こうした状況の中，2001 年 9 月 11 日にニューヨークで発生した同時多発テロ

事件で様々な機関の情報が GIS によって一元化され，それが的確かつ迅速な行動

に大きく寄与したという事例を参考として，京都大学防災研究所と国土交通省が中

心となり，プロジェクトの立ち上げが検討された．このプロジェクトでは，GIS を

活用した情報集約とインターネットを通じた情報提供を実施するための合意が図

られ，国の機関や大学，測量会社や GIS 関連企業など多くの関係者が参加し，賛

同を得た．そして，震災発生から 3 週間後には，「新潟県中越地震復旧・復興 GIS

プロジェクト」のサイトが一般に公開され，情報提供が始まった．  

新潟県中越地震復旧・復興 GIS プロジェクトでは，これまで各機関によってばら

ばらに作成されていた文字情報や地図などを一元的に集約するとともに，GIS を活

用したデジタルデータとして整理し，インターネット上に公開することを目的とし

て作業が行われた．プロジェクトの実際のサイト画面を図 2-9に，プロジェクトで

用いられた背景地図データを表 2-5に，プロジェクトで提供した主題データを表 2-6

に示す．  
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図 2-9 新潟県中越地震復旧・復興 GIS プロジェクトの Web ページ  

（引用：http://chuetsu-gis.nagaoka-id.ac.jp/）  

 

表 2-5 GIS プロジェクトで用いられた背景地図データ  

地図の種類  利用承認  

数値地図 25000 地図画像  国土地理院長の承認  

イコノス衛星画像  
日本スペースイメージング株式会社の許

諾による  

SPOT 衛星画像  株式会社ＮＴＴデータの許諾による  

PAREA GeoNet 国際航業株式会社の製品を使用  

Aster 衛星 DEM 
（陰影つき段彩図）  

セントラル・コンピュータ・サービス株

式会社の許諾による  

芋川流域積雪深画像  国土地理院により作成されたデータ  

 

表 2-6 GIS プロジェクトで提供された主題データ  

情報の種類  出典  

主な土砂災害発生箇所  

国土交通省新潟県中越地震情報集約マッ

プ  

河川管理施設被災箇所  

河道閉塞の状況  

河道閉塞に伴う湛水域  

土砂災害発生箇所航空写真  

道路一般車両通行止め  

公園などの被害  
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情報の種類  出典  

災害状況  
(下水道被害箇所，公園などの被害，被

害状況現場写真）  
監視・復旧情報  
(河道閉塞監視画像，芋川流域監視機器

配置，排水ポンプ設置））  
公共下水道詳細調査実施管渠、流域下

水道幹線管渠被災箇所（マンホール）

地すべり・崩壊地判読図  

推計震度分布  

震央分布  気象庁  

鉄道運行状況  JR 東日本新潟支社  

JR 線被害状況  JR 東日本  

ライフライン復旧情報  新潟県  

避難状況  
新潟県，小千谷市，長岡市，川口町，越

路町  

仮設住宅  新潟県，各自治体  

気象情報へのリンク  
新潟県総合政策部「新潟県の雪情報」，気

象庁  

交通規制情報へのリンク  
新潟県土木部「交通規制情報」、新潟県「新

潟県 LIVE カメラ－ふるさとだより」  

リアルタイム気象情報  気象庁 アメダス  

リアルタイム雨量・水位  
国土交通省「リアルタイム  川の防災情

報」  
災害救援現地ボランティアセンター状

況  
総務省消防庁「災害ボランティア・義援

金関連情報」  

消防本部  総務省消防庁  

市町村庁舎被災状況  総務省消防庁  

警察署  新潟県警  

災害対策本部  各自治体など  

国土交通省事務所  国交省北陸地方整備局  

災害箇所斜め写真  
朝日航洋株式会社，アジア航測株式会社，

国際航業株式会社，株式会社パスコ  

現地情報 Blog，現地レポート  株式会社レスキューナウドットネット  

土木学会第二次調査団調査結果  土木学会  

 

このプロジェクトでは，WebGIS システムを用いることにより，ユーザが所有す

る PC のブラウザ上で必要な地域の必要な情報を取捨選択して閲覧できるようにす

るとともに，紙地図として利用できるように PDF データの提供も行われた．こう

した情報の提供は，実際の被災現場において有効活用されているという反響を得ら
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れた．このプロジェクトによって，外部から支援するという枠組みが新たに確立さ

れたことは，このプロジェクトの意義の一つであるといえる．また，阪神淡路大震

災に比べ情報技術や通信環境が向上しており，これらを有効活用したという点でこ

れまでの災害支援とは異なる取組であったといえる．  

 

 

2-1-4 東日本大震災  

本項では，東日本大震災で取り組まれた GIS の事例として，「東北地方太平洋沖地

震緊急地図作成チームによる活動」，「ボランティアメンバーによる活動」と「Google

による災害対応の取組」について説明する．  

 

（1） 東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チームによる活動  

地震が発生した翌日，全国に広がる各種の被害および対応に関する状況認識の統

一を活動目標として，志を同じくする研究者，民間企業，NGO などの団体により

「東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チーム」(Emergency Mapping Team: EMT)

（以下，EMT）が結成され，内閣府防災担当の協力により地図作成活動が開始さ

れた．「地理情報システム学会（以降，GIS 学会）防災 GIS 分科会」による EMT

活動チームでは，GIS 学会の会員以外にも，学生（奈良大学，兵庫県立大学，大阪

産業大学ほか）や学生の非会員など全国各地から 100 人近くが集まった．この活動

チームでは，「保健師派遣状況」と「被災者受け入れ」を中心に地図作成が行われ

た．実際に作成された「被災者受入状況マップ」を図 2-10に示す．  
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図 2-10 避難者受入状況マップ  

（引用：http://rarmis.jp/wiki/image/hinan%255Fmap.city%255Fmap.png）  

 

作成にあたっての苦労点として，まず，適切な都道府県界が無かったため，地図

を一から作成する必要があった．これは，最新の市町村合併状況に対応したデータ

と，境界が正確なデータの 2 種類のデータから，マージ処理をかけることで対応し

た．次に，情報収集において，自治体ごとに Web での公開方法が異なるため，自

動で収集することはできなかった．また，情報に統一性がなく，情報の入力や比較

が困難であった．そのため，都道府県ごとに担当者を決め，市町村レベルまでの受

入状況を調べるという形を取った．情報の公開には，多くの人が閲覧できるように，
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様々なフォーマット（PDF，ESRI Shape，KMZ．PWD）での地図公開が行われた．

この活動では，各自治体の Web などを厳密にチェックする調査手法をとったため，

高精度な情報提供を実現した．また，自治体別被災者受入調査は継続的に続けられ

たため，避難者が被災地に戻ったかどうかなどの情報更新を続ける体制ができた． 

 

