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１ ． はじめに

東日本大震災で見られた情報共有機能の欠如は、避難所への救援物資の供給の遅れなど
に留まらず、復興計画の遅れ、直接被災者である市民にも影響をもたらした。GIS データ
を含む災害情報の流通においても、広域的な複合災害であるがゆえ、様々なデータが必要
であったにもかかわらず、官民のデータ流通の遅れが復興計画に影響を及ぼし、主題図の
重複出力や重複データの入力事例が散見された。
我が国においては、災害時の情報一元管理機能 (アメリカで使用されているような
ICS(Incident Command System)) がなく、その導入を待つことは、省庁間の調整や法改正
を伴うことから、発生が予定される関東直下型地震に対応するためには有効ではなく、災
害に備えた現実的な対策が望まれる。
東日本大震災では岩手県が ICS を導入し医療中心ではあるが、被災地支援を行ったほか、
阪神淡路大震災以降の災害で経験を積んだ NPO が、局所的ではあるものの中間支援組織の
機能を果たした事例として NPO 遠野まごころネットの事例がある。この動きは、管理面
で ICS 的な運営方法をとっており、日本版 ICS の可能性を示したと考える。
また、東日本大震災において、相馬市の GIS 利用の事例では、統合型 GIS を導入している
ことが罹災証明の早期発効に寄与した報告がある。しかしながら平時にデータ流通の検討
がないデータについてはその利用の調整に多くの時間を費やし、平時からの調整の必要性
が示唆されている。
本研究では、東日本大震災での災害情報後方支援における教訓を基に、日本版 ICS が県
レベルで導入されることを想定し、埼玉県をフィールドに日本版 ICS の下で機能するクラ
ウド型 GIS センターの機能を整理し、それを実装し、実証的に運用させることを目的とす
る。これにより、埼玉県下で、災害時の罹災家屋調査、復興計画等の迅速化に備え、災害
情報の後方支援拠点、GIS データを流通させる中間支援組織として GIS センターを設置し、
災害時に備え、県－市町村、行政内部、官民の GIS データをスムーズに利用できる調整機
関を構築する。また、災害時にこれらの機能を実現するためには、平時からのデータ流通
の調整促進することになる。さらに、平時には、GIS センターが統合型 GIS のコンサルテ
ーション、災害を想定した情報流通、緊急マッピングの訓練、行政職員向けの GIS 研修を
行う仕組みを構築する。

２．研究内容
本研究では、以下の 2 つのテーマを扱う。
テーマ 1：日本版 ICS 下でのクラウド型 GIS センター機能に関する実証的研究
① 東日本大震災に見る災害情報後方支援体制のレビューおよび日本版 ICS に関する研究
② GIS センターの機能に関する研究
東日本大震災では、岩手県が先駆的にICSを導入しており効果的な震災支援活動を行った。
また、NPO法人遠野まごころネットは、ICS的な管理体系を導入し被災地支援を行ってきた。
さらに、GISについては、相馬市、浦安市でのGIS利用状況に目を見張るものがあった。本
研究ではこれらの事例につきヒヤリングを行い、課題を克服するための日本版ICS下での
GISセンターが保有すべき機能を整理する。本研究ではFEMAで利用されている研修コースの
うちIS100,200を参考に、日本版ICSを定義する。
テーマ 2：クラウド型 GIS の構築に関する研究
2.1 日本型ICS下でのクラウド型GISセンター機能に関する実証的研究
2.1.1 東日本大震災に見る災害情報後方支援体制のレビューおよび日本版 ICS に関する研
究
東日本大震災では、岩手県が先駆的に ICS を導入しており効果的な震災支援活動を行っ
た。また、NPO 法人遠野まごころネットは、ICS 的な管理体系を導入し被災地支援を行っ
てきた。さらに、GIS については、相馬市、浦安市での GIS 利用状況に目を見張るものが
あった。本研究ではこれらの事例につきヒヤリングを行い、課題を克服するための日本版
ICS 下での GIS センターが保有すべき機能を整理する。本研究では FEMA で利用されてい
る研修コースのうち IS100,200 を参考に、日本版 ICS を定義する。
2.1.2 GISセンターの機能に関する研究
埼玉県の自治体、業者より構成される埼玉県 GIS 普及推進研究会（会長：後藤真太郎）、
新しい公共を作る新キャビネット災害支援部会等と協働し、県レベルで ICS 下の緊急マッ
ピングセンターとして立正大学に GIS センターを設置し、震災時の流通すべき GIS データ
をクラウド型で管理できるよう調整し、震災時に稼働でき、平時には市民が利用できるマ
ップや統合型 GIS に使用できるようなデータフローを作成する。さらに、中間支援組織が
運営できるよう、管理者および技術者を研修により育成する。震災時の GIS 利用の教訓を
基に、アメリカのカウンティーにある GIS センター機能を参考に災害時に稼働する GIS が
平時に機能するように役割を担うべく検討を行った。
（参考：http://www.kingcounty.gov/operations/GIS.aspx）

