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◇ 開会 

10:00～10:10  開会挨拶       消防研究センター 所長 寺村 映 
10:10～10:20  趣旨説明          消防研究センター 座間信作 

 
【情報収集】 

10:20～10:50 「火点の早期覚知の必要性・困難性とその具体的手法」 
消防研究センター 杉井完治・・・・・・・ 

10:50～11:20 「携帯電話を用いた情報収集」 
情報通信研究機構 鄭 炳表・・・・・・・ 

11:20～11:50 「住民・行政協働による被害情報の収集」 
消防庁消防技術政策室 細川直史・・・・・・・ 

 
【休憩】11:50～13:00 
 
【情報伝達】 

13:00～13:30 「長距離無線 LAN による情報伝達」 
消防研究センター 高梨健一・・・・・・・ 

13:30～14:00 「災害時要援護者等への情報伝達」 
消防研究センター 河関大祐・・・・・・・ 

14:00～14:30 「柔軟な通信系の構築－構想と実現に向けての取組み」 
消防研究センター 高梨健一・・・・・・・ 

 
【休憩】14:30～14:40 
 
【情報の活用】 

14:40～15:10 「災害対策本部支援システム」 
消防研究センター 座間信作・・・・・・・ 

15:10～15:40 「消防防災 GIS について」 
消防科学総合センター 小松幸夫・・・・・・・ 

15:40～16:10 「延焼シミュレーションと消防力最適運用支援システム」 
東京大学 関沢 愛・・・・・・・ 

16:10～16:40 「情報共有に係る実証実験」 
工学院大学 村上正浩・・・・・・・ 

 
【全体質疑応答・総括】16:40～16:55   司会 消防研究センター 座間信作 
 
◇ 閉会 

16:55～17:00  閉会挨拶          消防研究センター 松原美之 



地震等災害情報の収集・伝達・活用 

－趣旨説明－ 

 

座間信作 

（消防庁 消防研究センター） 

 

 

 政府・地震調査研究推進本部によれば、今後 30 年の地震発生確率は、南海（M8.4 前後）

50％程度、東南海（M8.1 前後）60－70％程度、宮城県沖（M7.5 前後）99％、南関東（M6.7

－7.2 程度）70％程度等となっている。この他にも、三陸沖、十勝沖・根室沖、日向灘など

発生確率の高い地域が示されている。また、中央防災会議から被害想定結果が発表されて

おり、東海地震で死者 7,900～9,200 人程度、経済被害額約 30 兆円、東南海・南海地震で

死者約 17,800 人、経済被害額約 57 兆円、首都直下（東京湾北部）地震で死者約 11,000 人、

経済被害額約 112 兆円などとなっている。特に首都直下地震では 65 万棟が火災で焼失し、

それによる死者が全体の約 6割に当たる 6,200 人にも上るとされている。この想定結果は、

我々消防防災関係者にとっては極めて衝撃的である。これに対し、今後 10 年間で死者数（想

定）を半減するための地震防災戦略が掲げられ、建物の耐震化、初期消火率の向上（自主

防災組織率）、密集市街地の整備（不燃領域率）などの対策が打ち出されている。これらの

対策が確実に進み、想定するような地震が起こっても被害の発生が抑えられればよいが、

必ずしも期待通りにならないことも考えておかねばならない。それ故、いざという時の応

急対応のあり方が重要となる。 

地震直後対応を迅速・的確に行うためには，まず被害状況を把握することが必要である。

加えて，被害情報が得られた時にそれを如何に応急対策に活かすか，即ち住民の安全確保

あるいは住民による防災行動・活動を促進させることができるかが問われている．被害情

報そのものは直接的には応急対応活動，住民の防災行動には結びつかないからである．こ

のことは災害を受けた住民へのアンケート調査等において，発災直後は被害状況よりも被

害進展に係る情報ニーズが高いことと符合する． 

このような意識から，本防災講演会においては、如何に被害情報を迅速・的確、効率的に

収集するか、その情報を通信の輻輳に巻き込まれることなく確実に伝達し共有できるか、

そしてその情報に基づき、次の応急対応行動を促す情報を創出し、合理的な消防活動等の

支援情報とするか，さらには多くの情報がある中で、災害対策本部等での応急対応に係る

意思決定等を如何に支援するかについての技術的な取り組みを紹介するとともに、これら

の技術に基づく幾つかのシステムを用いた情報共有に関する実証実験の結果を報告し、災

害時における情報の役割について議論を深めたい． 
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火点の早期覚知の必要性・困難性とその具体的手法

杉井完治（消防研究センター）

１．問題の所在
早期に優勢な消防力を投入することは、平時と災害時とを問わず消火活動の大原則だが、
大地震時には、大きく２つの問題が発生する。ひとつは、119番通報の途絶や輻輳に代表さ
れる、情報環境の悪化である。迅速・適切な災害対応が困難になる。もうひとつは、同時多
発火災が発生したときの消防力の不足である。多くの消防本部は、１火災あたりの投入部隊
数を減じて多数火点に対応するという計画を持っているが、１火災１～２隊という少数部隊
による延焼制御活動を考えたとき、発災後いかに早期に活動を開始できるかが焦点となろう
1) 。そのためには、情報取得手法の確立が重要である。発災直後の混乱状態にあっても、迅
速で確実性を維持し得る情報収集手法を確立させる必要性は高い。
一方、他の都道府県から駆付ける緊急消防援助隊等の応援部隊の到着には、多くの場合 6
時間以上が必要である 2) 。その時点で、延焼火災がどのような様相となっているかを想定し
たとき、被災地消防機関に何が求められるかは、自ずと明らかであろう。
そこで本稿では、発災直後期における情報活動の迅速化の必要性とともにその困難性を具
体的に提示し、その解決策の一つとして、高所見張による火災覚知手法の実用化に向けて行っ
ている研究成果について述べる。
なお、第２章は杉井ほか（2008）1) を、第３章以降は消防研究所報告第 106号（2009.3発
行予定）に投稿中の原稿を、本稿用に調整したものである。