（2） GIS を用いた罹災・被災者台帳管理システムの構築  

京都大学防災研究所の畑山氏とボランティアメンバーにより，那須烏山市役所で

罹災・被災者台帳管理システムの導入，運用に関する支援活動が行われた．このシ

ステムは，株式会社アクリーグの固定資産税管理システム「地建録」と，畑山氏が

独自開発した「時空間地理情報システム」を組み合わせて構築され，GIS が活用さ

れた．GIS を使うことにより，地図から情報を検索できるため，目的の情報を探し

やすくなり，職場の窓口業務の省略化に役立ったと考えられる．また，住民向けの

説明もよりしやすくなったという利点もある．ただし，支援チームが撤退すると

GIS が使われなくなるといったケースが多いため，撤退後も継続して GIS を使っ

てもらえるような体制を作ることが必要となるという課題がある．那須烏山市役所

で実際に行われた支援活動の様子を図 2-11に示す．  

 

 

図 2-11 那須烏山市役所の罹災・被災者台帳管理システム導入風景  

（引用：http://www.informatix-inc.com/top/disaster_emt.html）  

 

（3） Google による災害対応の取組  

Google では，地震発生から 1 時間 46 分後に，災害用伝言板サービス「パーソン

ファイダー」を公開した．「パーソンファインダー」とは安否情報を登録，検索で

きるサービスのことである．災害時には電話が通じにくくなるため，インターネッ

ト上に安否情報を登録し，それを検索することは大きな意味を持つ．ピーク時には

67 万人前後の情報が登録されたという．また，PC が使えない環境を考慮し，掲示

板の内容をケータイのカメラで撮りアップロードできるシステムも構築した．公開

された「パーソナルファインダー」の画面を図 2-12に示す．  
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また，現在，Google では「Google 災害時ライフラインマップ」を公開している．

これは，KDDI，沖縄セルラーや東京ガスなどとパートナーシップを結ぶことで，

各社から提供されたライフラインとインフラの復旧情報を Google マップに随時更

新し，閲覧できるサービスである．震災時には，ユーザや協力企業からの情報提供

を受け，このマップに避難所や炊き出しなどの生活情報もマッピングが行われた．

現在公開されている「Google 災害時ライフラインマップ」の画面を図 2-13に示す．  

 

 

図 2-12 パーソンファインダーのトップページ  

（引用：http://google.org/personfinder/japan）  
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図 2-13  Google 災害時ライフラインマップ（震災当時の au の電波状況）  

（引用：http://www.google.org/intl/ja/crisisresponse/lifelinemaps.html）  

 

 

2-2 GIS を用いた防災事例  

 

本節では，将来起こりうる自然災害に備えて，国や地方自治体において導入され

ている GIS を用いた防災システムについて調査した．このうち，「東京都葛飾区」

と「文部科学省独立行政法人防災科学技術研究所」の事例について詳細に解説し，

その他の事例について表形式でまとめた．  

 

 

2-2-1 東京都葛飾区  

東京都葛飾区では，地域住民と共同で作成した防災マップを「かつしか電子まっ

ぷ」として区の公式 HP で公開している．かつしか電子まっぷの防災マップイメー

ジを図 2-14に示す．  
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図 2-14 かつしか電子マップ（防災マップ）  

（引用：http://www.city.katsushika.lg.jp/index.html）  

 

防災マップは，計 19 地区の管轄エリア毎に作成され，避難場所，防災関連施設の

位置が掲載されている．掲載されている凡例を表 2-7に示す．  

 

表 2-7 かつしか電子まっぷの凡例  

内容  凡例  

給水施設  

倉庫  

防災活動拠点  

防災行政無線  

避難場所   

避難所  

一時集合場所  

 

また，大雨による水害に備え，葛飾区江戸川洪水ハザードマップ，葛飾区荒川洪

水ハザードマップ，葛飾区中川・綾瀬川洪水ハザードマップを作成し，同様に区の

公式 HP で公開している．  
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2-2-2 文部科学省独立行政法人防災科学技術研究所  

「地震ハザードステーション  J-SHIS」は，地震防災に資することを目的に，日

本全国の「地震ハザードの共通情報基盤」として活用されることを目指し，2005 年

5 月から運用開始となった．阪神淡路大震災をうけ，文部科学省地震調査研究推進

本部が作成した，将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測した「全

国地震動予測地図」を元に，Web ブラウザで閲覧できるサービスである．2009 年 7

月からは，最新の地図情報の配信技術や，これまでよりも簡単に各種情報を閲覧で

きる機能を取り入れたシステムが開始されている．また，東日本大震災をうけ，改

良に向けた検討作業に取り組んでいる．  

J-SHINS の画面構成は，サイドバー，地図選択タブ，ツールバー，地図画面から

構成されており，図画イメージを図 2-15に示す．  

 

 

図 2-15 地震ハザードステーション  J-SHIS 

（引用：http://www.j-shis.bosai.go.jp/）  

 

なお，現在では，Web ブラウザの他にスマートフォンから閲覧できる，スマート

フォン用アプリ「J-SHIS」が公開され，手軽に J-SHIS の機能の一部を閲覧できる

ようになっている．  

 

 

2-2-3 その他事例一覧  

本項では，全国の市区町村において公開されている防災・減災を目的とした GIS

システムの調査を行った．調査結果を表 2-8に示す．  
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表 2-8 GIS を用いた防災事例の調査結果  

対象 地図名 

提供している情報の種類

概要 地
震 

津
波
・
浸
水 

洪
水
・
浸
水 

土
砂
・
雪
崩 

放
射
線
量 

避
難
所 

北海道 

函館市 

函館市防災マッ

プ      
○

・Google マップを用いた避難所マッ

プ 

岩手県 

全域 

いわてデジタル

マップ  
○ ○ ○

 
○

・岩手山火山防災マップ（想定火口，

噴石，降灰，火砕流，火砕サージ，

溶岩流，土石流，火山泥流） 

宮城県 

仙台市 

せんだいくらし

のマップ  
○ ○ ○

  

・津波ハザードマップ、洪水ハザー

ドマップ、土砂災害危険地、地滑り

危険地、急傾斜崩壊危険地、土石流

危険地マップ 

福島県 

郡山市 

放射線量モニタ

リング MAP，防

災マップハザー

ドマップ 

  
○

 
○ ○

・指定避難場所，防災行政無線設置

所，飲料水兼用耐震性貯水槽設置場

所，防火水槽，消防詰所，備蓄倉庫，

ヘリコプター臨時離着陸場などの

情報を提供 

茨城県 

全域 

いばらきデジタ

ルマップ 
○ ○ ○ ○ ○ ○

・防災倉庫，消火栓，防火水槽，消

防本部・消防署，消防団詰所，避難

所・避難場所，福祉避難所の情報を

提供 

茨城県 

つくば市 

つくば市都市計

画マップ 
○ 

     