GIS センター災害時、平常時の機能は以下のように想定する。
（災害時）
② ニーズに合わせた主題図作成
③ GIS データ流通の調整
④ 市民防災ヘリなどを利用した防災情報の収集
（平時）
① GIS 導入コンサルテーション機能
② GIS の研修
③ GIS データ流通の調整
以上の GIS センターの機能につき具体の検討を行う。
本研究では、東日本大震災の緊急時に、市民防災ヘリやトラックのピストン輸送による緊
急物資輸送、救助犬の派遣、救援ボランティアの指導・派遣・研修等、行政の業務を中間支
援組織として補完をしてきた新しい公共を作る市民キャビネット災害支援部会と連携する
ことにより、広域的なマルチハザードにも対応できるような災害支援のための連携組織を作
り、この中に ICS を導入し、失敗事例を基に失敗を克服するための仕組みにつき、新しい公
共を作る市民キャビネット災害支援部会等を含め検討する。さらに、官民連携の防災組織は
ソーシャルキャピタルを対象としたガバナンスが必要となり、平時の顔の見える関係が維持
できるような緩やかな組織を構築する必要がある。この実現には既に熊谷市周辺で実績のあ
る地域 SNS（メンバー数：950 名）やソーシャルメディアを導入して顔の見える関係を構築
しつつ、日本版 ICS 下における災害情報後方支援システムを埼玉県において構築する。
2.2

クラウド型 GIS の構築に関する研究

東日本大震災では、被災自治体で行政データの消失や、行政システムの破壊により、行
政サービスの回復が遅れた。そこでデータやシステムのバックアップと BCP の観点から、
クラウド化が注目されている。また、行政体間での支援においても、職員派遣を伴わずに
代行支援が可能なクラウド活用が注目されている。そこで、クラウド化を推進するために、
以下の内容を研究する。
① データ管理や、基本システムのクラウド化の研究
② 電子成果のクラウド化(セキュリティ含む)による利活用の研究
①では、東日本大震災時に無料で多くの自治体に導入された e コミマップに代表される閲
覧ソフトの多くは、java をベースにして Tomcat を使うなど、サーバ側の処理が重く、クラ
イアント側に多くの javascript を読み込ませていることでネット越しに地理情報をサーバ