２．震災時における情報環境の悪化
2.1.　1978宮城県沖地震
この災害では、発災１分後に覚知した火災以外の覚知が発災後 7～10分と遅れ、結果的に
非効率な消防活動となったことが知られている 3)。このときの状況を示したのが表１である。
東北大・理の火災に対し、平常時と同じ９隊が出動したため、それ以降に覚知された火災に
対応する部隊が足りず、複雑な転戦が行われた。配置署所から遠い現場に出動し、途上で引
き返した隊や、かなりの遠回りを余儀なくされた隊もある。

2.2.　1995年阪神・淡路大震災
図１は、発災直後期の 119番通報受付状況である。最初の 14分間、火災情報の入電はな
かったが、この時点では既に50件以上の火災が発生していた 4)。また、全体の８～９割を非
災害通報が占めており、重要な災害通報の着信が阻まれたことがうかがわれる。
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駆付け通報などを含めた覚知率（覚知数／出火件数）の時系列変化に関する調査によれば、
神戸市においては、発災後30分でようやく覚知率が50%を越したことがわかる 4)。

　　　　　

2.3.　2005年福岡県西方沖地震
次に、情報を処理する側に発生する問題である。図２は、殺到する 119番通報の着信数の

うち、実際に受付処理がなされた数を示したものである 1)。初期の受付処理率は、10%以下
にとどまっている。指令室員の数は人口１万人あたり１名程度であって、ここに災害の大き
さに見合った数の通報が殺到するわけであるから、これは不可避の問題であると捉えなけれ
ばならない。さらに、発災直後から通話規制が行われたため、着信に至らなかった通報が多
数存在していたと考えられる。

図１　1995年阪神・淡路大震災時における
　　119番通報の受信状況

表１　1978年宮城県沖地震時の消防隊投入状況（仙台市）

図２　2005年福岡県西方沖地震時における
　　119番通報の受信処理率低下状況

図３　震災時、119番通報に発生する可能性が
　　高い問題
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2.4.　2007年新潟県中越沖地震
被害の大きかった消防本部において、発災後わずか 3分の間に覚知した救急要請に応えて

全隊が救急出動したが、ポンプ車と救急車とを乗換え運用していることから、一時、火災対
応のできない状態が発生していたことが報告されている 1) 5)。仮にその時間帯に市街地火災
が発生していたとすれば、対応が後手に回り、大火に至った可能性が考えられる。潜在的な
形ではあるが、「覚知順の対応」に関する問題がみえる。

2.5.　情報問題のまとめ
震災時の 119番通報に発生することが危惧される問題を図３にまとめた。震災時、とりわ

け初期の段階において、119番通報に多くを期待してはならない（その受信に拘泥すると、
かえって判断を誤る可能性が強い）と解するべきであろう。確実な情報収集手法の構築が必
要である。
大地震は、ある意味、大被害の可能性が発災直後に「わかる」にも関わらず、結果論的な

被害結果を知り得ない時間帯に、どのような判断を先行的に行うべきか？　実際にそれを行
い得るのか？　が大きな問題となる。地震災害が起るたびに、とりわけ被災地消防本部にお
いてはそのことが痛感されてきたであろうが、議論が明示的な形で進んだとはいえないので
はないだろうか。例えば震度７を被り、しかし火災情報が入電しない中、救急・救助要請が
殺到したとき（その可能性は極めて高い）、被害総量が消防力を遥かに上回っている蓋然性
が高い中、事案の軽重をどう考え、消防隊・救助隊・救急隊をどのような考えで運用するの
か？　恐らく、“事中”にそれを検討している時間はない。 結局、覚知順の対応を余儀なく
されてしまうのではないか？　それは場当たりとほぼ同義ではないのだろうか？　本稿では
この課題について議論しないが、過去の災害からは、情報取得が非常に困難な中で行う意思
決定に関して、大変悩ましい課題が提示されていることを強調しておきたい。

３．高所見張方式の高度化方策
多くの消防本部は、大地震が発生した時の情報環境の悪化を予測して、様々な情報取得手

法を持っている。中でも高所見張は、次の点で有力であると考えられている。
・　火災は、遠隔的に早期発見できる可能性が高い
・　消防庁舎屋上等の勤務場所直近から消防職員が火災を直接視認するため、消防機関が
行い得る他の情報収集手法（例えば、119番通報の受信・職員による巡回・ヘリコプター）
と比較して迅速性と確実性に優れている 1)

しかし、一般に行われているのは単独拠点から地点を確定する方法であるため精度が低く、
高精度化が課題であった。

3.1.　高所見張（単独拠点）による火点決定の問題点
震災時における高所見張の観測拠点は、消防庁舎の屋上等に設定されることが多い。観測
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範囲を拡大させるため、丘のような地形的高所や高層建物の屋上などにも設定されるが、第
１次部隊投入のための情報収集に許される時間を考えれば迅速性の点で問題がある。したがっ
て、発災直後に観測を開始できる消防庁舎が、この時期の主力観測拠点にならざるを得ない
と考えられる。
観測拠点および観測対象の高度を既知として、「方

位角と距離」、「方位角と俯角」のいずれかが観測され
れば、原理的には火点が決定できる。方位角は比較的
高精度に観測できるが、距離については、観測拠点が
観測距離に対して十分な高度を持たなければ、距離の
増大とともに精度が著しく低下する。一方、現在では
大部分の火災が119番通報により覚知されていること
もあって、「火の見櫓（望楼）」のない消防庁舎が増え
ている。このことは、過去と比較して観測拠点の高度
がむしろ低くなっていることを意味している。中高層
建物による死角の増加も考慮すれば、単独拠点からの
火災位置特定は非常に困難であろう（図４）。

3.2.　方位角情報に基づく火点決定方法
そこで、距離方向の精度不足を補い高精度な火点決定を行うために、複数拠点の観測情報

（主に方位角）から幾何学的に火点を決定する方式（図５）が考えられる。原始的な手法で
はあるが、放水開始の限界時間・震災初期の情報混乱・人員不足などを考慮すれば、現実的
であると考えられる。磁気コンパスが内蔵された方位角測定機能付きの双眼鏡（図６）を用
いれば、誤差は１度程度に収まる。

