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１．はじめに 
2015年 4 月 25 日 11 時 56分（現地時間）、ネパール連

邦民主共和国（以下、ネパール）中北部を震源域とする

マグニチュード(Mw)7.8の地震が発生し、首都Kathmandu
を中心とする広い領域で、レンガ組積造建物の倒壊など

による多くの被害が発生した。さらに 5 月 12 日には

Kathmandu東北東のDolakha郡を震央とするMw7.3の最

大余震が発生した。これらの地震により、6月 14日現在

までにネパール国内で 8,789名の死者、約 50 万棟の全壊

（私有建物）が確認されている。今回の地震では、

Kathmandu 市および近郊における歴史的建物をはじめと

する比較的古い建物に大きな被害が出ているとともに、

Sindhupalchok 郡をはじめとする北部山間地での被害が

際立って多いことが特徴である。（Nepal Disaster Risk 
Reduction Portal (http://drrportal.gov.np/)などより） 

 国立研究開発法人 防災科学技術研究所（以下、(研)
防災科学技術研究所）は、かねてより進めている地震ハ

ザード・リスク評価、地震被害推定手法の研究、および

災害情報の利活用に関する研究の成果を踏まえ、今回の

地震被害からの復旧・復興ならびに将来の地震災害軽減

に資するため、①建物被害に関する調査、②災害情報の

利活用に関する調査、③UAV（無人航空：Unmanned aerial 
vehicle）による面的被害調査計画の３項目について現地

調査および情報収集を行った。 
ここでは、②災害情報の利活用に関する調査結果の概

要について報告する。 
 
２．調査の目的 

(研)防災科学技術研究所では、災害時における被害状

況や対応状況などの災害情報を、被災自治体や後方支援

を行う自治体等の防災関係機関において、円滑かつ迅速

に共有し、それぞれの機関の活動目的に応じて得られた

情報を二次利用することを目的として、災害情報利活用

システムの研究開発を実施している。災害時において、

被害状況を迅速に把握し、円滑な災害対応を実施するた

めには、こうした災害情報利活用システムの導入が有効

であると考えられるが、導入に際しては、単に高度なシ

ステムを構築するだけではなく、各自治体における現状

の課題や既に存在するシステムの活用状況を踏また効率

的、効果的なシステムの導入が求められる。 
そこで、ネパールのような発展途上国において、災害

情報利活用システムの導入を検討するための基礎調査と

して、情報収集・共有の仕組み、通信状況、情報リテラ

シー、防災関係機関の活動能力など、今回の地震におけ

る災害情報の利活用の現状についてインタビュー調査を

実施した。 
インタビュー調査は、中央官庁職員からテント生活を

送る被災者、あるいは被災者を支援する宗教関係者や

NPO スタッフ、また国連関係機関や JICA（(独)国際協力

機構）職員など、様々な立場の人々を対象に実施し、今

回の地震をめぐる災害情報の流通について、その概要の

把握に努めた。また、首都 Kathmandu 周辺だけでなく、

5 月 12日に最大余震が発生したDolakha 郡にも赴き、被

災者へのインタビューを実施した。 
さらに、ネパールにおいて、災害情報利活用システム

を導入するための留意事項、現地で必要とされている情

報項目等について考察を行った。 
 
３．調査の全体概要 
（１）調査体制 
◆調査目的： 2015 年 4 月 25 日に発生したネパール地

震の被害の調査、ならびに(研)防災科学技術研究所に

よる地震災害リスク研究成果の、復旧・復興・減災対

策への活用可能性に関わる調査 
◆調査地域： ネパール Kathmandu 盆地周辺および

Dolakha 郡 



◆出張期間： 2015 年 5月 26 日（火）～6月 3日（火） 
◆調査人員： 井上 公（団長, UAV 被害調査計画）、伊

勢 正（災害情報利活用調査）、大角恒雄（建物被害情

報収集)、今井 弘（組積造住宅被害調査） 
◆相手機関： NSET（National Society for Earthquake 

Technology-Nepal）１） 
◆滞在先 ： Hotel Sunset View, P.O.Box1174, New 

Baneshwor, Kathmandu,  
◆移動手段： 運転手付き乗用車／4WD車借り上げ 
（２）調査日程 
以下に本調査の概略スケジュールを示す。 
5月26日：移動（羽田発 00:20 Bangkok経由、Kathmandu
着 12:25）午後からKathmandu中心部調査 