側と交換しているため、動作が非常に遅くなっている。基本システムとしてどこまでサー
バ、ネットワーク、クライアントの負荷を下げつつ、実用的な仕組みが構築できるのか検
討を行う。このため、
「デスクトップ GIS」
「クラウド」の組む合わせで負荷を軽減する手法
を採用する。
② では、Geoserverでサーバからデータを送出し、OpenLayersで地図情報がWMS配信されて
いるサイトから基盤地図情報や各種の地図情報を重ねあわせる。
Geoserver からは、全ての地図情報を画像としてクライアント側にデータを送信している
だけであり、それを閲覧する OpenLayers もクライアント側の座標値を取得して、それをサ
ーバ側に送る役目と画像を切り替えることだけなので、負荷が非常に軽く設定することが
できることになる。また、直接サーバ上の PostGIS を Geoserver の中から SQL 文を実行さ
せることができるなど、こうした継承の機能の組み合わせで、緊急時の背景図と復興期の
地図情報の関連付けを行う。このようにして、クラウド型 GIS システムを構築し、テーマ
１で検討した GIS センターの ICS の下での COP の役割を担わせる。
本システムは、平成 25 年度国土交通省「広域的地域間共助」事業として平成 26 年 1 月に
予定されている行政と中間支援組織の連携による中間支援組織主導の防災訓練などにおい
て情報共有ツールとして利用し実証する。
３．日本型 ICS 下でのクラウド型 GIS センター機能に関する実証的研究
3.1 日本版 ICS に関する研究
東日本大震災では、岩手県が先駆的にICSを導入しており効果的な震災支援活動を行っ
た。また、NPO法人遠野まごころネットは、ICS的な管理体系を導入し被災地支援を行っ
てきた。さらに、GISについては、相馬市、浦安市でのGIS利用状況に目を見張るものが
あった。本研究ではこれらの事例につきヒヤリングを行い、課題を克服するための日本
版ICS下でのGISセンターが保有すべき機能を整理する。本研究ではFEMAで利用されてい
る研修コースのうちIS100,200を参考に、日本版ICSを定義する。
平成 25 年 9 月より、務台俊介衆議院議員、京都大学防災研究所林春男教授による ICS
推進研究会（岩手大学、北九州市立大学、立正大学、内閣府、消防庁、自衛隊、東京消防
庁、米軍消防等）が開催され、ここでは、に参加して、日本政府が日本版 ICS を構築する
ためのベースになるような情報を共有する場となっている。研究会での議論から、国家的
な動きと連携しながら、日本版 ICS 下における災害情報後方支援システムを埼玉県におい
て構築した。

3.1.1 日本型 ICS とは
日本では、海上災害防止センターにおける油流出事故対策や赤十字病院で ICS の導入事
例を見ることが出来る。これらに加え、東日本大震災では岩手県が ICS を導入し、被災地
支援を行った事例がある。
日本における災害対応は各省庁が担務に従って行い、内閣官房や内閣府が総合調整して
いる。東日本大震災の事例から、「すべての災害に対応する統一的な組織が必要」との指摘
が出ており、日本版ＦＥＭＡの検討がすすめられていたが、平成 27 年 3 月 30 日の内閣府
などの副大臣会合で「ほぼ全省庁の統合が必要で巨大化してしまう。組織の連携改善で対
応すべきだ」として日本版ＦＥＭＡの設立見送りを決めており、災害時の指揮系統を一元
化する ICS の国家的な導入には至っていない。仮に導入されたとしても、アメリカでは稼
働するまでに 30 年の年月を経ていることから、関東直下型地震や東南海地震などの発生に
備えた対策には適用できない。
一方、阪神淡路大震災以降の災害で経験を積んだ NPO が、局所的ではあるものの中間支
援組織の機能を果たした事例として NPO 法人 遠野まごころネットの事例がある。この動
きは、管理面では ICS 的な運営方法をとっており、日本版 ICS の可能性を示したと考える。
さらに、阪神淡路大震災、ナホトカ重油事故以来、災害の度に中間支援組織の活動スキル
が高まっており、このパワーを有効に活用する事は災害時の行政間の業務の調整を支援す
る事が可能になる。とりわけ、東日本大震災において NPO 法人遠野まごころネットは宮城
沖地震から中間支援組織を加えた災害時の後方支援体制を組織して平時から顔の見える関
係を作り災害に備えおり、東日本大震災時には、この組織に、災害支援の経験を持った中
間支援組織の支援を受け被災地支援を行った（図 3.1 参照）
。この組織は、後方支援自治体、
支援時姿態、支援団体、ボランティアより構成される中間支援組織であり、被災地支援業
務の調整を行った。
このようなモデルがどの地域にもある事が望ましいが、実際には困難である。これを実
現するために平時からネットワークを構築している中間支援組織が連携し災害に備える組
織を準備しておき、業務が重複なく行われ、費用や資源が有効に利用される組織を被災地
支援スキームとして作っておくことは有効であると考える。
埼玉県には、東日本大震災時に発災直後から 2 週間、捜索救助犬の派遣、市民防災ヘリ
の運用、輸送、避難所設営支援、炊出しなどの被災地の直接的な支援活動を行った中間支
援組織のコアメンバーがおり、このメンバーを中心に被災地支援業務が効率的に行われる
ように ICS を導入することは有効であると判断した。
このため、東日本大震災時に多様な分野で被災地支援を行った経験談を基に業務分析を
行い、ICS の組織図の中に組み入れ、図 3.2 の組織を構築した。
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図 3.2 中間支援組織による ICS207 組織（●は協働型訓練で稼働した部門を示す）