        

3.3.　レーザー測距双眼鏡による高度化
この手法をさらに高度化するものとして、レーザー測距双眼鏡（図７、表２）がある。こ

図４　低層庁舎からの視認状況

図５　複数拠点からの方位角情報に基づき
　　幾何学的に火点を決定する方法

図６　方位角測定機能付き双眼鏡の視野
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れは、レーザー光による距離の測定機能と電磁コンパスによる方位角の測定機能があり、計
測ボタンを押すと、視野内にレーザー光による距離（単位：m）と電磁コンパスによる方位
角が表示される。この装置を用いた実験も行われている 6)。そこで、対象物までの距離を簡
便かつ高精度に測定できることを利用して、複数拠点からの観測が困難あるいは不可能な地
域や、僅かな方位角の誤差が大きな地点誤差になる地域（図８）などの対策として、要所に
配備すれば効果的であると考えられる。

    

４．火点を決定するプロセスの考案
複数の観測拠点からの情報を集約して火点を決定する方法は、図 5のとおり、方位線の交
点を求めるという大変簡便なものである。しかし、多数の火災が発生した場合、それを複数
の拠点が独立して確認し報告することになるため、多数の交点が発生する（図９）。その多
くは火点ではないが、観測拠点からの情報を受け取り処理する部署はブラインド状態に置か
れているため、“真火点” と“偽火点” を区別することは困難である。特に、真火点ではな
いにも関わらず方位線が集中するポイント（図９の星印）は、火点と誤認されやすい。そこ
で、偽火点と真火点の峻別方法が必要となる。初期の時間帯は全てが混乱し情報処理要員数
も不足している 1)ため、簡便かつエラーの起こりにくい方法が求められる。この作業は紙ベー
スでも行える（このため、システムダウンを被っても、火点決定作業を行うことは可能であ
る）が、GISをベースとしたコンピュータ・システム（以下「火点決定システム」という）
を構築すれば、迅速かつ正確な作業が可能となる。複数の観測拠点から多数の情報が入電し、

図７　レーザー測距双眼鏡とその視野

表２　レーザー測距双眼鏡の主な性能・仕様

図８　地点決定精度が低下する地域
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処理の混乱も予想されるが、専用サーバを設け、
複数のＰＣにおける作業を同期させることによっ
て、処理負荷を分散させつつ情報を集約すること
が可能である。以下に、ある消防本部で試作され
た火点決定システムを例として、この作業手順を
説明する。
なお、情報を集約して処理する部署（以下「情
報処理部署」という）については、発災直後から
機能することが可能な消防指令室が妥当であると
考えられるが、人員数には限りがある。震災時に
は119番通報の受信に努め、受信要員も増強する
と定めた消防本部が多いが、むしろそれを一部割
いてでも、高所見張などの確実な情報収集に従事
させる必要性が指摘されている 1)。

4.1.　観測拠点ごとの「視認可能範囲」設定
あらかじめ観測拠点ごとに視認可能範囲を調査
し、火点決定システムに登録すると、方位線の延
長が限定されることにより、無用な交点の発生を
抑制することができる（図10）。丘陵地などが存
在する場合、この作業を行わないと、実際には観
測し得ない地域にまで方位線が延び、無用な交点
が発生することになる。ただし、視認範囲を狭く
取りすぎた場合、必要な方位線が描画されないことになるため、注意が必要である。
この作業を行うと、どの観測拠点からも視認できないポケット地域が判明する。それを解
消するため、観測拠点を増強するなどの措置が必要である。

4.2.　観測拠点からの報告要領
観測拠点では、双眼鏡視野内の数値（図６参照）をそのまま読み、報告する。さらに、多

数の交点から真火点を峻別し火点決定精度を高めるため、方位角に加え、可能であれば「推
定位置」を報告する（推定位置を正確に報告するためには、ランドマークを確認しておくな
ど、事前準備と訓練が必要である）。報告は、次のような要領で行う。
・　方位角のみが観測できるとき：「○○拠点から報告。△△度に火災発見、推定位置不
明」
・　方位角に加えて推定位置が報告できるとき：「○○拠点から報告。△△度に火災発見、
火点の推定位置は××病院の手前」
・　直近火災など、単独拠点でも火点が確定できるとき：「○○拠点から報告。△△度に

図９　多数の交点が発生した状況

図10　視認可能範囲の設定
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火災発見、火点の確定位置は××町中央部」
なお、磁針偏差（近畿地方では6～7度）は、火点決定システム側で自動補正する。

4.3.　単独拠点の報告から火点を決定できる場合の処理
火点位置の確定情報が報告された場合は、確定情報入力モードに入ることにより、地図上
の任意の地点を火点として直接登録する。119番通報等によって火災が通報されたときも、
同様の入力を行えばよい。ただし、通報は事案の軽重に関係なく行われることが多いため、
対応の必要性を吟味する必要がある。

4.4.　方位線の交点から火点を求める方法（偽火点のスクリーニング）
情報処理部署では、報告に基づき、火点決定システムの入力を行う。最初に観測拠点を選
択し、方位角を入力すると、地図上に観測拠点からの方位線が描画される（図11）。推定位
置の報告があった場合は、地図上の方位線（以下「細線」という）の上に、報告された推定
位置を入力（マウス・クリック）する。この推定位置には誤差が含まれていると考えられる
ため、火点決定システムは、入力された推定位置から一定範囲 (1)を、確定度が一段高いこと
を意味するオレンジ色の太線（以下「太線」という）で表示し、画面を簡素化するため、そ
の部分以外を消去する（図12）。

情報収集が進むと、地図画面は細線で表示された方位線や太線が複雑に混交した状態とな
る（図13）。この状態から、確定度の高いものの順に火点を決定する作業手順は、次のとお
りである。