・地震発生時の揺れやすマップや地

域の危険度マップ 

茨城県 

守谷市 
もりやナビ 

    
○ ○

・安心・安全マップ（避難所・避難

場所、消火栓や AED を設置している

公共施設、警察、消防署） 

岩舟町と

旧大平町

（現栃木

市）の共

同公開

GIS 

communication 

GIS      
○

・消火栓，防火水槽，避難場所のマ

ップ 

栃木県 

小山市 

おやまわが街ガ

イドマップ       

・指定水利，消火栓，消防団詰所，

防災ヘリ，防火水槽，水防倉庫，放

射能測定地点などの情報を提供 

群馬県 

全域 

マッピングぐん

ま    
○ ○

 

・土砂災害警戒区域等、土砂災害危

険箇所図、山地災害危険地区、水防

警報区域のマップ 

埼玉県 

川口市 

かわぐち案内マ

ップ      
○

・防災カメラライブ映像，AED マッ

プ，防災マップ（消防，街角消化器）

埼玉県 

春日部市 

かすかべ オラ

ナビ 
○ 

 
○

  
○

・利根川，江戸川，荒川，中川，綾

瀬川の洪水ハザードマップ，地震ハ

ザードマップ，浸水実績マップ，防

災行政無線屋外子局マップ 

埼玉県 深谷市地理情報 ○ ・避難所，避難場所の情報を提供 
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深谷市 案内 

千葉県 

浦安市 

浦安市地理情報

システム（防災

マップ） 
  

○
  

○

・防災備蓄倉庫，防災行政用無線，

ヘリコプター離発着予定地，緊急輸

送路，飲料用貯水槽飲料用貯水槽，

医療拠点施設（救護所）医療拠点施

設（救護所），災害ボランティアセ

ンター，物資受け入れ所物資受け入

れ所，自衛隊など集結地，ＡＥＤ設

置場所などの情報を提供 

千葉県 

松戸市 

防災マップ，揺

れ や す さ マ ッ

プ，地域の危険

度マップ，洪水

ハ ザ ー ド マ ッ

プ，AED マップ，

通学路放射線量

測定マップ 

○ 
 

○
 

○
 

・AED マップ，Wi-Fi 提供施設情報

（Wi-Fi スポットの場所）などの情

報も提供 

千葉県 

柏市 

地 図 情 報 配 信

サービス      
○

・指定避難場所、広域避難場所、防

災協力農地のマップ 

東京都 

都市計画情報イ

ンターネット提

供サービス 
      

・防災街区整備地区計画，特定防災

街区整備地区，防災街区整備事業の

情報を提供 

東京都 

世田谷区 

か つ し か 電 子

まっぷ   
○

  
○

・街路消化器，震災対策用井戸，給

水拠点，防災無線塔，医療救護所，

広域防災倉庫などの情報を提供 

東京都 

葛飾区 

ちゅうおうナビ

inCHUO CITY   
○

  
○

・倉庫，防災活動拠点，防災行政無

線，給水施設，洪水ハザードマップ，

都市型水害浸水予想図などの情報

を提供 

東京都 

中央区  

どこナビいたば

し      
○ ・防災マップ 

東京都 

板橋区 

三鷹市わがまち

マップ      
○

・給水拠点，災害時帰宅困難者の一

時滞在施設，AED 設置施設などの情

報を提供 

東京都 

三鷹市 

三鷹市わがまち

マップ   
○

  
○

・災害時医療救護所，災害用施設（災

害用備蓄倉庫，飲料水給水所，生活

用水給水所，可搬式消防ポンプ，救

助活動用工具セット，防災行政無線

拡声器，震災用井戸），AED 設置場

所，街頭消化器，子どもを犯罪から

守るための地域安全マップなどの

情報を提供 

東京都 

調布市  
調布まっぷ 

    
○ ○

・広域避難場所（災害時避難場所）

や空間放射線量の情報を提供 

神奈川県 

全域 
防災マップ ○ ○

    

・緊急交通路，広域防災活動拠点，

災害医療拠点病院，県西部地震対策

応急資機材倉庫，ヘリコプター臨時

離着陸場，港湾，漁港，広域防災活

動備蓄拠点，震度分布図，液状化想

定図，建物の全壊棟数想定図，火災

による焼失棟数想定図，微地形区分
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図，文化財防災マップなどの情報を

提供 

神奈川県 

横浜市 

横浜市民防災情

報 わいわい防

災マップ 

○ ○ ○ ○
 

○
・液状化マップ，応急対応マップを

提供 

神奈川県 

川崎市 

ガイドマップか

わさき 川崎市

地図情報システ

ム 

      

・浸水実績図，AED 設置場所，消防，

消火栓，防火水槽，警察署・派出所，

応急給水拠点の情報を提供 

神奈川県 

横須賀市 

よこすかわが街

ガイド 
○ 

  
○

 
○

・既成宅地防災施設（市助成金利用

施工），急傾斜地防災施設（神奈川

県施工），震災時避難場所，風水害

時の避難場所，AED 設置施設の情報

を提供 

神奈川県 

海老名市 

I-map わが街海

老名ガイド      
○

・避難所，防災施設（災害時避難場

所，広域避難地，医療救護所，福祉

避難所）の情報を提供 

神奈川県 

三浦市 

みうらわが街ガ

イド      
○

・避難地，AED 設置施設などの情報

を提供 

神奈川県 

三浦郡 

葉山町 

避難所マップ，

AED マップ      
○ ・AED マップを提供 

神奈川県 

大和市 

公開型地図情報

サービス   
○

  
○

・災害施設（防災行政無線子局，飲

料水供給施設，活動拠点（情報、物

資、食料、応援），ヘリポート，病

院医療救護所），AED（自動体外式

除細動器）設置場所の情報を提供 

神奈川県 

南足柄市 

南足柄市地理情

報システム ミ

ナミ・ナビ 
  

○ ○
 

○

・AED 設置場所，防災関連施設（防

災関連施設，ヘリコプター臨時離着

陸場，街頭消火器，指定井戸，消火

栓，防火水槽，消防団待機宿舎，水

防倉庫，防災行政用無線柱）などの

情報を提供 

神奈川県 

小田原市 

小田原市地理情

報システム ナ

ビ ・ オ ダ ク ラ 

Navi-O 

 
○ ○

  
○

・防災関連施設（防災倉庫（自治体

所有），防災倉庫（自治会所有），

飲料水兼用耐震性貯水槽，配水池，

ヘリコプター臨時離着陸場，救援物

資ターミナル，防災行政無線柱），

AED 設置場所の情報を提供 

神奈川県 

厚木市 

厚木市地図情報

システム      
○

・災害緊急マップや AED マップを提

供 

新潟県 

新潟市 

新潟市地理情報

システム   
○ ○

 
○ ・ハザードマップを提供 

新潟県 

見附市 

見附市地域情報

マップ      
○

・避難場所，AED 設置場所などの情

報を提供 

新潟県 

十日町市 

十日町市ハザー

ドマップ   
○ ○

 
○ ・防災に関する地図を提供 

新潟県 

糸魚川市 

e まっぷ いと

いがわ  
○ ○

  
○

・AED 設置箇所，消防施設（消火栓

位置図，防火水槽，防災行政無線子
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局，ヘリポート）などの情報を提供