3.2

GISセンターの機能に関する研究

災害時の GIS センター機能を実現するための検討を行った。東日本大震災の緊急時に、
市民防災ヘリやトラックのピストン輸送による緊急物資輸送、救助犬の派遣、救援ボランテ
ィアの指導・派遣・研修等、行政の業務を中間支援組織として補完をしてきた新しい公共を
作る市民キャビネット災害支援部会と連携することにより、広域的なマルチハザードにも対
応できるような災害支援のための連携組織を作り、この中に ICS を導入し、失敗事例を基
に失敗を克服するための仕組みにつき検討した。さらに、官民連携の防災組織はソーシャル
キャピタルを対象としたガバナンスが必要となり、平時の顔の見える関係が維持できるよう
な緩やかな組織を構築する必要がある。この実現には既に熊谷市周辺で実績のある地域
SNS（メンバー数：950 名）やソーシャルメディアを導入して顔の見える関係を構築した。
① 東日本大震災での GIS データ流通の課題整理
埼玉県 GIS 普及推進研究会の協力を得て、相馬市（情報政策課 只野聡一氏）、浦安市（市
長公室企画政策課 醍醐恵二氏）へのヒヤリングを行い以下の知見を得た。
・平時にデータを流通させ統合型 GIS を運用している事が震災時の主題図作りに重要であ
る。
・家屋、土地のような固定資産情報に含まれる地名地番が位置にリンクしておれば液状化
災害規模の把握が容易であるが準備が整ってなかった。
・庁内に GIS ユーザがいたので作業効率が上がったが、どこの自治体も同じ状況ではない
ので対策が必要である。
・災害時は被災現場に出る必要があり、GIS を使ったデスクワークはやりにくい空気があ
るので情報共有の必要性を周知する必要がある。
以上のようなヒヤリング結果を受け、災害時に GIS を利用した主題図を作る体制として、
どの自治体でも対応可能な組織として、平時から研修会等で GIS の普及啓発を行い、災害
時に情報級のための主題図作成などに係ることができる県レベルの中間支援的な組織が必
要であり、GIS センター機能が必要とされる。この機能実現のために以下を行った。
a) 研修マニュアル作成
・ICS 研修テキスト作成
一般社団法人災害対応訓練研究所の協力を得て、ICS研修テキストの作成するため、FAMA
ICSテキスト（ICS100, ICS200、ICS315）の翻訳を行った。
・GIS 研修テキスト作成（協力：埼玉県 GIS 普及推進研究会）
ArcGIS、QGIS、Googlemaps、電子国土などを対象