図11　方位角の入力 → 方位線の自動描画

図12　推定位置が報告された時の処理
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①　 太線が複数交差している地点を仮火点登録する。集中度の高いものから順に行う。
②　 太線と細線が交差している地点を仮火点登録する。集中度の高いものから順に行う。
③　 細線と細線が交差している地点を仮火点登録する。集中度の高いものから順に行う。
交点を火点として指定（交点をクリックする。システムは、クリックされた地点から一定
の範囲 (2)にある交点が指定されたものと認識）すると、火点決定システムは、その形成に寄
与した方位線（太線・細線）を地図画面上から消去する。この仕組みによって、混雑した地
図画面は整理され、順次、集中性の低い交点も浮き彫りになってくる。図９に星印で示した
「誤認されやすい交点」も多くが消滅する。一連の作業が終了し、火点が決定された状況を
図14に示す。なお、交点により作られた火点は直接の確認過程を経ていないので、この段
階では仮火点（「仮」アイコン）とすることにより、直接確認された火点と区別している。
部隊が到着し、位置が確定した段階で確定登録を行い、火点（「火」アイコン）とする。
細線のみで形成される交点であっても、多数の方位線がよい集中を見せている場合は、太
線同士で形成された交点に準じる優先度で仮火点登録すれば、地図画面の整理が進み、決定
作業が迅速化される。夜間等、推定位置が確認しづらい状況では、ほとんどの方位線が細線
になることが予想されるため、この方法を訓練し、習熟度を高めておく必要性は高い。

５．火点決定作業の検証実験
5.1.　実験の概要
方位角測定機能付き双眼鏡を用い、その情報を処理して火点を決定する作業を検証するた
め、実際の高所見張を模した実験を京都市において行った。実施時間帯は、冬季の5:46～
7:00（実験当日の日の出時刻は7:04）である。実際の火煙を観測対象とした実験は困難なの
で、ランドマーク的な地物を火点に見立てた。測定結果の集約作業にあたっては、前述の火

図14　交点から火点が決定された状況

図13　情報収集が進んだ状態。方位線が複雑に
　　　交差している。
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点決定システムを使用した。
訓練では、市内12箇所の消防署に観測拠点を置き，観測指示書（観測開始時に開封する）
によって指示された時刻に、同じく指示された観測対象物の方位角を測定し、本部の消防指
令室に報告する方法とした。観測指示時刻は、発災後、時間の幅を持って火災が発生するこ
とを想定し、発災直後から10分後までの間に分散させている。想定火点数は16火点とし、
各観測拠点につき2～5箇所の観測対象物を測定することとした。合計測定数は43件である
（指令室には10分間で 43件の報告が入る）。指令室では、報告を受ける無線要員と火点決定
システムの入力要員（２名１組）が４組で情報集約を行った。１組ごとに火点決定システム
の端末ＰＣを１台使用した。

5.2.　実験結果
日の出前における訓練のため、5件の「観測不能（対象が確認できない）」報告があったが、
他の38件は観測－報告され、発災後11分の時点で情報入力が終了した（図13参照）。38件
の報告のうち、2件は情報の授受に過誤があり、入力されなかった。この状態から、４台の
ＰＣで一斉に火点決定作業が行われ、作業は60秒で終了した（図14参照）。得られた火点
は、想定どおり16火点であった。多数の指令を行うため、出動指令が終了するまでには時
間を要する（後述する方法により火点の優先順に指令する）が、発災後15分で出動指令が
完了した。大火への発展を抑制するための限界時間を考えたとき、現実性の高い方法が構築
できたものと考えている。
方位角の誤差は最大 3度であったが、ほとんどのものは１度程度に収まっており、平均誤
差は1.4度であった。火点決定システムは、方位線の交差図形の幾何学重心を火点として登
録する（図５参照）が、登録された火点の想定火点位置からのずれは最大43m、平均誤差は
29mであった。地震時の火点決定精度として十分であると考えられる。
ただし、本実験で想定した火点数は、地震時の同時多発火災としては少ないと思われる。
今後は想定件数を増加させ、観測件数もそれにあわせて増加させた訓練を行う必要があるが、
報告無線の輻輳、指令室の処理量が増加することを考えると、各消防署で直接、火点決定シ
ステムの入力を行う態勢を検討すべきであろうと思われた。

６．レーザー測距機能付き双眼鏡の検証実験
6.1.　実運用を想定した検証（場所：京都市）
測定精度・測定限界距離を、異なる天候条件で検証した（第１～第３実験）。また、操作
に習熟していない職員による測定実験を行った（第４実験）。
6.1.1.　悪天候時（第１実験）
天候条件：曇り時々雨，視程は最小時4km、最大10km
建築物を測定対象物にした場合、かなり視程が低下した雨天時でも、5100mまでの測定が
可能であった（図15）。GIS地図による計測距離との誤差は15m以内に収まり、実用上十分
な精度である。操作マニュアルでは、樹木等、反射率の低いものを測定対象物としたときは
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測定限界距離が短くなるとされているが、
公園の樹木部分など、反射率の低いもの
を測定した時でも、それが双眼鏡の視野
で確認できるならば、正確な測定値を得
ることができた。
なお、空などレーザー光を返さないも
のを測定した場合や測定限界距離を超え
た場合（レーザー光の反射が微弱すぎて
計測できない場合）、視野内には測定不
能を示す「－－－－」が表示される。

6.1.2.　好天候時（第２実験）
天候条件：晴れ時々曇り，視程は10km以上
建物を観測対象物としたとき、測定限界は 5777mであった（図16）。樹木が繁茂した山体

（低反射率の対象）を測定した場合でも、5079mを最大として、概ね5000m以上の測定が可
能であった（図17）。GIS地図による計測距離との誤差は、悪天候時と同じく、15m以内に
収まる。視程の差は測定限界距離に影響を与えるが、誤差には影響を与えていない。