新潟県 

佐渡市 

佐渡市地理情報

サービス      
○

・避難場所や AED 設置場所の情報を

提供 

新潟県 

胎内市 

胎内市地理情報

システム   
○ ○

 
○

・防災に関する浸水想定区域、危険

区域、施設マップなどを提供 

長野県 

全域 

しんしゅうくら

しのマップ（長

野県統合型地理

情報システム） 

   
○

 
○

・災害対策用ヘリポート，災害対策

物資輸送拠点などの情報を提供 

長野県 

諏訪市 
わが街ガイド 

     
○ ・避難所マップを提供 

長野県 

長野市 

長野市 行政地

図情報 
○ 

 
○ ○

 
○

・地震防災マップ（揺れやすさマッ

プ，液状化危険度マップ，地域の危

険度マップ）を提供 

長野県 

飯田市 
飯田 Web マップ 

  
○ ○

 
○

・災害関連施設（水防倉庫，防災倉

庫，防災行政無線，長野県警報局，

雨量観測所，緊急輸送道路，ヘリ

ポート，井戸，水門・ゲート，防火

水槽，水位観測所）の情報を提供 

長野県 

安曇野市 
あずみのマップ ○ 

    
○

・AED 設置場所，危険地域，消火栓，

防火水槽などの情報を提供 

岐阜県 

関市 
県域統合型 GIS ○ 

 
○

  
○

・揺れやすさマップ，地域の危険度

マップを提供 

岐阜県 

大垣市 

大 垣 市 統 合 型

GIS   
○

  
○

・AED 設置場所マップ、浸水区域マ

ップ、地震時指定避難場所などを提

供 

静岡県 

全域 

静岡県統合基盤

地理情報システ

ム 静岡県の土

砂災害情報 

○ ○ ○ ○
  

・第 3 次地震被害想定（安政東海地

震想定津波浸水域，大規模崩壊危険

斜面，推定津波想定域，推定液状化

危険度（東海地震），推定地表実効

最大化速度（東海地震），推定地表

実効速度（東海地震），推定震度分

布（東海地震）），南海トラフ地震

の津波被害想定した様々な情報を

提供 

静岡県 

裾野市 

すそのタウンマ

ップ      
○ ・広域避難地の情報を提供 

静岡県 

浜松市 

浜松市防災マッ

プ 
○ ○ ○ ○

 
○

・東海地震に関する各種被害想定地

図を提供 

静岡県 

湖西市 

湖西市Ｗeb-GIS

地図情報システ

ム 

○ ○
   

○

・東海地震情報（推定震度分布図，

推定液状化危険度図，推定津波浸水

図），消防情報（詰所，火の見櫓，

器具庫，林野看板，耐震性貯水槽）

を提供 

愛知県 

全域 

愛知県統合型地

理情報システム 

マップあいち 
   

○
 

○ ・土砂災害情報マップを提供 

愛知県 

一宮市 

一宮市地域ポー

タルサイト   
○

  
○ ・洪水ハザードマップを提供 
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愛知県 

尾張旭市 

指定避難場所，

地震災害時の一

時避難場所，災

害による断水発

生時の応急給水

拠点，AED 設置

場 所 の マ ッ プ

（グーグルマッ

プ に マ ッ ピ ン

グ） 

     
○

・災害による断水発生時の応急給水

拠点，AED 設置場所，指定避難場所

のマップを提供 

愛知県 

豊川市 

きらっと☆とよ

かわっ！ガイド

マップ 

○ ○
 

○
 

○

・震度分布図，液状化危険度マップ，

土砂災害情報（急傾斜地崩壊危険箇

所，地すべり危険箇所），防災施設

（ヘリポート，飛行場外離着陸場，

飲料水兼用耐震性貯水槽，防災無

線，災害時応急給水拠点，愛知県応

急給水支援設備，防災倉庫）の情報

を提供 

愛知県 

岡崎市 

岡崎市わが街ガ

イド      
○

・地すべり危険地区，急傾斜地，防

災倉庫，水防倉庫，防災関連施設，

防災無線，ヘリポート可能場所など

の情報を提供 

愛知県 

豊田市 

とよた i マップ

（豊田市地図情

報サービス） 
  

○
  

○

・防災情報（防災行政無線屋外拡声

子局の位置，防災倉庫，災害応急給

水拠点，浸水箇所東海豪雨）を提供

愛知県 

額田郡 

幸田町  

幸田町防災マッ

プ 電子国土サ

イト 
     

○ ・防災マップを提供 

愛知県 

日進市 

日進わが街ガイ

ド   
○

  
○ ・防災マップを提供 

三重県 

全域 
Mie Click Maps 

     
○

・ヘリポート情報，避難場所情報を

提供 

三重県 

全域 

三重県【川の防

災情報】   
○

   

・河川の防災に関する防災情報を提

供 

三重県 

全域 

三重県土砂災害

情報提供システ

ム 
   

○
  

・土砂災害に関する防災情報を提供

三重県 

四日市市 

四日市市公開型

GIS      
○ ・防災マップを提供 

三重県 

鈴鹿市  

鈴鹿市地理情報

サイト 
○ ○ ○ ○

 
○

・水防倉庫，臨時ヘリポート，東南

海地震地表加速度分布，東南海地震

液状化危険度分布，東南海地震震度

分布，桑名四日市断層地表加速度分

布，桑名四日市断層液状化危険度分

布，桑名四日市断層震度分布，建物

倒壊危険度マップ（東南海地震・桑

名四日市断層地震の震度の最大値

を想定）などを提供 

三重県 

いなべ市 
いなっぷる 

  
○ ○

 
○ ・ハザードマップを提供 
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滋賀県 

全域 

滋賀県防災情報

マップ 
○ 

  
○

 
○

・防災ヘリ臨時離着陸場，液状化予

測図，床上浸水発生確率図，家屋水

没発生確率図，家屋流失発生確率図

などを提供 

京都府 

京田辺市 

京田辺市 施設

マップ      
○ ・防災関係の情報を提供 

大阪府 

高槻市 

わが街高槻ガイ

ド   
○ ○

 
○

・AED 設置場所，災害拠点・備蓄倉

庫，急傾斜地崩壊危険箇所，地すべ

り危険箇所の情報を提供 

大阪府 

茨木市 
いばなびマップ ○ 

 
○ ○

  

