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Abstract 

Since the Great Hanshin-Awaji Earthquake (1995), various systems have been devised to share disaster 

information. However, each institution works for different purposes, so each institution seeks different 

quality of information. As a result, smooth sharing of disaster information is difficult, and 23 years after 

the Great Hanshin-Awaji Earthquake has passed, disaster information is still not fully shared. In this 

paper, we will present the current issues on sharing map information at the time of disaster response, and 

introduce the outline of the Cabinet Office SIP implemented from FY2014. 

 

1. はじめに 

 近い将来に発生が懸念されている南海トラフ巨大

地震や首都直下型地震への対応においては、国、都道

府県、基礎自治体といった各行政レベルをはじめ、消

防、警察、自衛隊、さらには、電力、通信等のインフ

ラ事業者など、様々な防災関係機関において、円滑な

情報共有が行われ、共通の状況認識のもとに、効率的

な対応が求められる。しかしながら、これまでの災害

情報システムは、各機関がそれぞれの求める情報を扱

うために、独自に構築されてきたため、機関の壁を越

えた情報共有に課題がある。 

 本稿では、大規模災害の対応において、各機関が協

力して活動するために不可欠な地図情報の共有につ

いて、現状の課題を整理した後、内閣府 SIP（Cross-
ministerial Strategic Innovation Promotion 
Program：戦略的イノベーション創造プログラム）に

おいて実施されている災害地図情報の共有に関する

取組について紹介する。 

 

2. 災害地図情報の共有の現状 

2-1. 府省庁における地図情報の共有の現状 

 各府省庁の所掌する災害情報については、地方支分

部局等を通じて収集され、公開可能な情報については、

各機関のウェブサイトなどで公開される。大規模ある

いは激甚な災害発生時には、内閣府に非常災害対策本

部あるいは緊急災害対策本部が設置され、各府省庁が

所掌する情報が共有される。また、被災地においても、

非常災害現地対策本部あるいは緊急災害現地対策本

部が設置され、ここでも各府省の情報が共有される。 

 しかしながら、こうした府省の情報共有は、口頭に

よる報告、印刷物の配布が中心であり、地図情報に関

しても、所掌する府省が作成した地図（印刷物）の配

布、ウェブサイトの閲覧などがほとんどである。 

2-2. 自治体における地図情報の共有の現状 

 全国 47 都道府県と 20 政令指定都市を対象に災害

情報システムに関するアンケート調査を実施した伊

勢ら（2015）1)によると、全国 47 都道府県のうち 43
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都道府県が、「情報通信技術を活用した何らかのシス