図 15　悪天候時の測定限界。視野内で確認できるならば
計測できると考えてよい（仕様上の限界距離の範囲内）。

図16　好天候時の測定限界（建物）

図17　好天候時の測定限界
　　（低反射率の対象物：樹木の繁茂した山体）

- 12 -



さらに、見かけ面積の小さな測定対象物
を計測し、測定対象の分離性能を検証した。
複数の反射性物体が視野内の中央部分に混
在しているような条件においても、十字で
示された照準点を測定対象に正確に当てれ
ば、見かけの面積がかなり小さな測定対象
であっても、かなりピンポイントの距離計
測が可能である（図18）。
今回の実験では、通常のカメラ三脚と比
較して高強度のものを使用したが、それで
も、測定ボタンの押下によって双眼鏡本体
にぶれが生じて照準点がずれ、測定距離が
4000mを越えると、照準の確実性が低下した（6.1.4.参照）。実運用時の分解能は、むしろ架
台強度に制約されると考えられる。
6.1.3.　夜間時（第３実験）
天候条件：晴れ，視程は10km以上
測定精度・測定限界は、昼間時と全く変化がなかった。ランドマークの判別が困難となる
が、訓練により補うことが可能であると思われる。高層建築物については、発光性の対空標
識が設置されているため、昼間時よりも確認しやすくなる場合がある。
6.1.4.　消防職員による観測実験（第４実験）
天候条件：晴れ，視程は10km以上
操作に習熟していない消防職員による実験を行った。３名の消防職員に対しては、測定ボ
タンを押す際に双眼鏡にぶれが生じ、照準点がずれることについて特に留意するよう説明し
たうえで、測定練習を１回のみ行った後、実験を実施した。観測対象として約3000m、約
4000mおよび約5000mの距離に位置する一般住宅（またはそれに相当する正対投影面積を
持つもの）を選定した。計測回数は、各距離につき10回とした。実験の様子を図19に、実
験の結果を表３に示す。
4000m級の距離までは高い成功率が維持されるが、5000m級の距離になると、成功率は
大幅に低下した。5000m級の実験（図19下図参照）では、測定対象物からわずか下方に照
準がずれると、測定対象物の距離が5164mのところ、1300m程度の、大きく異なった値が
表示された。観測距離が大きくなると、成功率の低下もさることながら、観測値の誤り幅が
非常に大きくなることが問題になってくる。
実験に参加した職員からは、実運用にあたっては、望楼観測が火災発見の一翼を担ってい
た時代のように、ランドマーク的なものを事前に確認・測定することや、測定対象物への照
準が不確かな場合には、複数の測定を行い確実性を高める必要性があるという意見があった。

図18　見かけ面積の小さな対象物の測定。
　　　かなり小さなものでも分離して測定できる。
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6.2.　火煙の測定実験
天候条件：晴れ，視程は10km以上
消防活動の訓練用に発生させた火煙を測定対象物として実験を行った。火煙の背景が、視
野内における目視で見通せるかどうかにより、結果が異なる。背景が見通せない濃い火煙で
あれば、火煙までの距離が表示される。火煙が薄く、背景が目視で見通せる場合は、背景ま
での距離が測定される。ただし、背景が空など、反射率がほとんどない場合は測定不能と表
示される。レーザー測距双眼鏡は、レーザービームの方向に複数の反射物体があるような条
件では、最も強い反射をもたらした対象物までの距離を測定値として返す仕様になっている
が、この実験はそれを裏付けている。実運用時には、火煙の上部ではなく、できるだけ火煙
の根元（火災建物かその付近）を測定すれば、正確な値が得られると考えられる。

6.3.　実験結果の総括
レーザー測距双眼鏡の機器的な測定限界距離は、悪条件下でも 5000mを超える。また測
距精度も実用上十分である。しかし、通常の低俯角条件では、測定距離の増加とともに照準
の固定が困難になり、それに起因して測定の誤りが増大する。操作に習熟していない消防職
員による実験結果からは、4000m程度が実用限界距離であると考えられた。照準がずれたこ
とに気付かなければ危険であり、測定値を鵜呑みにしない慎重な観測態度が必要であろう。
火煙に対する実験では、背景が見通せない程度の濃い火煙であれば、測定可能であること
が分かった。今回は火煙を測定対象とした測定限界距離の検証は行えなかったが、火煙は建
物等と比較して反射率が低いため、測定限界距離が小さくなる可能性が高い。煙を発してい
る建物そのものを照準する、あるいは付近の建物を代理点として計測するなど、運用上の工

表３　操作に習熟していない職員による実験結果

← 図19　操作に習熟していない職員による実験の模様。
　　　　下図は、5000m級の測定を行っている際の視野。
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夫も必要であろう。
様々な要因で測定できなかったとき、“苦 し紛れに”不正確な値を返さず、 測定不能を表
示することは、この双眼鏡の信頼性を高めている。測距精度自体は非常に高いため、「どこ
を測定したのか」を意識して操作すれば、有効な結果を得ることができると考えられる。

7．補足
7.1.　本部による情報統括・部隊一括運用について
震災時、多くの消防本部では、初期の情報不足・混乱、部隊統制の困難性などから、平常
時に行っている本部による部隊の一元的運用（以下「本部運用」という）を一時的に停止し、
情報の収集・処理から部隊運用までの一切を消防署等の下位階層に移行させる（以下「署運
用」という）。しかし、震災時には１消防本部の管轄地域の中でも被害程度に大きな差異が
生じ、署運用では非効率な部隊運用となることが指摘されている 1)。ひとたび生じた災害需
要量と部隊数の不均衡を是正すること、すなわち部隊を再配分することは、実際に現場活動
が開始されてからでは非常に困難であろう。政令指定都市クラスの消防本部に対して行われ
た調査では、多くの本部が、可能ならば本部運用を維持したい、あるいはできるだけ早期に
署運用から本部運用に戻したいと考えている 1)。本部運用にとって最大の障害は、本部にお
ける初期の情報活動が破綻することにあると思われるが、複数拠点からの情報を１箇所で集
約しなければならない本稿の手法は、本部運用の可能性を開くものと考えることができる。