・洪水ハザードマップ，地震ハザー

ドマップを提供 

大阪府 

大東市 
だいとうマップ 

     
○ ・避難所マップを提供 

大阪府 

東大阪市 

ひがしおおさか 

e～まちマップ   
○ ○

 
○

・防災行政無線屋外子局，拠点給水

所，ヘリポート，水防倉庫などの情

報を提供 

大阪府 

堺市 
堺市 e-地図帳 ○ ○ ○ ○

 
○

・東南海・南海地震想定（建物被害

率，液状化分布），土砂災害情報（急

傾斜地崩壊危険箇所，土石流危険渓

流，地すべり危険箇所）などを提供

大阪府 

岸和田市 

岸和田市 地図

情報配信サービ

ス 

○ ○ ○ ○
 

○

・消防マップ（消火栓・防火水槽），

津波ハザードマップ（南海地震発生

の予測浸水範囲，避難場所，避難路）

などを提供 

大阪府 

大阪市 

マップナビおお

さか 
○ ○

   
○

・防災関連施設（防火水槽，津波避

難ビル，災害時用ヘリポート，防災

スピーカー），液状化予測図などを

提供 

兵庫県 

姫路市 

姫路わが街ガイ

ド  
○ ○ ○

 
○ ・避難所マップを提供 

兵庫県 

西宮市 

にしのみや Web 

GIS      
○

・AED 設置場所，津波避難ビルなど

の情報を提供 

鳥取県 

全域 

とっとり web マ

ップ 
○ 

  
○

 
○

・液状化危険度予測マップ，ハザー

ドマップなどを提供 

島根県 

全域 

マップ on しま

ね～島根県統合

型 GIS～ 
 

○
 

○
 

○

・津波浸水想定区域（出雲市沖合（断

層北傾斜）の地震），土砂災害危険

箇所などの情報を提供 

島根県 

安来市 

地 図 コ ミ ュ ニ

テ ィ 総 合 メ ニ

ュー 
   

○
 

○
・防災機関，水防倉庫などの情報を

提供 

岡山県 

全域 

おかやま全県統

合型（地理情報

システム） 
  

○ ○
 

○

・震度情報，山腹崩壊危険地区，ヘ

リポート適地，浸水想定区域情報な

どを提供 

岡山県 

早島町 

早 島 町 統 合 型

GIS       

・早島町消防防災施設マップ（消火

栓，防火水槽），早島町防犯灯マッ

プ（防犯灯，街路灯）を提供 

広島県 

全域 

土砂災害ポータ

ルひろしま    
○

 
○

・土砂災害危険箇所図，土砂災害警

戒区域・特別警戒区域地図を提供 

広島県 

広島市 

ひろしま地図ナ

ビ  
○ ○ ○

 
○

・高潮浸水想定区域図などの情報を

提供 

広島県 ひ が し ひ ろ し ○ ○ ○ ○ ・ハザードマップを提供 
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東広島市 まっぷ 

山口県 

山口市 

やまぐちｉマッ

プ 
○ 

 
○ ○

 
○

・地震ハザードマップ（建物全壊危

険度マップ，ゆれやすさマップ），

高潮ハザードマップを提供 

山口県 

下関市 

しものせき情報

マップ 
○ 

  
○

 
○

・避難所情報，土砂災害警戒区域図，

浸水想定区域図，地震防災マップを

提供 

山口県 

周南市 

しゅうなんマッ

プ 
○ 

    
○

・AED 施設，地域の危険度，揺れや

すさマップなどの情報を提供 

山口県 

全域 

山口県土木防災

情報システム   
○

   

・雨量情報，水位情報，ダム情報，

潮位情報，洪水予報などを提供 

山口県 

岩国市 
いわくにマップ 

  
○ ○

 
○ ・防災情報に関係するマップを提供

香川県 

まんのう

町 

まんのう町地図

情報提供サービ

ス 
  

○ ○
 

○

・臨時ヘリポート，避難時危険箇所，

浸水情報，土砂災害に関する情報を

提供 

福岡県 

春日市 

春日市生活地図

情報      
○ ・避難箇所マップを提供 

福岡県 

添田町 

添田町地図情報

提供システム      
○ ・避難箇所マップを提供 

佐賀県 

佐賀市 

ぐるっとさがナ

ビ      
○

・防災施設（防災倉庫，ヘリポート，

防災無線拡声子局消火栓，防火水

槽，消防団格納庫），子ども 110 番

の家などの情報を提供 

長崎県 

全域 

長崎県電子国土

総合防災 GIS    
○

 
○

・避難施設，土砂災害などの情報を

提供 

長崎県 

全域 

長崎県河川砂防

情 報 シ ス テ ム 

ナ ッ ク ス

（NAKKS） 

   
○

  

・雨量，河川水位，ダム，避難判断

水位，警報・注意報などの情報を提

供 

長崎県 

佐世保市 
させぼ街ナビ ○ 

    
○

・AED 設置マップ，ゆれやすさマッ

プなどを提供 

熊本県 

全域 

熊本県 統合型

防災情報システ

ム 
  

○ ○
  

・警戒情報，雨量情報，河川水位情

報，海岸・風向風速情報，流域平均

雨量情報，ダム情報，河川カメラ情

報，統計情報などを提供 

大分県 

全域 

大分県 土砂災

害除法インター

ネット提供シス

テム 

   
○

  

・土砂災害の危険地域に関する情報

を提供 
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2-3 地図データの提供  

 

GIS を高度に活用する社会の実現には，基板となる地図情報の電子化のみならず，

研究機関や測量業者が提供する様々な地図データを総合的・体系的に整備する必要

がある．本説では，「国土地理院」，「日本地理学会」と「航空写真測量企業」が提供

している地図データについて説明する．  

 

2-3-1 国土地理院  

国土地理院では，平成 19 年に成立した地理空間情報活用推進基本法に基づき，

電子地図における位置の基準となる「基盤地図情報」を公開している．また，イン

ターネット上で「電子国土ポータル」サービスを提供し，日々の災害における被害

状況などを公開する取組が行われている．  

 

 

図 2-16 基盤地図情報閲覧サービス  

（引用：http://fgd.gsi.go.jp/view/）  

 



 31

 

図 2-17 電子国土 Web.NEXT（試験公開）  

（引用：http://portal.cyberjapan.jp/）  

 

また，東日本大震災では，災害復興計画基図と同地域のオルソ画像を並べて復興

状況の可視化を行うなど，多くの情報を提供している．  
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図 2-18 災害復興計画基図と同地域のオルソ画像を並べて閲覧  

（引用：http://saigai.gsi.go.jp/20110311eq/rcvrmap/index.html）  

 

 

図 2-19 震災後の空中写真と災害復興計画基図の比較  

（引用：http://saigai.gsi.go.jp/20110311eqBeforeAfter/html/020016D.html）  
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2-3-2 日本地理学会  

日本地理学会では，東日本大震災において災害対応本部を設置し，国土地理院が

撮影した被災地域の航空写真と Google Earth などの衛星画像を用いて，津波被災

マップを作成した．  

 

 

図 2-20 津波被災マップ  

（引用：http://map311.ecom-plat.jp/map/map/?mid=40&cid=3&gid=0）  

 

 

2-3-3 航空写真測量企業  

航空写真測量を専門に行う企業では，東日本大震災などの災害が発生した際に航

空機を飛ばし，災害時など緊急時のデータ収集を独自で実施している．株式会社パ

スコでは，わが国において発生した地震・豪雨・津波・火山活動などの自然災害時

に撮影した衛星写真および航空写真をホームページで公開するほか，災害 GIS ボ

ランティアネットワークサイトの運営も行っている．  
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図 2-21 株式会社パスコの災害撮影ページ  