5 月 27日、28日： Kathmandu中心部調査 
5 月 29日： 北東部山地Dolakha 郡Charikot 市調査 
5 月 30日～6 月 1日： Kathmandu中心部調査 
6 月 2 日： 大使館報告会、（Kathmandu 発 13:30、

Bangkok経由） 
6 月 3 日：移動（羽田着 06:55） 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 主な調査経路 
 

４．インタビュー調査概要 
（１）インタビュー調査目的 

2015年 4 月 25 日に発生したネパール地震（Gorkha 地
震）の発災直後における災害情報の利活用について、そ

の現状と課題、改善の方策等について、インタビュー調

査を実施した。 
（２）インタビュー形式 
下記に示す「インタビュー基本事項」を中心に調査を

実施した。ただし、これに捉われることなく、広く災害

情報利活用に関する課題を聴取することに主眼を置き、

調査対象者の自由な発言を優先する半構造化インタビュ

ーとした。したがって、調査対象者の話す内容が客観的

事実と異なる場合であっても、話をさえぎることなく、

調査対象者の主張する内容の把握に努めた。 
また、役所等の公的機関へのインタビューについては、

発災から１か月後の復旧工事等の対応に忙しい時期での

調査であり、質問事項を絞り込んでインタビューを行っ

たため、網羅的な調査に至らない場合もあった。 
（３）インタビュー言語 
調査対象者が質問の主旨を理解しやすく、話したいこ

とを十分に話してもらうことを重視し、ネパール人に対

しては、ネパール語でインタビューを実施した。したが

って、調査対象者がネパール人の場合は、調査者（日本

人）がアシスタント（ネパール人）を介して、インタビ

ューを行うことを基本とした。また、調査対象が日本人

の場合は、アシスタントを介さずに直接日本語で調査し

た。 
（４）インタビュー記録 
 すべてのインタビューをボイスレコーダに記録し、イ

ンタビュー結果を調査票に整理した。ネパール語の音声

についてはアシスタント（ネパール人）が概要を整理し、

日本語への翻訳、調査票への整理を行った。 
（５）インタビュー基本事項 
■基本事項 
○基本属性（所属団体、部署、役職、氏名、性別、年齢）

の確認 
○発災時（2015 年 4 月 25 日 11 時 56 分）のインタビュ

ー対象者の所在 
【組織としての取組】 
○事前の災害情報（ハザードマップなど）は整理されて

いたか。また、ハザードを認識していたか。 
○災害の基本情報（被害状況や対応状況など）はどのよ

うに入手したか。 
○災害情報を共有し、利活用するためのシステムを有し

ているか。 
○発災直後に得られた情報、およびその情報に対する対

応はどうであったか。 
○建物被害の様子、ライフラインの様子、避難所の開設、

支援物資など対応状況はどうであったか。 
○上記で得られた情報を、下部機関、組織内、住民への

情報伝達の仕組みはどのようになっているか。 
【個人としての意見】 
○災害情報を利活用する上で、現状の課題は何か。情報

を活用する機器や運用に関する課題は何か。 
○災害情報について、“これだけは伝わるようにするべ

き”という情報は何か。 
○学校教育等で、今回のような地震リスク、災害時の対

応などはどのように教えられていたか。 
○その他、援助国である日本国にお願いしたいことはあ

るか。 
（６）調査対象者 
調査対象者は、 
・ネパール政府等の行政機関 
・電力、水道などのライフライン事業者 
・災害ボランティ団体 
・一般市民（被災者） 
・現地在住の日本人 
など幅広く選択した。調査対象者の選定は、現地調査