テムを既に導入している」と回答している。しかしな

がら、同調査において東日本大震災で被災した都道府

県を中心に実施したインタビュー調査では、多くの都

道府県が、実際の災害対応においては、手書きの地図

や FAX などにより情報共有を行ったと回答している。 

 また、こうした都道府県の整備する災害情報システ

ムは、各都道府県で独自に調達されるため、隣接する

都道府県への情報提供、データ交換に配慮されて構築

されていない。 

 
3. 内閣 SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）

の取組の紹介 

3-1. 内閣府 SIP の概要 

内閣府 SIP2)は、「総合科学技術・イノベーション会

議が自らの司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の

分野の枠を超えたマネジメントに主導的な役割を果

たすことを通じて、科学技術イノベーションを実現す

るために新たに創設するプログラム」（内閣府のホー

ムページより抜粋）であ。平成 26 年度から 30 年度

までの 5 か年のプロジェクトであり、11 の課題から

構成される（表-1 参照）。 

 
表-1 内閣府 SIP の課題一覧（H30.3 現在） 

 課 題 

1 革新的燃焼技術 

2 次世代パワーエレクトロニクス 

3 革新的構造材料 

4 エネルギーキャリア 

5 次世代海洋資源調査技術 

6 自動走行システム 

7 インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 

8 レジリエントな防災・減災機能の強化 

9 次世代農林水産業創造技術 

10 革新的設計生産技術 

11 重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの

確保 

 
防災に関する取組は、8 番目の「レジリエントな防

災・減災機能の強化」であり、この課題（以下、SIP

防災）において、災害情報、特に災害地図情報を、国

（府省庁）と自治体等が円滑に共有する仕組みについ

て、研究開発を実施している。 

次節以降に、国（府省庁）の情報共有システムであ

る『SIP4D（エス・アイ・ピー・フォー・ディー）』

および自治体等において情報を活用するためのシス

テムである『SIP 災害情報利活用システム』について

について記述する。 

3-2. SIP4D（府省庁連携防災情報共有システム） 

 各府省庁は、それぞれが所管する災害対応業務につ

いて、情報を集約し共有するシステムを有している。 

例えば、国土交通省は、DiMAPS3)と呼ばれる総合

災害情報システムを有しており、道路、河川、港湾、

鉄道など、所掌する施設等の被害状況を地図情報に整

理してインターネット上で公開している。 

 また、厚生労働省の所掌する DMAT（Disaster 

Medical Assistance Team）は、EMIS（Emergency 

Medical Information System）と呼ばれるシステムを

有している。EMIS には、GIS（地理情報システム）

の機能も備えており、災害拠点病院をはじめとする医

療施設の場所および状況、DMAT 各隊の現在位置や

活動によって得られた避難所の場所、状況などが集約

される。また、EMIS によって集約される情報は、あ

らかじめ契約が必要であるが、各自治体から閲覧可能

である。 

 しかしながらこれらの情報システムは、保有する機

関の内部で分散的に入力され、情報を集約することを

主たる目的としており、これらの情報について外部か

ら閲覧することはできても、外部の者がデータをエク

スポートするための情報システムとしては構築され

ていない。このため、例えば、国土交通省の DiMAPS

によって集約された道路情報をデータとして取り出

し、EMIS にインポートして、医療機関や避難所への

合理的な移動経路を検討する、といった活用は現時点

では困難である。 

 こうした状況を鑑み、防災科学技術研究所（以下、

防災科研）では、SIP 防災の枠組みにおいて、府省庁

の所掌する情報を相互に共有し、各府省庁が有するシ

ステムに地図情報として取り込みための、府省庁連携

防災情報共有システムとして SIP4D の研究開発を実

施している。 

 府省庁は、それぞれが固有の業務を自律的に実施し

ている。また、各府省庁がそれぞれ情報共有システム

を既に保有していることから、各府省庁が活用ででき

る共有の災害情報システムを構築するのではなく、そ

れぞれが必要とする情報を整理したのち、相互に情報

を融通し合うシステムとして、SIP4D の研究開発を

進めている。 

 図-1 に SIP4D の概念図を示す。 
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図-1 SIP4D（府省庁連携防災情報共有システム）の概念図 

 
3-3. SIP 災害情報利活用システム  
 前節に示した SIP4D は、国（府省庁）において、

災害地図情報を共有することを目的に研究開発が進

められているシステムである。これに対して、被災の

現場、つまり被災自治体においては、SIP4D によっ

て共有される各種の災害地図情報を取り込み、自身の

持つさらに詳細な情報や地域の情報、例えば、災害時

要支援者の情報や各避難所の運営状況などと重ね合

すことで、これらの情報を利活用するためのシステム

が求められる。また、国（府省庁）の視点からも、気

象庁の観測情報や衛星写真、航空写真などから得られ

る俯瞰的な情報だけでなく、被災地の詳細情報を把握

するためには、被災自治体からの情報を取り込む必要

がある。こうした、国（府省庁）と被災地（自治体等）

をつなぐための被災地側のシステムとして、SIP 災害

情報利活用システムの研究開発を行っている。 

 SIP 災害情報利活用システムでは、Web-GIS をベ

ースとして、図-2 に示すように、２階層のタブ、メニ

ューボタンを配置し、それぞれのメニューボタンに、

表示するレイヤ、あるいは編集可能なレイヤをプリセ

ットすることができる。これにより、GIS を用いた地

図情報の管理に不慣れな自治体職員でも、地図情報の

検索、編集を容易に行うことができ、対応する地図画

面と表画面で様々な情報をユーザ間で相互に登録し

て、相互に利活用するためのシステムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-2 SIP 災害情報利活用システムの基本画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-3 SIP 災害情報利活用システムの活用概念図 
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さらに、国（府省庁）からの地図情報をクリアリン