7.2.　火点トリアージについて
全体被害を最小化させるため、震災時の消防力劣勢条件下においては、火点のトリアージ
を行い、優先度を明確にした部隊運用を行う必要性が指摘されている 7)  8)。そのためには、
各火点の持つ延焼ポテンシャルを評価し、投入部隊数を決定することが必要である。しかし、
高所見張から得られた火点（仮火点）には、ある程度の誤差が含まれており、少なくとも、
「○○宅」など、建物単位の精度は期待できない。
そこで、管轄地域を適当な大きさを持つブロック（あるいはメッシュ）に分割し、それぞ
れの延焼危険度を事前に評価しておくことで、発災後、迅速に投入部隊数を決定できる方法
を検討中である（図20）。この方法であれば、火点の決定精度が多少低くても、対応手順を
前に進めることができる。

図20　延焼危険度の評価に基づき投入隊数を決定する方法（一案）
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なお、本講演会で紹介される「消防力最適運用システム」は、消防機関の対応計画を事前
に検討する際にも大変有用である。

7.3.　気球の活用
カメラを搭載した係留型気球（infoBalloon）による災害時情報システムの開発が進められ
ている 9)。地上高度100m以上からの観測が可能で、さらにGIS地図との連携もシステム化
されているため、高精度な地点決定が可能である。台風級の強風時を除いて常時揚球が可能
な耐風性能を持ち、発災直後からの観測需要に対応できる。方位角情報に基づく地点決定精
度が低下する地域（図８参照）や、火点の推定位置（図12参照）が確認しづらい夜間等の
悪条件下において有効であると考えられる。

８．まとめ
被災地消防機関によって効果的に地震火災を防御するため、火点の早期覚知手法の高度化
を目的として行っている研究を紹介した。
高所見張では、複数の観測拠点から得られた情報（主に方位角）を幾何学的に処理する方
式により、高精度に火点を決定できる。その作業過程では、多数の交点の中から“真火点”
をスクリーニングする必要が生じるが、ここで考案した作業手法は、比較的簡便にそれを行
うことができる。
レーザー測距双眼鏡は、高所見張による火点決定手法をさらに高度化し、単独拠点から火
点を決定することを可能とする。しかし、低俯角条件では、測定距離の増大とともに、計測
中の照準のずれが問題となる。検証実験の結果、機器的な測定限界は悪条件下でも5000m
を超えるが、照準のずれによる測定ミスを考慮すれば、実用限界距離は4000m程度である
と考えられた。慣れない職員による観測では、照準のずれによって誤った計測をしたことが
認識されない可能性もある。いたずらに遠方の距離観測に拘泥することは、かえって結果の
安全性を損ねることになるだろう。
以上のことを総合すると、方位角測定機能付き双眼鏡を用い、方位角の幾何学的処理によ
る火点決定手法を基本として、それが困難となる地域に対してこの双眼鏡を配備するなど、
適切な使い分けが必要であると考えられる。火点を観測する方法については、高所カメラや
前述した気球の活用など、さらに多様な方策が考えられるが、コストの問題も含め、観測機
器にはそれぞれに長所と短所がある。地理的条件はもとより観測場所の人的資源等も考慮し、
最良の組合せを探ることが重要であろう。
地震火災防御に関し、被災地消防機関の果たすべき役割は大きい。その活動成否は、初期
の情報収集とその処理の如何、特にその迅速性（と確実性の適切なバランス）に大きく依存
すると考えられる。「持てる消防力が有効に作用する時間帯」を踏まえて実効性のある情報
収集方法が構築され、地震火災による被害が極小化されることを期待したい。
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携帯電話を用いた災害時の情報収集システムの開発 

 

情報通信研究機構  ○鄭  炳表 

消防研究センター   座間 信作 

情報通信研究機構   滝澤  修 

消防研究センター   遠藤  真 

 

 

１．はじめに 

地震発生の直後においては，できるだけ早く被害状況を把握し，適切な緊急対応を迅速に行う

ことが求められる．1995 年に発生した阪神大震災において，発災直後，災害に関する情報の空白

期が生じ，迅速な緊急対応をとることができなかった教訓から，PDA やノート PC などを用いた

情報収集システムが開発されてきている 1)－3)． 

しかし，これらの災害収集システムの多くは地図データを位置情報として参照しているため，

被害の位置情報が正確な半面，収集端末の用意やデータのインストールに時間を要する．また，

操作が簡単ではなく，発災直後の行政組織トップの迅速な意思判断を支援するまでには至ってい

ないのが現状である． 
一方，近年の携帯電話の普及率は著しく，また，その機能も高度化しており，通常時における

有用性については言うまでもない．この携帯電話が持つ普及性，携帯性，操作性，カメラ機能等

の特徴を災害時の情報収集に活かすことができれば，的確な応急対応のための有力な支援情報と

なる． 
そこで本研究では，地震直後の効率的な被害情報の取得と迅速な被害情報の共有を可能とし，災害

対策本部等での的確な応急対応のための意思決定を支援できるツールとしての携帯電話の機能を高度

化するとともに，その情報を共有化できるプロトタイプシステムの開発をしたので報告する．  

 

２．情報収集体制の空間的フレームワーク及び本システムの位置づけ 4) 

より効率的に情報収集をするために，筆者らの研究グループは，幾つかの自治体防災担当者へ

のヒアリング調査を通じ，以下のような情報収集体制を提案している． 

 

１) 管内をブロック化し（小学校区），その中の公共施設（小学校）を防災拠点＝情報拠点とし，

住民の力をフルに活用して被害情報を収集・確認・整理する． 

２) 拠点に拠点用情報システム(※)をおき，自治体職員等が確認しながら被害情報の入力・伝送

を行う． 

３) 拠点と災害対策本部を太い通信インフラでむすび，外部機関とも情報の共有化を図る． 

４) 集約された被害情報，あるいはこれらの情報に基づく防災情報（延焼予測結果など）を住民

に対して拠点用情報システムにより周知する． 

 

※ 簡易な GIS 機能と情報入力・表示可能な情報端末(ノート PC)，Web カメラ，IP 電話からなる． 

 