・災害時を想定した GIS 利用の訓練テキスト作成
・市民防災ヘリを利用した災害時情報収集マニュアル作成
ヘリポートマップ作成

（協力：NPO 市民航空災害支援センター ）、

防災ヘリの平時利用（埼玉県滑川町オオムラサキヘリポート）
b) 研修会実施
災害時のデータ入力要員を育成するため、NPO と協働し、近所の防災マップなど一般市
民が使用できるようなマップを作成することを研修メニューとし研修会を実施する。
研修会の開催
マッピングパーティー（2014 年 3 月 29 日 さいたま新都心にて実施

30 名参加）

GISキャンプ(2014年8月9-10日 熊谷にて実施)
・災害支援GIS入門
予め災害時に GIS データが入力できる GeoPlatForm を定め、GIS の利用方法
をマスターする。さらに、それを用いて道路決壊箇所、被災状況の報告を行っ
た。
・災害を想定したマッピングチームの編成・GISによる情報提供
災害を想定した ICS の考え方に基づき、情報共有組織の構築・マッピングチー
ムを編成し、GIS による情報共有のためのワークショップを行った。
・ご近所防災マップを用いた図上訓練
CERT の Map your Neighborhood（MYN）を日本版に焼き直し、平時から近所の
コミュ二ティーを強化するため GIS を用いて隣人マップを作り、災害時に要介護
者の救助ができるようなデータを用意して災害時を想定した図上訓練を行った。
・災害を想定したトリアージ訓練
熊丸由布治（米軍消防/市民救助隊）
隣人マップの図上訓練の知見をベースに、トリアージの基礎を学び、複数のチー
ムに分かれ、自主防災組織による被災者救援の総合訓練を行った。

４．クラウド型 GIS の構築に関する研究
4.1 サーバ部分の構成
Geoserver2.3.3とMySQLの連携により、GeoserverにMySQL Extensionを組み込むことで対
応しGeoserverによるShape形式データの直接配信、MySQLによる空間情報配信機能を実装し
た。これらにより、従来PostGISの実装が必須だったWMSサーバ環境構築を極めて容易にで
きるようにした。空間情報の配信に要する負担を大幅に低減化させることができた。
4.2 クライアント部分の構成
・背景図表示部分
Google maps API Version 3をベースに電子国土、Open Street Mapを同一座標上で表示、
操作するためのJavaScriptを作成した。
・主題図表示部分
KML、XML データおよび WMS による受信機能を実装。これにより、KML の容量制限を超える
データの受信を可能にした。

図 4.1

Geoserver + MYSQL による WMS 配信システム

4.2 クラウド型 GIS の利活用および COP への適用
ICS（Incident Command System:現場指揮システム）における情報マネジメントでは「状
況認識の統一」（COP：Common Operational Picture）を目標としている。
状況認識の統一とは異なる関係者が協調した活動をおこなう場合、情報共有するだけで
は十分ではなく、参加メンバーが状況認識の統一を形成するまでしっかりした情報マネジ
メントを行っていくという考え方である。
本研究では、中間支援組織が日常的なつながりの中で行政と協働し、災害時に人的なリ
ソースを提供し、データ面では日常的なつながりの中て行政の保有するGISデータをWMS配
信できる準備を行い、災害時にはクラウド型GISを用いて状況認識の統一に供するデータを
集約し、位置を持たない非定型な文字中心の災害時の状況認識の統一に供するシステムを
図2のように構築した。

図 4.2 クラウド型 GIS と SNSxGIS の連携および COP の構成

災害時にデータ流通を可能にするためには日常的なデータ流通の調整が必要である。平
時においてクラウド型 GIS の構築の調整の中で WMS 配信を組み込む事でデータ流通をスム
ーズに行うことにより災害時の共助のための平時からの地域情報の共有を実現している。
さらに、災害時には情報量が多く、Facebook や Twitter のような情報整理機能のない SNS
では情報伝達に限界があるため、ガバナンスによる管理、時間的・場所的な制約を超えた
情報交流空間が実現できない。これへの対策としては地域 SNS と GIS を併用した GIS 機能
を持つ SNS（SNSxGIS と称す）を利用することで、緊急時に作られた情報の目的別提供、時
空間的に変化する情報の見える化、および、新規参加者への配慮を可能にした(酒井
他,2014)。