開始前から予定されていたものではなく、現地調査開始

後に各調査対象者に紹介を依頼するなど、現地調査を進

めながら決定した。調査対象を以下の表 -1に示す。 
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表-1 インタビュー調査対象者一覧２）３） 

 実施 区分 所属 備考 

1 5/26 政府機関 
（日本人） 

JICAネパール事務所 職員 

2 5/26 研究機関 Tribhuvan University Institute of Engineering Center for Disaster Studies 

3 5/26 研究機関 National Society for Earthquake 
Technology-Nepal (NSET) Deputy Executive Director 

4 5/27 一般市民 
（日本人） 

Maharjan International Pvt. Ltd.  Sales, PR 
& Marketing 日本人会副会長 

5 5/27 一般市民 
（日本人） モンタディオコンサルティング 元日本人会会長 

6 5/27 電力公社 Nepal Electricity Authority, Community and 
Rural Electrification Department Chief 

7 5/27 電力公社 Nepal Electricity Authority Kathmandu 
Regional Office Director 

8 5/27 電力公社 Nepal Electricity Authority Ratnapark 
Distribution Center Chief 

9 5/27 一般市民 GEOCE Consultants Pvt. Ltd. Quantity Survey Engineer 
10 5/28 一般市民 ― Tundekhelの避難所でテント生活 
11 5/28 NPO World Vision (NPO) Tundekhel避難所で活動 

12 5/28 国際機関 Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC)４） UN の機関、Communication 
Analyst 

13 5/28 研究機関 Nepal Health Research Council (NHRC) 政府の研究機関 
14 5/28 一般市民 個人コンサルタント 東京農工大学で博士号取得 

15 5/28 国際機関 
（日本人） 日本赤十字社 事業部 ― 

16 5/29 一般市民 雑貨店経営 Charikot, Dolakha郡 
17 5/29 医療機関 Sindhu Sadabahar Hospital Khadichaur, Sindhupalchok郡 

18 5/30 政府機関 
（日本人） 

JICA-Nepal, Nepal Electricity Authority, JICA 
Expert 

J-Powerより JICA出向、電力公社

で勤務 

19 5/30 研究機関 
（日本人） ***** 災害時におけるｺﾐｭﾆﾃｨのﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研

究のため滞在中 
20 5/30 一般市民 ― Sankhu, Kathmandu 郡の被災者 

21 5/30 NPO 
（日本人） NPO 法人Tibetan children’s Project NPO スタッフ 

22 5/30 一般市民 
（日本人） ― 大使館関係者の家族 

23 5/31 市職員 Lalitpur Sub-Metropolitan City Office Senior Engineer 
24 5/31 市職員 Kathmandu Metropolitan City Disaster Management Section 

25 5/31 郡職員 Ministry of Home Affairs District 
Administration Office Assistant Chief District Officer 

26 5/31 政府機関 
（日本人） JICAネパール事務所 企画調査員 

27 6/1 報道機関 Sagarmata Television Pvt. Ltd. IT Officer 

28 6/1 研究機関 Department of Water Induced Disaster 
Prevention Sineor Divisional Hydro-geolost 

29 6/1 僧侶 Boudhnath ― 

30 6/1 登山家 
（日本人） ヒマラヤ トレッキングツアー専門店 サバナ 代表 

 
５．インタビュー調査結果の整理 
インタビュー調査結果を調査票に整理した。個別の調

査票など詳細については、伊勢（2015）に収録されてい

るので参照願いたい。本稿では、伊勢（2015）に示され

たインタビューの結果を下記に示す項目ごとに整理し、

ネパールにおける災害情報利活用に関する課題について



考察を行う。 
（１）発災前の防災啓発状況 

NSET (National Society for Earthquake Technology-Nepal)
等が中心となり、防災啓発活動を行っているが、一般的