グハウス 4)に登録されたメタ情報を介して、取り込む

ことができる機能を有している。この機能を活用する

ことで、国（府省庁）からの地図情報だけでなく、基

礎自治体や隣接自治体、消防、警察、自衛隊等の防災

関係機関との地図情報の交換が可能となる。 なお、

SIP 災害情報利活用システムは、オープンソースの災

害情報システムとして、改修を重ねながら、随時、無

償で提供されている。 

 図-3 に SIP 災害情報利活用システムの活用概念図

を示す。 

 
4. 実際の災害への対応 

 第 3 章に示した SIP4D および SIP 災害情報利活用

システムの研究開発において、実際に必要とされる災

害情報の種類、提供形態、属性など把握することを目

的として、防災科研では、実際の災害対応において、

政府非常災害現地対策本部等において、様々な情報を

GIS を活用して整理し、防災関係機関に提供するとい

う情報支援活動を実施している。 

 本章においては、次節以降に、平成 28 年（2016 年）

熊本地震および平成 29 年 9 月九州北部豪雨への対応

について紹介する。 

4-1. 平成 28 年（2016 年）熊本地震への対応 

 平成 28 年 4 月 14 日 21:26、16 日 01:25 に 2 度の

最大震度 7 を記録した平成 28 年熊本地震に対して、

防災科研は前震の翌 15 日午前に研究員が熊本県庁入

りし、以後、3 が月以上に渡り、熊本県庁内に設置さ

れた政府非常災害現地対策本部に研究員を常駐させ、

各種災害情報のとりまとめや、地図情報の提供などを

行った。 

 この情報支援においては、SIP4D は研究開発中で

あり実際に稼働している状況でなかったため、防災科

研が開発した WebGIS である e コミマップを活用し

て、各府省庁や熊本県から提供される災害情報を GIS

上に地図情報として整理（図-4 参照）し、各機関に提

供した。こうした活動を通じて、SIP4D が自動処理

すべきデータの加工、編集、登録、共有といった処理

を、研究員が実際に行うことにより、各機関が求める

地図情報の種類、それらを提供するために SIP4D が

装備すべき機能やデータ処理上の課題などを把握し

た。 

 さらに、写真-1 に示すように、各機関の求める印刷

地図を作成し提供したが、各機関の求める印刷地図は、

必要とする情報の種類、提供形態、属性、印刷範囲、

サイズが異なっており、こうした各機関のニーズに合

わせて印刷地図を提供するためにも、GIS を活用した

地図情報の整理が有効であることが確認できた。 

 熊本地震への対応に関する詳細については、参考文

献 1)～3)を参照願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-4 Web-GIS を用いた情報の整理（平成 28 年熊本地震） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-1 防災研が提供した地図を用いて活動方針を 

検討している様子（熊本赤十字病院にて） 

 
4-2. 平成 29 年 9 月九州北部豪雨への対応 

 平成 29 年 7 月 5 日夕方から 6 日未明にかけて、福

岡県および大分県で発生した平成 29 年 9 年九州北部

豪雨に対して、防災科研は 6 日朝から福岡県庁、同日

に午後から大分県庁に研究員を常駐させ、情報支援活

動を実施した。 

 前節で示した平成 28 年熊本地震の際の情報支援活

動と同様に、e コミマップ（WebGIS）を活用して様々

な災害情報を地図情報として集約し、各防災関係機関

にウェブサイトを通じて、あるいは印刷地図として提

供を行った。 

 さらに、SIP 災害情報利活用システムを急遽セット

アップし、福岡県庁および大分県庁向けにサイトを提
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供した（写真-2 参照）。これにより、例えば、「避難所」

あるいは「被害状況」というタブをクリックするたけ

で、最新の避難所状況や道路被害状況を確認すること

ができる。また、福岡県と大分県の双方の情報を取り

込むことができるために、最も大きな被害が発生した

福岡県朝倉市から大分県日田市にかけての情報を、県

境で途切れ栗ことなく、シームレスに閲覧することが

可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-2 大分県に提供した SIP 災害情報利活用システム 

（平成 29 年 7 月 7 日大分県庁にて撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-3 防災科研から陸上自衛隊に提供した地図 