2014 年 2 月に発生した豪雪災害では、図 3 のように孤立集落の状況を SNSxGIS で定期的
に更新し、地域 SNS サーバーより配信した際の GIS 画面である。さらに、雪崩災害が想定
され、これに備える必要があったため、図 4.4 に示す累積水量マップをクラウド型 GIS か
ら WMS 配信し、共に COP に使用した。
図 4.5 および 6 は訓練時に利用した GIS 機能を持つ SNS（SNSxGIS と称す）により情報収
集した結果を示す。また、図 4.7 は各々、クラウド型 GIS により作成した累積水量マップ
丹波豪雨災害時に FaceBook に提供したものである。さらに、図 4.8 および 9 は 2015 年 9
月 10 日の豪雨災害時にクラウド型 GIS により作成した累積水量マップ、およびナウキャス
トのデータである。

図 4.3 2014 年 2 月豪雪災害時に SNSxGIS で更新された孤立集落位置

図 4.4 2014 年 2 月豪雪災害時に COP として表示された累積水量マップ

図 4.5 地域 SNSxGIS による情報収集

図 4.6 FaceBook による情報収集

図4.7

GoogleEarthによる丹波豪雨災害において提供した累積水量マップ

図4.8

クラウド型GISにより提供した累積水量マップ、土石流危険度マップ

図4.9

クラウド型GISにより提供したナウキャストデータ、
土石流危険度マップ

4.3 ICSを適用した協働型防災訓練への展開
4.2に示したシステムを利用して、関東直下型地震時に、埼玉県と連携して中間支援組織
が導入する日本版ICSのCOPとして機能させ、立正大学に設置する情報共有ツールとして機
能させる。これらの機能は、平成26年1月、平成25年度国土交通省「広域的地域間共助」事
業として、述べ、60団体、350人の参加者を得て行政と中間支援組織の連携により実施した。
GIS情報を含む情報後方支援は中間支援組織を中心としたEOC（図４．5）の中の情報班に位
置付けた。また、この中で、マッピング作業はマッピング班が行い、平時のつながりにあ

る自治体のGISデータをWMS配信やKMLにより提供可能な関係を中間支援組織の平時の業務
として想定している。
埼玉県の場合、すでに産学官連携組織として埼玉県GIS普及推進研究会が存在し、国土地
理院関東測量部、埼玉県、各市町村、測量会社、情報会社、および大学が定期的に勉強会
などを開催しており、それらの団体と行政を中間支援組織である市民キャビネット、Code
for SAITAMA、NPO法人GISパートナーシップなどの参加により運営した。さらに、東日本大
震災時に発災直後から2週間、捜索救助犬の派遣、市民防災ヘリの運用、物資輸送、避難所
設営支援、炊出しなどの被災地の直接的な支援活動を行ったメンバーの経験談を中心に、
図6の組織を作り、災害時にどのような調整が必要であり、具体的にどのように実施してい
くかにつき、ワークショップ形式で議論を行った。
災害想定し、一定のタイムスケジュールの中で GIS センターの緊急時モードで訓練を
i)

訓練メニューの作成
協働型訓練のための訓練メニュー・テキスト作成

ii) 訓練の実施
協働型訓練

2014 年 1 月 24－25 日

杉戸市にて 60 団体、350 名参加。

2015 年 1 月 23－24 日

杉戸市にて 40 団体、150 名参加。

協働型訓練で使用したシナリオを以下に示す。
１．想定災害
震度６の関東直下型地震が発生し、東京からの被災者を杉戸町にて受け入れながら、埼玉
から東京に対し被災地支援を行う事を想定。
中間支援組織の災害対策本部が杉戸町にでき、杉戸町に東京都の被災者が集結しつつある。
行政の対応は並行して行われ、避難所設営の準備が進められている。
２．目標
１）発災直後の１０日間に、中間支援組織が行政機関と連携して災害支援を行うための役
割を認識、活動計画策定を行う。
２）条件付与に柔軟に対応した活動計策定につき訓練により習得。
３．訓練の内容
１）オリエンテーション
２）発災直後の１０日間に、中間支援組織が関係者会議を通し行政機関と連携して災害支