なネパール人には、ハザードマップの認知度は低く、地

震発生時の身を守るための対応等についても、防災啓発

活動の効果が高いとは言えない。 
主なインタビュー結果を以下に示す。 

 学校教育などでは，防災啓発活動はなされていない

という認識である。教科書にも防災啓発については

書かれていないと思う。（調査No.21 の証言から） 
 NSETが石積の石を綺麗に加工することで耐力をあ

げるための啓発活動を長年やってきた。その効果が

Namche-Bazar５）等において、加工精度の良い石積の

普及として浸透し始めている。（調査No.5の証言か

ら） 
 ハザードマップについては知らない。住民には伝わ

っていなかったと思う。（調査No.9の証言から） 
 自宅は全く損傷していない。荷物を整理して外に出

ると、ほかのネパール人はすでに外に出ていた。ネ

パールでは、地震が起こるとすぐに家を出るように

啓発されている。（調査No.14 の証言から） 
 （日本人学校であるカトマンズ補習授業校 ６）にお

いては）年に 1 度程度防災訓練を行うなど、日本

の学校を参考にした防災啓発活動を実施していた。

防災ずきんは各自持っていた。発災後の動線確保の

目的で，ドアにストッパーを設置するなど，関係者

の防災意識は高い。（調査No.4 の証言から） 
 （日本人社会では）大使館や JICA 経由で、ハザー

ドマップの存在は知っている。しかし、避難訓練等

に参加している人の中では、特に自宅を確認するほ

ど、強く認識していなかったのではないか。（調査

No.4 の証言から） 
（２）発災直後の通信および電力事情 
 日本と同様に、一般市民の間では携帯電話が最も利用

される通信手段である。Kathmandu 中心部において、発

災直後 20 分程度は通話できた地域もあったようである。

しかし、発災から 30分を過ぎたあたりから輻輳しはじめ、

概ね半日（5～6 時間）で回復したようである。ただし、

Kathmandu 盆地内であっても、復旧までに 3 週間程度を

要した地域もあるようである。 
 インターネットは、Kathmandu 中心部では、数時間程

度で復旧しており、大きな被害は認められない。ただし、

停電によりスマートフォンやパソコンの利用が制約され

た。 
 電力に関しては、Kathmandu 中心部では数日から 1 週

間で回復したが、郊外では約 2 週間とばらつきが大きい。

Kathmandu 中心部では、比較的早く電力が回復しはじめ

たが、今回の地震では発電、送電の施設に大きな被害は

なく、配電設備の被害がほとんどであった（調査 No.18

の証言から）ことに留意が必要である。また、Kathmandu
以外の地域として、5 月 12 日に最大余震の発生した

Dolakha 郡Charikot ではインタビュー調査の 2日前（5月
27 日）に回復したという証言もある。 
 主なインタビュー結果を以下に示す。 
 発電、送電の施設はほとんど被害なし。カトマンズ

市内の配電設備のみの被害。（調査 No.18 の証言か

ら） 
 最初の 20 分は、携帯電話は繋がった。30 分を過

ぎる頃から、携帯電話は輻輳。（調査No.4の証言か

ら） 
 携帯電話は輻輳のため、 5～6 時間使用できなかっ

た。（調査No.4の証言から） 
 携帯電話は 3 週間ほど不通であった。自宅はリン

グロードから遠くて山の方（Swoyambhunath７）の近

く）のため。もともと回線の状態が悪く、回復に時

間がかかった（調査No. 21などの証言から） 
 一番活用できたのは、インターネットメールと、イ

ンターネット。Facebook 等を通じて市内の様子を

確認できた。（一時途絶が一部であったが、基本的

に途絶なし）（調査No.4の証言から） 
 地震後 2 時間インターネットは不通であった。（調

査No.9の証言から） 
 通電によってスマートフォンが使えるようになっ

た。それまでは、交代でスマートフォンをつかって

情報を収集していた。（調査No.14の証言から） 
 固定電話は、ずっとつながっていたようである。し

かし、家屋倒壊を恐れて屋外に退去したため、実際

には使われなかった。（調査No.4 などの証言から） 
 固定電話は、つながっていたらしいが、カトマンズ

補習授業校の電話も含め、建物倒壊を恐れて外にい

たため、ほとんど活用されなかった。（調査 No.18
の証言から） 

 電気は 3日目（4 月 27 日）の晩には回復していた。

（調査No.5の証言から） 
 Ratna Park Distribution Center の中のすべての電気が

震災 7～8 日後までに回復した。（調査No.8の証言

から） 
 電気は 3～4日前（震災後約 11 カ月）に回復した（調

査No.16 の証言から） 
（３）災害対応の基本体制 
今回のような大規模災害が発生した場合、本来は、内

務省(MoHA: Ministry of Home Affaire)の NEOC (Nepal 
Emergency Operation Center) が危機管理全般を所掌する