これらを具体化したシステムイメージが図１であり，実際に吹田市5)，豊橋市6)を対象にした実

験でその有効性が実証されている．本システムは，図１の情報収集体制に関するフレームワーク

の一隅に位置し，住民や自治体職員が小学校などの防災拠点や災害対策本部に駆けつける際に，

被害の状況を文字，携帯電話に搭載されたカメラの画像，およびGPSによる位置測定の結果ととも

に，携帯電話に挿入された外部メモリ（SDやMini SDなど）に保存し，それを避難所等防災拠点な

どに設置された拠点用情報システムに取り込めるようにすると同時に，通信が可能な場合には，

これらのデータをパケット網を通して送信を行えるようにしたものである． 

 

３．本システムの概要 
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 災害情報を収集する住民や自治体職員が必ずしも本システムのような技術に詳しいとは限ら

ないため，プロトタイプのシステムを開発する際に，出来るだけ普段から使い慣れている携帯電

話メールに類似した画面構成になるよう心がけた．開発したプロトタイプの概要を図 2 と図 3 を

参照にして述べる． 

図 1 情報収集体制の空間的フレームワーク 

図 2 情報収集システム操作の流れ        図 3 システムの画面の例 
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1. 発災と同時に情報収集をするためには，先ず，携帯電話のアプリを立ち上げる必要がある（図

3 の左上）． 
2. 携帯アプリを立ち上げ，情報収集を開始すると，災害種別，事案，GPS，カメラ，特記事項

が表示されたメールに類似した画面になるようにした． 
3. 災害種別は，リストから選択できるが，デフォルトは地震災害とし，選択をしない限り，1

件目の災害種別とするようにした．なお，災害種別には，地震災害，水害，その他がある． 
4. 入力項目（事案）は，火災，建物被害，人的被害等から選択できる（図 3 の右上）． 
5. 被害発生位置を携帯電話搭載の GPS より取得する．座標系は WGS84 とし，座標の表示は

度とした（図 3 の左下）． 
6. カメラを立ち上げ，災害発生場所のイメージを撮影すると，災害種別，事案，GPS の情報と

統合し，1 事案として，CSV 形式のファイルとし，外部メモリへ格納する．このとき，公衆

網の被害が軽微で通信ができる場合は，改めて決められたサーバへ送信することも可能にし

た． 
7. 時間的余裕があればコメントを特記事項として入力するが，省略することも可能である． 
8. 最寄の防災拠点に駆けつけ，保存された情報を携帯電話に装備されている外部メモリで情報

端末に渡し，災害対策本部本部等へまとめて送る（図 3）． 
 
図 4 は，災害対策本部や防災拠点などに設置されている災害情報統合システムに，本システム

を用いて収集した災害情報を取り込んだ例であり，災害情報統合システムの詳細については本特

集別報告を参照されたい． 
 
３．本システムの概要 

 災害，特に地震災害時には，通信の輻輳が懸念されるが，そのような状況下においても，携帯

電話が情報収集の手段として利用できれば，その普及率，操作習熟度等から判断して極めて有効

なツールとなりうる． 

図 4 収集された情報を防災拠点の災害情報統合システムに取り込んだ例 

- 23 -



 
 
このことから，通信以外の携帯電話が持つ機能に注目し，携帯電話を用いた情報収集システムの

プロトタイプを開発した．特に，最近，GPSの精度が上がっていることから，ごく初期の段階（発

災から1，2時間後程度）での緊急対応判断に有効であると考える． 

現在，このシステムは実用化に向け，一般住民を対象とし，システムを操作性（一度利用すれ

ば時間が経っても操作を容易に思い出すことができることを含む）や信頼性を検証，即ち，いつ

発生するか分からない地震等の大規模災害に対しても円滑にシステムの操作が可能であり，かつ，

有効なシステムとして位置づけることができるかについて，検証を行っているところである．ま

た，本システムは地震発生時に懸念される携帯ネットワークの断線や停電による基地局の停波に

も対応させるため，StandaloneGPS 機能を組み込む等，システムの高度化を図る予定である． 
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住民・行政協働による被害情報の収集 

 
細川 直史（消防庁 消防技術政策室） 

 
１．はじめに 

災害が発生した場合，行政機関は，被災の状況を速やかに把握するとともに，住民の生命や財

産を守るための様々な対策を講ずることが求められる．特に，緊急・応急対策の実施においては，

どこでどのような被害が起こっているかを正確かつ早期に把握し，適切な判断に基づき，限られ

た防災資源の有効投入によって被害の最小化を図ることが必要とされる．そのための被害全体の

概要把握については，初期の段階では高所カメラやヘリコプター等の利用が挙げられ，これらは

被害状況を面的に知るには極めて有効な手段である．さらに，消防などは，火災の鎮圧，救助，

救急搬送など多発する災害に迅速かつ的確に対応する必要があり，そのためには，災害事案の種

別，発生場所と時刻，規模などの詳細な現場情報の収集が必要である．このように，地震などの

突発的な大災害の直後の情報収集においては，管内全域の被害状況を早期にもれなく把握すると

ともに，個別の災害の詳細についても把握しなければならないという困難な任務が防災担当者に

は求められる． 

以上の背景から，特に地震直後における効率的な情報収集，それに基づく災害対応の意思決定

支援および住民の安全確保に係る情報の共有等に関して，基本的な考え方を示すとともに，その

フレームワークを実現し，有効性に関する実証実験を行ったので報告する． 

 