援を行うための役割を認識、活動計画を策定する（1.5 時間）
①避難者の受け入れ
②救助犬出動
③ヘリ出動
④物資輸送
⑤緊急人命救助
⑥状況認識の統一のための情報作成・共有（GIS、SNS 利用）
３）発災直後の１０日以降、中間支援組織が関係者会議を通し行政機関と連携して災害支
援を行うための役割を認識、活動計画を策定する（1.5 時間）
①避難者の受け入れ
④物資輸送
⑤緊急人命救助
⑥状況認識の統一のための情報作成・共有（GIS、SNS 利用）
４）まとめ（１時間）
４．付与条件・訓練内容
１）避難者の受け入れ

AM 緊急時

PM 緊急時以降

トリガー（付与条件）
：避難所設営（行政->関係者会議->NPO 災害対策本部->関係機関）
関連機関：行政、情報計画部、実行部（被災地物資輸送、物資調達、炊出し、
要援護者支援）、後方支援部（車調達）、財務部（費用）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作る。その過程でボトルネックになる事項を
抽出する。
２）救助犬出動 AM 緊急時 PM 平時の準備（クラウドファンディング、広報など）
トリガー：要請待ち情報（NPO 災害対策本部->関係機関）
関係機関：実行部（捜索救助犬）、後方支援部（車調達）、財務部（費用）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作る。その過程でボトルネックになる事項を
抽出する。
３）ヘリ出動 AM 緊急時

PM 物資輸送を支援

トリガー：要請待ち情報（NPO 災害対策本部->関係機関）
関係機関：実行部（航空）、財務部（費用）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作る。その過程でボトルネックになる事項を
抽出する。

４）物資輸送 AM 緊急時

PM 緊急時以降

トリガー：物資輸送準備（NPO 災害対策本部->関係機関）
関係機関：実行部（被災地物資輸送）、後方支援部（車調達）、財務部（費用）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作る。その過程でボトルネックになる事項を
抽出する。
５）緊急人命救助 AM 緊急時（体制作り）

PM 緊急時以降

トリガー：被災者からの連絡状況・メディア報道
（緊急人命救助班->関係機関-> NPO 災害対策本部にチェックイン）
関係機関：実行部（緊急人命救助、航空、被災地物資輸送）、後方支援部（車調達）、
財務部（費用）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作る。その過程でボトルネックになる事項を
抽出する。
６）状況認識の統一のための情報(被災情報、道路決壊情報、ライフライン情報)作成・共有
（GIS、SNS 利用）
トリガー：発災・NPO 災害対策本部要請（情報収集、マッピング->NPO 災害対策本部）
訓練内容：付与条件に対する行動計画を作り、マッピングを行う。また、Face Book
などの SNS にアップされる情報を集め、対象地域で利用可能なシステムで
提供する。その過程でボトルネックになる事項を抽出する。