ことになっているが、長期化している政情不安定等の影

響もあり、NEOC が有効に機能しているとは言い難く、

現実的には、国連や各国政府機関の支援を受けながら、

災害対応を進めている。 
主なインタビュー結果を以下に示す。 

 『ネパール国 カトマンズ盆地における地震災害



リスクアセスメントプロジェクト詳細計画調査結

果報告書』（2014 年 11 月）によると、内務省 
(MoHA : Ministry of Home Affairs) が防災情報全般、

対策全般を取り仕切ることになっている。（調査

No.1 の証言から） 
（４）被害状況の収集、共有（中央政府間レベル） 
ネパール政府と各国政府機関との情報連携など、中央

政府間レベルの情報共有は、国連人道問題調整事務所 
(OCHA: UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs) が 中 心 と な り 開 発 し た ク ラ ス タ ー 
(CLUSTER)・システム ８）に則り実施されている。しか

しながら、ネパール政府の能力に限界があり、実質的に

は国連が代行して運用しているようである。 
 クラスター・システムを用いて、部門の活動が集約さ

れるが、保健人口省 (MoHP: Ministry of Health and 
Population) を頂点とする病院ネットによる死者、傷病者

の情報集約は、比較的良く機能したようである。国立病

院を“Hub-Hospital”として、地域の被害を集計、報告さ

せている。 
主なインタビュー結果を以下に示す。 

 国連が支援した クラスター・システムが情報を収

集して、週一回、情報がアップデートされている。

（調査No.3の証言から） 
 NRRC (Nepal Risk Reduction Consortium) ４）が部門ご

とにネパール政府を支援している。各部門はクラス

ターと呼ばれており、保健、シェルター、住宅、回

復などがある。（調査No.13の証言） 
 基本的には震災直後に立ち上がったクラスター・シ

ステムから情報を収集した。それぞれのクラスター

（＝部門に相当）はネパール政府担当省庁がリード、

国連等が共同リードとなっており、緊急人道支援に

係るアクター（国連、NGO、援助機関等）の活動調

整を行うと共に、クラスターに関連するデータ、ニ

ーズとギャップ、関連ガイドライン等様々な情報が

共有されている。（調査No.26 の証言から） 
 人道援助活動のプラットフォームとしてのクラス

ター・システムは、既に様々な国で活用されたシス

テムであり機能した。 （調査No.26 の証言から） 
 クラスター・システムの活用においては、基本的に

は，ネパール政府と国連がともに活動するという形

態（Lead とCo-lead）を取っている。しかしながら、

実質的には現地政府の不足している機能を国連 が
肩代わりして対応。（調査No.26 の証言から） 

 保健人口省では、地震発生直後に HEOC: Health 
Emergency Operation Center が設置され、45分後に

HEOC の会議を開催し、“Hub-Hospital”を中心とし

た被災者対応に着手した。（調査No.13の証言から） 
 保健クラスターの場合、保健人口省と世界保健機関 

(WHO: World Health Organization)  がリードエージ

ェンシー、ネ政府が不足物資（医薬品，医療テン

ト）・医療サービスの情報を提供し、そこに参加し

ているアクターがその情報に基づいて自身が提供

できる物資・サービスをマッチングさせ支援を実施

している。（調査No.26 の証言から） 
 海外医療チーム(FMT)に特化した調整会議では、同

じく保健人口省および世界保健機関がリードとな

り、ネパール軍も参加の上、情報共有および医療チ