（引用：http://www.pasco.co.jp/disaster_info/）  

 

 

図 2-22 災害 GIS ボランティアネットワークの Web サイト  

（引用：http://www.gis-volunteer.net/）  
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第3章 GIS を用いた被災自治体支援 

3-1 GIS を用いた被災自治体支援の考案  

 

3-1-1 KML データの利用  

Google Maps は，フリーで提供されていることに加えて，GIS の利用技術がなく

ても，容易に操作を習得することができるため，被災自治体での導入も可能である．

Google Maps は，ポイントやポリゴンデータ等の情報を KML 形式のデータで出力

することができる 1)．KML データは，アプリケーション・プログラムにおける三

次元地理空間情報の表示を管理するために開発された，XML ベースのマークアッ

プ言語であり，Google Earth や Google Mobile 等の Google 社のサービスだけでな

く，市販されている GIS ソフトウェアでも読み込みが可能である 2)．そのため，

KML データを用いて，GIS ソフトウェアと Google Maps を並行して利用すること

ができる．KML データの例を図 3-1 に示す．  

 

 

図 3-1 KML データの例  
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3-1-2 GIS ソフトウェアと Google Maps の並行利用  

GIS ソフトウェアを利用して，自治体，企業，大学等の研究機関が共同作業を行

う際，例えば，自治体側で GIS ソフトウェアの利用が困難な場合，ソフトウェア

を介した情報交換ではなく，手書き地図による指示や，口頭やメールでの情報交換

のみとなり，作業に手間が生じる．  

そこで，自治体では，Google Maps を利用して，地図上に必要な情報を入力し，

それを KML データとして出力して，GIS ソフトウェアを利用可能な企業や研究機

関にデータを送る．そして，企業や研究機関側では，KML データを GIS ソフトウ

ェアに読み込み，Google Maps ではできないような，高度な空間分析処理を行う．

さらに，分析後の空間データを再び KML データとして出力することで，自治体側

でも再度 Google Maps 上で検証を行うことができる．このような並行利用のイメー

ジを図 3-2 に示す．  

 

 

図 3-2 KML データの例  

 

3-2 GIS を用いた被災自治体支援の実施  

 

3-2-1 山元町営バスの路線計画の概要  

宮城県山元町では，津波の影響により，家屋の流出や仮設住宅の設置等があり，

住民の居住域が大きく変化した．それに伴って，町営バスの路線変更の必要が生じ

た．路線変更には，住民の居住域の分布や年齢構成，最適なルート探索など，GIS

を用いた統合的な空間分析が必要になる．そこで，宮城大学と山元町で共同して，

GIS ソフトウェアと Google Maps の並行利用によって，新規の路線計画を行った．

山元町営バス「ぐるりん号」を図 3-3 に示す．  
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図 3-3 山元町営バス「ぐるりん号」  

 

路線計画の手法としては，山元町側では，GIS 技術者が存在しないため，Google 

Maps を用いた作業を行った．宮城大学側では把握が困難な，バス停の正確な位置

の入力作業等を Google Maps を用いて行った．そして，Google Maps から KML

データとして出力して，宮城大学側へメール等で送信した．一方，宮城大学側では，

受け取った KML データを GIS ソフトウェアの ArcGIS に入力して，ルート探索や

主題図作成等の空間分析を行った．Google Maps を用いて入力したバス停の KML

データを図 3-4 に示す．  

 

 
 

図 3-4 Google Maps を用いて入力したバス停の位置情報  
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3-2-2 山元町営バスの路線計画に向けての事前調査  

山元町営バスの路線計画に向けて，事前調査を行った．調査の方法としては，ま

ず，宮城大学側では把握が困難な，バス停の詳細位置，山元町の各地区の代表点，

仮設住宅の位置，公共施設等の位置を山元町側が Google Maps を利用して位置を

入力した．そして，そのデータを KML データで出力して，宮城大学側にメールで

送付した．また，現状のバス路線での各バス停での乗降者数，各地区の年齢構成等

の情報を Excel データで宮城大学側に送付した．  

宮城大学側では，受け取った KML データや Excel データを ArcGIS に入力して，

路線図を描画し，路線図上に乗降者数のグラフを表示した．また，山元町内の各地

区や仮設住宅の人口データ，店舗や学校等の情報も表示して，路線計画の分析に用

いるデータとして整理を行った．  

現状のバス路線における乗降者数のグラフを図 3-5 と図 3-6，山元町の地区別年

齢構成を図 3-7，山元町の仮設住宅別別年齢構成を図 3-8，山元町の店舗・学校等

の位置を図 3-9 に示す．  
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図 3-5 山下循環（現状）乗降者数（平日平均）  
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図 3-6 坂元循環（現状）乗降者数（平日平均）  
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図 3-7 山元町地区別年齢構成（H24 住基地区）
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図 3-8 山元町地区別年齢構成（H24 仮設住宅）
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図 3-9 山元町店舗・学校等の位置  
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3-2-3 山元町営バスの路線計画に関する分析  

路線計画に向けての事前調査で整理した情報に加えて，津波浸水域等の情報も

ArcGIS 上に表示して，新規路線の分析を行った．GIS の分析機能を用いて，人口

が多く，高齢者や子どもが多い地域や仮設住宅を通るかどうか，病院や学校を通る

かどうか，津波浸水域はできるだけ避けるようにする，できるだけ最短で効率的な

ルートを通るようにする，などを考慮して，新規路線の計画を行った．また，GIS

による分析だけではなく，交通工学の有識者の意見も分析に反映した．津波浸水域

等の情報を重ねて表示した ArcGIS での分析を図 3-10 に示す．  

これらの分析によって，まずは，山元町営バスの新たなバス停位置を決定した．

新規の山元町営バス路線計画図（バス停）を図 3-11 に示す．また，山元町営バス

の新規路線は，日中の時間帯と，通勤や子どもの通学，高齢者の通院等を考慮した

通勤通学の時間帯の 2 通りを運行することに決定した．山元町営バス路線計画図

（日中）を図 3-12，山元町営バス路線計画図（通勤通学）を図 3-13 に示す．  
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図 3-10 山元町営バス路線分析（津波浸水域等表示）  
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図 3-11 山元町営バス路線計画図（バス停）  



 49

 

図 3-12 山元町営バス路線計画図（日中）
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図 3-13 山元町営バス路線計画図（通勤通学）  
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3-2-4 山元町営バスの新規路線に関する利用調査  