５．まとめ
東日本大震災時の教訓をもとに、情報流通を可能にするクラウド型GISの機能を整理し、
オープンソースのGISを使用してシステムを構築した。災害時にシステムが機能するために
は平時の準備が必要であり、平時からのデータ流通のしくみづくりや、災害を想定した訓
練の実施により実現させることにより具体化させることで実証的に検証した。
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Use of GIS in COP of disaster and it's application to the training
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The cloud-based GIS center with the assumption that on the basis of the lessons learned in disaster
information logistic support of the Great East Japan Earthquake 2011, ICS(Incident Command System) is
introduced at the provincial level, to function under ICS concepts in the field Saitama Prefecture.
The object of the invention is to organize the features and to operate by implementing it. For this
purpose, contents of this study are as follows; Study of cloud-based GIS data management perspective for
the basic system, Application to the COP and the study on the utilization of GIS and calibration in the
training applying the ICS.
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平時の運用に関する研究
東日本大震災では多くの災害対策本部が立ち上がり被災現場に近い被災自治体の担当は混乱を極め
た。ICS(Incident Command System)にみられるような指揮系統の統一が導入されていない点が指摘さ
れた。また、東日本大震災のみならず、その後頻発した豪雨災害等でも中間支援組織によって災害支
援が行われ、後方支援を行う多くのサイトが立ち上がった。
災害時の指揮系統を一元化するICSが導入されていない我が国にとって、中間支援組織の活動をソー
シャルキャピタルのガバナンスで管理しなければならないのが現状である。このような現状にあって、
2014年より、東日本大震災で発災直後から活動した60団体の中間支援組織による協働型災害支援組織
にICSを導入し、災害支援活動を管理し、行政との連携は関係者会議で行うようなスキームを構築し、
GISおよびSNSを状況認識の統一を行うツールとして訓練の中に取り込んだ社会実験を行ってきた。
本研究では、協働型災害訓練の活動でのGISを含めた状況認識の統一のための災害情報後方支援と訓
練における役割につき検討することを目的とする。
このため、中間支援組織の東日本大震災での災害情報後方支援における教訓を基に、ソーシャルキ
ャピタルのガバナンスで機能するICS（日本版ICSと称す）が導入されることを想定し、埼玉県をフィ
ールドに日本版ICSの下で機能するクラウド型GISの機能を整理し、それを実装して運用させることを
目指し、以下の検討を行った。
■テーマ1：日本版ICS下でのクラウド型GISセンター機能に関する実証的研究
① 東日本大震災に見る災害情報後方支援体制のレビューおよび日本版 ICS に関する研究
東日本大震災では、岩手県が先駆的にICSを導入しており効果的な震災支援活動を行った。また、NPO
法人遠野まごころネットは、ICS的な管理体系を導入し被災地支援を行ってきた。さらに、GISについ
ては、相馬市、浦安市でのGIS利用状況に目を見張るものがあった。本研究ではこれらの事例につきヒ
ヤリングを行い、課題を克服するための日本版ICS下でのGISセンターが保有すべき機能を整理する。
本研究ではFEMAで利用されている研修コースのうちIS100,200を参考に、日本版ICSを定義する。
② GIS センターの機能に関する研究
埼玉県の自治体、業者より構成される埼玉県GIS普及推進研究会（会長：後藤真太郎）、新しい公共
を作る新キャビネット災害支援部会等と協働し、県レベルでICS下の緊急マッピングセンターとして立
正大学にGISセンターを設置し、震災時の流通すべきGISデータをクラウド型で管理できるよう調整し、
震災時に稼働でき、平時には市民が利用できるマップや統合型GISに使用できるようなデータフローを
作成する。さらに、中間支援組織が運営できるよう、管理者および技術者を研修により育成する。震
災時のGIS利用の教訓を基に、アメリカのカウンティーにあるGISセンター機能を参考に災害時に稼働
するGISが平時に機能するように役割を担うべく検討を行った。
■テーマ2：クラウド型GISの構築に関する研究
東日本大震災では、情報共有の体制づくりの困難や被災自治体で行政データの消失、行政システムの
破壊により、行政サービスの回復が遅れた。これらを解消するため、クラウド型GISにつき以下の検討
を行った。
① データ管理や、基本システムのクラウド化の研究
② 電子成果のクラウド化(セキュリティ含む)による利活用の研究
中間支援組織主導の防災訓練などにおいて情報共有ツールとして利用し実証実験に使用した。
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