ームの活動調整を行っている。（調査 No.26 の証言

から） 
（５）被害状況の収集、共有（地方政府間レベル） 
 被災現場から中央政府に至る地方政府間レベルの情報

共有は、主に携帯電話により行われている。 
 Kathmandu 市では 35 区に対して 71 人のエンジニア、

Lalitpur 市 ９）では、30 区に対して 17 人のエンジニアが

対応にあたり、建物被害を把握した。こうして集めた情

報は、郡役所 (District Administration Office) に報告される。 

 主なインタビュー結果を以下に示す。 
 情報集約方法については、システム化されておらず、

電話などで収集された情報を（クラスター・システ

ムに）入力またはアップロードしている。（調査No.3
の証言から） 

 （停電の情報は）主に電話で状況を把握している。

（調査No.6の証言から） 
 （停電の情報は）基本的には消費者または Staff か

ら電話のやり取りで停電場所の情報を集約した。

（調査No.8の証言から） 
 （傷病者の情報は）毎日、サーベイランスフォーム

を 「各チーム」⇒「Hub 病院」⇒「クラスター」

の順にメールまたは電話で送信された。（調査No.13
の証言から） 

 （Lalitpur 市では）被害状況は，基本的に Ward 
Secretary（区長室）から市に集約される。市からは

エンジニアを派遣し情報を集める。市民団体（Civil 
society）とも協力して，状況を把握する。市のエン

ジニア 17 人を各区に派遣し，家の被害を緊急評価

(Rapid assessment) した。（調査No.23 の証言から） 
 Ward と市の間に IT コネクションが必要である。

市には情報部「IT セクション」が必要である。GIS
ベースの情報システムには興味を持っている。（調

査No.23 の証言から） 
 （Kathmandu市では）市の 状況把握のため、71 人

のエンジニアのスタッフを市域に派遣した。建物の

詳細情報収集し安全性の確認を行い、破壊する必要

があるか（持ち主が破壊するべきか軍によって破壊

するか）を判断した。（調査No.24の証言から） 
 Ward（区）やフィールドスタッフと IT 連携があっ

たほうがいい。 収集したデータを直接 Smart Phone，
タブレットなどで登録、共有するシステムがあれば

効率的である。地震被害を把握する上で、地質のデ

ータのデータベース化が重要である。（調査 No.24



の証言から） 
 （Kathmandu市では）建設部門においては、建築許

可に関する EBPS（Electrical Building Permission 
system）と呼ばれるシステムが唯一のインターネッ

トシステムとして存在している。（調査 No.24 の証

言から） 
 中央政府保健省には国際赤十字経由で活動実績報

告を行っているが、郡政府（District-Health-Office）
には詳細が伝わっていない様子であった。（調査

No.15の証言） 
（６）被災者へ情報提供 
 中央政府間レベルにおいては国連の支援を受けながら

活発な活動をしているが、長期にわたる政治不安等から

地方政府の機能には限界があり、被災者支援は行き渡っ

ていない。政府から提供される情報が不足しており、住

民の心理的安定のためにも、より多くの情報を求める声

があった。 
 また、Kathmandu市においては、被災者に IDカードを

配布し、支援物資の配給などを管理する試みがなされて

いる。 
 主なインタビュー結果を以下に示す。 
 1990 年の民主化および 2006 年の内戦停戦以降、

この国の行政能力が非常に低下している。これが危

機管理能力に影響を与えている。これまでの人脈，

派閥のつながり以外に、民主化以降，政党が影響力