平成 24 年 4 月から運行開始された山元町営バスの新規路線について，バス路線

の更なる改善を目的として，各バス停の乗降者数の調査を行った．乗降者は，一般，

高齢者，小学生に分けて調査を行うことで，バスの利用が多い高齢者と小学生の利

用状況に着目した．調査結果は，山元町側から Excel データで受け取り，宮城大学

側で，ArcGIS によって，路線図上にグラフ表示を行った．  

山元町営バス乗降者数の調査結果を図 3-14-17，山元町営バスの利用割合の調査

結果を図 3-18-25 に示す．  
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図 3-14 山元町営バス乗降者数（H24 一般）  
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図 3-15 山元町営バス乗降者数（H24 高齢者）  
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図 3-16 山元町営バス乗降者数（H24 小学生）  
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図 3-17 山元町営バス乗降者数（H24 全体）  
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図 3-18 山元町営バス利用割合（H24 一般乗車）  
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図 3-19 山元町営バス利用割合（H24 一般降車）
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図 3-20 山元町営バス利用割合（H24 高齢者乗車）
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図 3-21 山元町営バス利用割合（H24 高齢者降車）  
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図 3-22 山元町営バス利用割合（H24 小学生乗車）  
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図 3-23 山元町営バス利用割合（H24 小学生降車）  
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図 3-24 山元町営バス利用割合（H24 全体乗車）  
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図 3-25 山元町営バス利用割合（H24 全体降車）  
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第4章 GIS を用いた震災復興情報の可視化 

4-1 GIS を用いた情報の可視化  

 

本研究では，フリーで提供されている 3 次元地図ソフトウェアとして，Google 

Earth に着目した．GIS を用いた分析結果を KML データに変換することで，Google 

Earth において可視化を行った．そして，宮城県山元町における，復興計画や防災

情報等の情報を Google Earth 上で表現することによって，震災復興に向けての支

援を目指した．  

Google Earth は，フリーで提供されていることに加えて， GIS の利用技術がな

くても，容易に操作を習得することができるため，誰もが簡単に空間的なイメージ

を得ることができる．Google Earth は，ポイントやポリゴンデータ等の情報を KML

形式のデータで表現している 1)．KML データは，アプリケーション・プログラム

における三次元地理空間情報の表示を管理するために開発された，XML ベースの

マークアップ言語であり，Google Maps や Google Mobile 等の Google 社のサービ

スだけでなく，市販されている GIS ソフトウェアでも入出力が可能である 2)．  

そこで，被災自治体では困難な，GIS ソフトウェアによる空間データの統合や分

析を研究機関や企業等で行い，その結果を KML 形式のデータとして出力する．そ

して，KML データを Google Earth で読み込み，可視化することによって，GIS

ソフトウェアのみでは困難な，復興計画のより分かりやすいイメージを表現するこ

とができる．また，Google Earth は，GIS の利用技術がなくても容易に操作がで

きるため，住民自らが Google Earth を操作して，空間情報を様々な視点で確認す

ることにより，復興計画のイメージの共有を支援することができる．KML を用い

た Google Earth による可視化のイメージを図 4-1 に示す．   



 66

Google EarthGISソフトウェア

GIS技術者による
高度な空間分析

被災自治体研究機関・企業

情報の可視化による
イメージの共有

 

図 4-1 KML を用いた Google Earth による可視化  

 

 

4-2 山元町を対象とした Google Earth の利用  

 

宮城県山元町では，津波の影響により，家屋の流出や仮設住宅の設置等があり，

住民の居住域が大きく変化した．それに伴って，町営バスの路線変更の必要が生じ

た．そこで，第 3 章で説明した通り，山元町と宮城大学で共同して，GIS を用いた

統合的な空間分析を行い，ArcGIS と Google Maps の並行利用によって，新規の路

線計画を行った．   

そこでの活動を継続して，Google Earth を利用して，山元町営バスの新規路線

の表示を行った．路線情報に加えて，バスの路線上に存在する，役場，学校や病院

等の表示も行うことで，バスの利用者に対して，路線上の情報提供の支援を行った． 

また，津波の浸水域を可視化することで，防災意識の向上を促すことも目的とし

た．さらに，復興整備計画や仮設住宅位置等の復興計画に関する情報を合わせて表

示することによって，復興計画のイメージの共有を支援することを目指した．その

他に，震災時の写真を Google Earth 上に表示することによる，震災アーカイブと

しての利活用，山元町の観光に関する情報を可視化することによって，観光による

震災復興支援に寄与することも視野に入れている．次項以降で，Google Earth に

よる具体的な可視化内容について，説明する．  

 

4-2-1 山元町営バス路線の表示  

Google Earth を用いて表示した，山元町営バス路線（日中）を図 4-2 に，山元町

営バス路線（通勤・通学）を図 4-3 に示す．  
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図 4-2 山元町営バス路線の表示（日中）  

 

 

 

図 4-3 山元町営バス路線の表示（通勤・通学）  
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4-2-2 山元町営バス路線上の施設の表示  

Google Earth を用いて，山元町営バス路線上の施設を表示して，バス利用者へ

の情報提供を行った．山元町営バス路線上の施設を図 4-4，病院を図 4-5，小・中

学校を図 4-6，金融機関を図 4-7，店舗を図 4-8，仮設住宅を図 4-9 に示す．  

 

 

図 4-4 山元町営バス路線上の施設  
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図 4-5 山元町営バス路線上の病院  

 

 

 

図 4-6 山元町営バス路線上の小・中学校  
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図 4-7 山元町営バス路線上の金融機関  

 

 

 

図 4-8 山元町営バス路線の店舗  
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図 4-9 山元町営バス路線上の仮設住宅  
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4-2-3 山元町復興計画のオーバーレイ  

宮城県山元町の復興整備計画 3)の土地利用構想図を Google Earth 上にオーバー

レイした結果を，図 4-10 に示す．オーバーレイの作業では，土地利用構想図を補

正して，Google Earth 上に重なるようにした．土地利用構想図のみでは，自宅周

辺の復興計画がどのようになっているのかを知ることが分かりにくい面があるが，

Google Earth 上に重ねることによって，最寄りのバス停を目印として，自宅周辺

の復興計画についての住民の理解を高める助けになると考える．山元町復興整備計

画とバス路線を重ねて表示した結果を，図 4-11 と図 4-12 に示す．  

 

 

図 4-10 山元町復興整備計画土地利用構想図のオーバーレイ  
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図 4-11 山元町復興整備計画とバス路線（北部）  

 

 

 

図 4-12 山元町復興整備計画とバス路線（南部）  
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4-2-1 震災アーカイブへの利活用  

Google Earth を用いた山元町営バス路線の表示に加えて，震災アーカイブとし

ての機能も持たせた．東日本大震災以降，震災に関する様々な地理情報が公開され

ている．その中の一つである，日本情報地質学会による，東日本大震災津波現地踏

査報告 4)の津波浸水域データを Google Earth 上で表示した．Google Earth 上に津

波浸水域を表示して，バス路線と重ね合わせることによって，津波の浸水範囲をよ

り直感的に理解することができる．山元町の津波浸水域範囲を図 4-13 に，津波浸

水域とバス路線を重ね合わせた結果を図 4-14 に示す．  

また，Google Earth 上に，被災当時の写真の表示も行った．写真の撮影位置と

撮影方向を合わせることによって，現場で実際に見たような仮想体験をすることが

できる．2011 年 6 月 2 日に撮影した JR 坂元駅の写真を Google Earth 上で表示し

た結果を図 4-15 に示す．  

 