（地理院地図、住宅地図、ドローン画像を重ねて表示） 

 
 また、消防、警察、自衛隊といった実働機関と連携

を密に行い、各機関のニーズに対して柔軟に対応した。

特に、写真-3 に示した陸上自衛隊に提供した地図は、

土石流により原形をとどめない被災地について、地理

院地図、住宅地図、ドローン画像を重ねて表示したも

のであり、行方不明者の捜索に活用いただいた。 

 こうした実際の災害対応を通じて得られた知見を、

SIP4D および SIP 災害情報利活用システムの研究開

発にフィードバックさせている。 

 
5. 今後の予定と課題 

5-1. みちのく ALERT2018、南西レスキュー30 での情

報連携実験 

 平成 30 年度は、内閣府 SIP の最後の年度となる。

これまで研究開発を進めてきた SIP4D および SIP 災

害情報利活用システムの連携を検証する目的で、陸上

自衛隊東北方面隊の主催する「みちのく ALERT2018」

において東北６県と陸上自衛隊等の情報連携ツール

として、その効果検証を行う予定である。みちのく

ALERT は、4 年に一度実施され、図上訓練と実動訓

練の両方を実施する総合防災訓練であり、東北６県を

はじめ基礎自治体も多く参加し、過去には防衛大臣も

視察に訪れる東北最大の防災訓練である。第３回目の

開催となる「みちのく ALERT2018」は平成 30 年 11

月の開催を予定しており、防災科研は、平成 29 年度

初頭より幹事となる陸上自衛隊東北方面総監部と協

議を重ね、すでに東北６県の了解を得ている。 

 「みちのく ALERT2018」においては、東北６県お

よび陸上自衛隊東北方面隊等の仮サイトを防災科研

が提供し、情報共有を行うプラットフォームとして活

用していただき、その効果を確認するとともに、改善

のための改題を把握することを目的とする。 

 また、九州 7 県および沖縄県を対象として、陸上自

衛隊西部方面隊が実施する「南西レスキュー」におい

ても同様の取り組みを準備中である。 

 
5-3. 内閣府防災担当との連携強化 

 内閣府防災との連携強化についても取り組んでい

る。 毎年実施される災害時医療活動訓練や現地災害

対策本部の訓練等、内閣府防災担当の主催する訓練に

対して、SIP4D による情報集約を提供しており、引

き続き連携強化を行う予定である（図-5 参照）。 

 
5-2. 今後の課題 

 本稿で紹介したように、SIP4D（府省庁連携防災情

報共有システム）および SIP 災害情報利活用システ

ムは、実際の災害対応を経験しながら、社会実装の段

階に差し掛かっている。特に、SIP 災害情報利活用シ

ステムは、徳島県の災害情報システムのベースシステ

ムとして採用されるなど、全国の自治体で導入が進ん

でいる。 
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図-5 内閣府および自衛隊等との連携強化のイメージ 

 
 我々、防災科研の提唱する方式で、災害地図情報が

機関の“壁”を越え、適切に流通する社会を構築する

ためには、システムの開発、改善を進めることはもと

より、我々の目指す社会に御賛同いただき、ともに社

会実装を進める同志を増やす必要がある。今後は、こ

うした社会実装のための体制作りについても検討を

進めていきたい。 

 
謝辞 

本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議

の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「レ

ジリエントな防災・減災機能の強化」（管理法人：JST）

によって実施されました。 

 
1) 伊勢正, 磯野猛, 高橋拓也, 臼田裕一郎, 藤原広行

（2015）, 全国自治体の防災情報システム整備状

況, 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 研究

資料第 401 号. 

2) 内閣府のホームページ（H30.3.17 閲覧） 

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/ 
3) DiMAPS のホームページ（H30.3.17 閲覧） 

 http://www.mlit.go.jp/saigai/dimaps/ 
4) クリアリングハウス 

 国土地理院のホームページ等参照 

 http://www.gsi.go.jp/GIS/stdind/nyumon_1040.h

tml 

5) 陸上自衛隊東北方面隊のみちのく ALERT2014 の

ウェブサイト 

 http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/alert/201

4/index.html 

 
参考文献 

1) Yuichiro USUDA, Makoto HANASHIMA, Ryota SATO, 

and Hiroaki SANO (2017), Effects and Issues of 

Information Sharing System for Disaster Response, 

Journal of Disaster Research, Vol.12-5, pp1002-1014 

2) Makoto HANASHIMA, Ryota SATO, and Yuichiro 

USUDA (2017), The Standardized Disaster-

Information Products for Disaster Management: 

Concept and Formulation, Journal of Disaster 

Research, Vol.12-5, pp1015-1027 

3) Tadashi ISE, Takuya TAKAHASHI, Ryota SATO, 

Hiroaki SANO, Takeshi ISONO, Makoto 

HANASHIMA, and Yuichiro USUDA (2017), 

Consideration on Utilization of Information in 

Disaster Response Site – Based on Information 

Support for 2016 Kumamoto Earthquakes –, Journal 

of Disaster Research, Vol.12-5, pp1028-1038 

 