を持つようになった。特にマオイスト党が政権をと

った時には、行政未経験者を大量に行政機関に投入

し、行政能力が著しく低下した。（調査No.5の証言

から） 
 政府からの情報はほとんどなく、軍から情報を得て

いる。（調査No.10の証言から） 
 震災直後は郡などの政府機関から情報なし。2～ 3 

日前（震災後約 1 カ月）、市役所のスタッフが情報

収集に来た。（調査No.16の証言から） 
 ラジオもテレビも持っていない。どこからも情報が

入って来ない。（調査No.20の証言から） 
 安全が確保された後は、事実よりも、回復見込み等

の情報が欲しかった。どのような状況で、どこまで

が回復しているかという情報を流すことが非常に

重要。被災者の心理的安定のためにも、分かってい

る情報を提供することが非常に重要。定期的に、分

かり切っているかもしれないが、なんらかの情報が

入ることが、安心感につながる。（調査No.4の証言

から） 
 （Kathmandu 市では、）被災者に ID カードを配布

し、物資配給等を管理し，役所は台帳（基本的に手

書き）で被災者 ID を管理しようとしている。（調

査日：2015 年 5月 31日）（調査No.24 の証言から） 
（７）その他 
 今回の地震被害の大きな特徴の一つとして、地震発生

後に、余震による建物の倒壊を恐れて、多くのネパール

人が屋外で寝泊まりをするという事態が１か月以上続い

た。これにより盗難や健康被害が懸念される事態となっ

た。 
 主なインタビュー結果を以下に示す。 
 自宅がほとんど被害を受けていない場合でも、地震

への恐怖感から未だに外で寝ている人がいる。（調

査No. 19の証言から） 
 （多くのネパール人が余震を恐れて屋外で寝泊ま

りしていることについて）占星術師とともに、様々

な儀式を行いながら一生を過ごすネパール人にと

って、占星術師の言葉は重たい。5/12 の余震の際

は、位の高い占星術師が、「火曜と土曜は気をつけ

ろ」と云っていたところに地震が来た。これによっ

て、多くのネパール人が衝撃を受けたようだ。（調

査No. 4の証言から） 
 地震の後は、普通の人が「○○の占い師が○○とい

った」というように噂が広まる場合と、著名な占い

師が Facebook などで発信する場合がある。（調査

No. 14の証言から） 
 今までは実害がなかったが、今後、気温が高くなり、

トイレを使わない人が増えると衛生上の問題が生

じるのではないか。（調査No. 19の証言から） 
 「○○時と○○時に地震が来るから外に待機し

て・・・」という情報があったが、実は窃盗団の意

図的な情報操作で、後日検挙されたということがあ

った。（調査No. 19の証言から） 
 

 
写真-1 Charikot, Dolakha郡での調査（No.16）の様子 

 
６．考察 
（１）災害情報共有における課題 
ネパール政府と各国政府機関との情報連携など、中央

政府間レベルの情報共有においては、国連の支援を受け

ながらも、クラスター・システムと呼ばれる情報共有シ

ステムを用いて、被災情報や対応状況等の情報共有の仕

組みが機能している。 



国連人道問題調整事務所が人道援助活動のプラットフ

ォームとして開発したクラスター・システムは、既に様々

な国で活用された実績を有したシステムであり、今回の

ネパール地震の対応においても有効に活用されているよ

うである。今回のインタビュー調査対象機関では、健康

人口省の研究機関である Nepal Health Research Council  
(NHRC)（調査No.13）、JICAネパール事務所（調査No.26）、
ネパールの代表的な地震防災研究機関である NSET 
(National Society of Earthquake Technology)（調査No.2）な