 

 

図 4-13 山元町の津波浸水域の表示  
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図 4-14 山元町の津波浸水域とバス路線の重ね合わせ  

 

 

 

図 4-15 津波被害写真の Google Earth 上での表示（JR 坂元駅  2011/6/2 撮影）  
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4-2-2 観光情報支援への利活用  

震災復興には，観光客の増加が効果的であるため，Google Earth を用いた観光

情報支援を目指した．Google Earth 上で表示したバス路線をキー情報として，バ

ス停からの最寄りの観光スポットの紹介を行った．Google Earth 上に現地の写真

を重ねて表示することによって，仮想的に観光を体験することが可能となる．  

観光情報支援の例として，深山山麓少年の森のバス停写真を図 4-16 に，最寄り

の観光スポットである深山展望台の写真を図 4-17 に，深山山頂からの写真を

Google Earth 上に重ね合わせた結果を図 4-18 に示す．  

 

 

 

図 4-16 山元町営バスのバス停写真（深山山麓少年の森）  
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図 4-17 バス停最寄りの観光地表示（深山展望台）  

 

 

 

図 4-18 深山山頂からの写真と Google Earth の重ね合わせ  
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第5章 結論 

本研究では，フリーで提供されている地図ソフトウェアとして，Google Maps と

Google Earth に着目して，KML を用いた震災復興支援を考案した．被災自治体との

KML による社会資本台帳等のデータ共有によって，GIS ソフトウェアと Google Maps

の並行利用を行い，GIS 分析の効率化を実現した．また，GIS ソフトウェアを用いた

分析結果を KML に変換することで，Google Earth において可視化を行い，宮城県山

元町における，社会資本台帳，復興計画や防災情報等の情報を Google Earth 上で表

現することによって，震災復興に向けての支援を行った．  

今後は，本研究によって考案した手法をベースとして，KML によるデータ共有の効

率化や Google Earth による，より分かりやすい可視化手法を提案するなどの改善を行

うことで，GIS による復興支援を継続的に行う予定である．  
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様式－３－３ 

 
RESEARCH ABOUT EARTHQUAKE RECONSTRUCTION SUPPORT  

BY USING GIS BASED ON CONSTRUCTION AND UTILIZATION  
OF A SOCIAL INFRASTRUCTURE REGISTER 

 
Monobe,K. 1 
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   In the revival from the Great East Japan Earthquake, use of GIS which can analyze various 

elements, such as city planning, industry, public and disaster prevention equipment, 

integrative becomes very effective. However, in order to utilize the analysis result using 

GIS effectively, it is necessary to realize visualization of information that everyone can 

share the image of a recovery program easily. 

   In this research, paying attention to free map software “Google Maps” and “Google Earth”, 

GIS software and Google Maps/Earth are used in parallel by sharing KML data.  The analysis 

result using GIS is transformed into KML data, and visualized in Google Earth.  Moreover, by 

expressing the information, including a recovery program, disaster prevention information, 

etc., in Yamamoto-cho, Miyagi on Google Earth, it is aimed at support towards earthquake 

disaster revival. 

 

 

KEYWORDS:  GIS, earthquake reconstruction support, google maps, google earth, KML. 
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GISを用いた社会資本台帳の構築と活用による 

震災復興支援に関する研究 
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１．はじめに 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災

による大津波は，東北地方の太平洋沿岸部に

多大な被害をもたらした．今後の復興に向け

て，多様な要素を地図上で統合的に分析でき

るGISの利用は，非常に有効となる．また，G

ISの高度な空間分析能力は，浸水域や高台の

情報等，多様な空間情報を考慮する上でも効

果を発揮する． 

しかし，GISを活用するには，GISの概念や

システムの利用技術等の教育機関や教材が体

系的に整備されておらず，技術者が不足して

いる現状がある．また，GISソフトウェアが比

較的高価であることもあり，被災自治体で有

効に活用されているとは言えない．  

そこで，本研究では，フリーで提供されて

いる地図ソフトウェアとして，Google Maps

とGoogle Earthに着目した．被災自治体とのK

ML（keyhole markup language）による社会資

本台帳等のデータ共有によって，GISソフトウ

ェアとGoogle Mapsの並行利用を目指した．ま

た，GISソフトウェアを用いた分析結果をKML

に変換することで，Google Earthにおいて可

視化を行った．そして，宮城県山元町におけ

る，社会資本台帳，復興計画や防災情報等の

情報をGoogle Earth上で表現することによっ

て，震災復興に向けての支援を目指した． 

 

２．GISを用いた被災自治体支援 

 GISソフトウェアを利用して，自治体，企業，

大学等の研究機関が共同作業を行う際，例え

ば，自治体側でGISソフトウェアの利用が困難

な場合，Google Mapsを利用して，地図上に必

要な情報を入力し，それをKMLデータとして出

力して，GISソフトウェアを利用可能な企業や

研究機関にデータを送る．そして，企業や研

究機関側では，KMLデータをGISソフトウェア

に読み込み，Google Mapsでは困難な，高度な

空間分析処理を行う． 

この手法によって，宮城大学と山元町で共同

して，GISソフトウェアとGoogle Mapsの並行

利用によって，新規のバス路線計画を行った．

路線計画の手法としては，山元町側では，Go

ogle Mapsを用いた作業を行い，宮城大学側で

は把握が困難な，バス停の正確な位置の入力

作業等を行った．そして，KMLデータとして出

力して，宮城大学側へメール等で送信する．

一方，宮城大学側では，受け取ったKMLデータ

をGISソフトウェアのArcGISに入力して，ルー

ト探索や主題図作成等の空間分析を行った．

 

３．GISを用いた震災復興情報の可視化 

 KMLデータをGoogle Earthで読み込み，可視

化することによって，GISソフトウェアのみで

は困難な，復興計画のより分かりやすいイメ

ージを表現することができる．また，Google 

Earthは，GISの利用技術がなくても容易に操

作ができるため，住民自らがGoogle Earthを

操作して，空間情報を様々な視点で確認する

ことにより，復興計画のイメージの共有を支

援することができる． 

 この手法によって，Google Earthを利用し

て，山元町営バスの新規路線の表示を行った．

また，津波の浸水域を可視化することで，防

災意識の向上を促すことも目的とした．さら

に，復興計画に関する情報を合わせて表示す

ることによって，復興計画のイメージの共有

を支援することを目指した．  

 

４．おわりに 

本研究では，KMLを用いて自治体と研究機関

の共同によるGIS分析の効率化を実現し，山元

町営バスの路線計画を行った．また，GISを用

いた分析結果をKMLに変換して，Google Eart

hにおいて，復興計画や防災情報等の可視化を

行うことで，震災復興に向けてのイメージ共

有の支援を実現した．今後も，本研究によっ

て考案した手法によって，GISによる復興支援

を継続的に行う予定である． 
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