どが災害情報を共有する主たる仕組みとして、クラスタ

ー・システムをあげている。 
特に、保健クラスター（保健部門）が非常に良く機能

したようである。保健クラスターでは、HEOC (Health 
Emergency Operation Center) と Hub 病院を地域の核と

する病院ネットワークが形成されており、傷病者の情報

はこの病院ネットワークにより集約されている。Nepal 
Health Research Council (NHRC)（調査No.13）はもとより、

JICAネパール事務所（調査No.26）などからも保健クラ

スターに対する賞賛の声が聞かれた。 
しかしながら、クラスター・システムに至るまでの災

害情報の共有の仕組み、つまり被災現場から郡政府 
(District) レベルまでの地方政府間レベルでの災害情報

共有は、主に携帯電話を媒体として口頭で情報伝達され

ており、伝達すべき情報項目等を示した様式の整備さえ

も進んでいないのが現状である。前述の保健クラスター

において集約される傷病者の情報についても、地方の私

立病院では、Hub 病院を介した情報提供をした覚えはな

いといった証言（調査 No.17 の証言より）や、保健人口

省と郡政府 (District-Health-Office) の情報共有不足（調査

No.15の証言より）を指摘する声も聞かれた。 
（２）課題解決に向けた考察 
上記の調査結果から、基礎自治体レベルから郡政府、

さらには中央政府に至る地方政府間レベルの情報伝達を

強化することが望ましいと考えられる。中央政府間レベ

ルにおいては、インターネットを活用した情報共有プラ

ットフォームであるクラスター・システムを活用してお

り、ここに提供される情報を被災の現場から集約するた

めのシステム（地方政府間レベルのシステム）が構築さ

れれば、正確かつ迅速な災害情報を効果的に利活用する

ことが可能になると考えられる。また、クラスター・シ

ステムは、大規模災害時において一時的に活用されるシ

ステムであるが、地方政府間レベルの恒久的な災害情報

共有の仕組みが構築されれば、毎年のように発生する洪

水や地滑り等への対応においても活用を期待することが

でき、利用頻度の高いシステムとすることで、利用者の

習熟度を高めることにつながると考えられる。 
現状ではインターネットを活用した情報共有システム

は、Kathmandu市における建築許可システム（EBPS）な

ど数例のみの稼働であるため、導入に際しては、当初か

ら複雑なシステムの導入をさけ、死傷者数、基本的な被

害状況などを簡潔に伝えるシステムとして、書式の検討、

統一を図りながら導入することが望ましいと考えられる。 
 
７．まとめ 
 今回の調査では、ネパール地震（Gorkha 地震）発生後

の災害情報について、避難所でテント生活を送る被災者

から政府研究機関の官僚や国際機関職員に至るまで、

様々な立場の人にお話を伺うことができた。これにより、

発災直後から復旧期までの、被害情報の収集・伝達、対

応状況の共有、あるいは被災者への情報提供など、災害

情報利活用の概要を把握することができた。さらに、ネ

パールの実情を踏まえた上で、災害情報の利活用を効果

的に行うための方策について考察を行った。 
 今後は、こうした発展途上国における災害情報利活用

の調査を通じて、国際社会に寄与する災害情報利活用シ

ステムの研究開発を進めていきたい。 
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補注 
1) NSET：1993 年に設立された地震防災のための協会。

詳細は、以下のURLを参照。http://www.nset.org.np 
2) 特に調査地の記述なきものは Kathmandu 市周辺で調査を実

施。 
3) *****は、ご本人の希望により非公開。 
4) NRRC：自然災害による被害を低減するために、ネパ

ール政府と協力して金融機関と支援団体のコーディ

ネート等を行う機関。詳細は以下の URL を参照。

http://un.org.np/coordinationmechanism/nrrc 
5) Namche-Bazar：標高 3440mに位置するネパール東部、

Sagarmatha 県の集落。エベレスト登山の拠点として

栄えている。 
6) カトマンズ補習授業校：Lilitpur 市内にある日本人学

校。学校設立者は在ネパール日本人会であり、その

設置目的は、日本人会会員の子女に、日本語による

教科学習指導を行うことにある。 
7) Swoyambhunath：Kahmandu 盆地にあるネパール仏教

寺院。「カトマンズの渓谷」の一部としてユネスコ世

界遺産に登録されている。 
8) クラスター(CLUSTER)・システム：国連人道問題調

整事務所(OCHA: UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) によって開発された人道支援

を行うための調整手法であるクラスターアプローチ

に基づく情報共有 Web サイトおよび仕組み全体を

クラスター・システムと呼んでいる。Nutrition、Health、
Water/Sanitation、Emergency Shelter などクラスター呼



ばれる９つの部門から構成されている。詳細は以下

のURLを参照。 
https://business.un.org/en/documents/249 
http://www.unocha.org/japan/about-us/about-ocha/internat
ional-humanitarian-system 

9) Lilitpur：ネパール第 3の都市。 カトマンズ盆地南西

部に位置し、カトマンズ市に隣接する準大都市自治

体。 
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