２．地震直後における被害情報収集の阻害要因 

1995 年兵庫県南部地震，1993 年釧路沖地震，北海道南西沖地震，1994 年北海道東方沖地震，

三陸はるか沖地震で震度４以上とされた地域に対して行われたアンケート調査１）によれば，地域

の被災度が大きいほど，庁舎の被災の可能性も大きく，道路閉塞など交通手段の被災により，要

員の確保も困難となると考えられる． 

さらに，携帯電話や一般電話などは，通信量の増大による輻輳，または，通信線の切断や停電

により，これら公衆回線による被害情報の収集・伝達には困難が伴うと考えられる．2004 年新潟

県中越地震では，電気通信事業者の設備の被害や通信の輻輳等により，電話がつながらない，又

はつながり難くなるといった状況等が生じた２）．また，最近の地震，例えば 2007 年能登半島地震

では，地震当日用いた通信手段は「携帯電話・PHS」が 64％と最も多く，そのうち音声で問題な

く利用できたのは約 8％しかないというアンケート調査結果となっている３）．なお，最も通信状

態の良かったのは携帯電話・PHS のメールで，それでも 17％である． 

一方，情報収集の体制や通信が機能した場合においても，災害の規模や数が大きいほど，情報

が災害対策本部や消防本部の指令室に集中し，手書きのメモなど処理が間に合わない情報の蓄積

ができるという事態も発生する．したがって，せっかく収集された災害情報を，適切な応急対策

に生かすためには，情報の整理・統合の技術も重要な要素であるといえる． 

以上のこと等から，緊急・応急対策において，如何に効率的に被害情報を収集・整理し，状況

に基づいた適切な応急対応のための意思決定を行い，適切な防災活動を喚起させるかは，兵庫県

南部地震から 13 年余経た現在でも依然として大きな課題として存在していると言える． 
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防災行政無線
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テレビ、ラジオ
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市町民からの通

報

24%

図１ 兵庫県南部地震で甚大な被害を被っ
た自治体の情報収集手段 

 

３．情報収集・伝達体制の一つのあり方 

３．１ 効率的な情報収集のための空間的フレームワーク 

兵庫県南部地震で甚大な被害を被った自治体に対し

て行った情報収集手段に関するアンケート調査４）では，

職員による情報収集が 38%，住民の通報 24%，関係機関

への問い合わせ 15%等となっていて，実際に災害現場

に立つ住民からの情報と市町村職員による情報収集活

動の重要性が明らかとなっている(図 1)． 

兵庫県南部地震での自治体における死者数把握の時

系列分析から，人口規模の少ないほど情報収集は迅速

に行えるという結果が得られている４）。例えば小学校

区程度の大きさを一地区として，各地区の中で被害情 

報を収集・整理する体制をとることが，地震直後の情報収集体制として効率的であるとされた． 

 ここで、旧清水市(C区：人口約23万7千人)を対象として,想定される死者数把握時間の傾向を見

てみよう５）．図２aは震度を変えたときの予測値で，計測震度Ik=6.0の時，6時間程度で全容把握

が可能であるが,Ik=7.0となると,12時間後でも約半分しか把握できないことになる．一方, C区で

は地域を19ブロックに分け，それぞれのブロック内で自律分散的な防災応急活動を行うこととし

ていた．そのような体制がとられると図２bとなり、この場合にはIk=7.0でも12時間後には死者数

の把握がほぼできることになる．したがって,ブロック内の防災（かつ情報）拠点が相互に強い情

報通信ネットワークで結ばれていれば，C区全体の状況がほぼ12時間で確認できることになる． 

 このような自律分散型防災拠点をどの程度整備すべきかは，どの位の時間内にどの程度までの

情報を収集できたら良しとするかという判断から規定できる．例えばIk=7.0の時の分布は図３の

ようになり，C区内の状況を6時間で8割把握したければ,50拠点（約5000人毎）必要となる．また,6

時間で半分程度とするならば,10拠点（約25000人毎）となる.あくまで目安ではあるが,拠点作り

の行政判断のための支援情報として活用できる. 
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図２ 旧清水市を対象とした震度別ワイブル分布(左)と 19 個にブロック化した場合(右) ５）  
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Shimizu: Instrumental Seismic Intensity=7.0
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図３ 計測震度 7.0 の場合の防災拠点数の死者数把握過程に与える効果（旧清水市を対象とし

て）５） 

 

３．２ 効率的な情報把握のための時間的フレームワーク 

自治体に対するヒアリング，アンケート調査から被害情報の収集活動に影響する因子として，

地震動強さ，人口，そして情報収集・整理・伝達手段が挙げられた．この３つをキーワードとし

て被害情報把握に関するフレームワークを時系列的に以下のように提案する． 

(1)地震直後には強震動による甚大な被害が広範にわたるため，要員の参集もおぼつかないこと

から，地域の被害の概要は全く把握できない状況となるであろう．その中で，自治体は災害対策

本部設置判断，広域応援要請の判断等が早期に要求されることから，地震被害の大略を推定する

ことが可能な被害想定システムを利用する６）．これによって本部員参集後の被害イメージの共有

も可能となる．この段階ではあくまでも想定であり，その想定結果の精度は実際の被害数と比べ

てオーダーで合っているという程度と考えられる． 

(2)地震後１～２時間後には何割かの職員の参集が見込める状態となろう．その際，参集時にお

いて情報収集することが重要となる．さらに、職員の中で指定された要員は予め定めた地区の被

害状況を、防災拠点において収集・集約して,本部に送信する．ただし、通信の輻輳に巻き込まれ

る恐れが大きいため、自営の通信網を用いる７）。なお，火災，通行障害箇所等の直接消防活動等

に関係する情報に限定した確定情報を優先的に収集し，緊急・応急活動のための情報とする．も

ちろん，高所カメラや，ヘリコプターによる情報収集，住民の駆け込み情報や電話等による収集

も利用することは，要員確保ができていれば行うこととなろう． 

(3)職員による情報収集能力には限りがあるので、住民からの情報も防災拠点において集約する．

この集約、送信においては単に被害数を扱うのではなく、後の処理の容易性を考慮したものとな

っている必要があることから、簡易な GIS を用いて被害箇所等の表示ができる形式にしておくこ

とが重要である８）． 
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３．３ 効率的な情報収集・伝達・活用のためのフレームワーク 

収集された情報が，実際の防災活動等に活用されなければ，情報としての価値はない．上述のよ

うなハード，ソフト両面が充実されると，それは被害情報の早期把握という一面だけにとどまらず，

消防力の効果的運用，広域応援部隊の適正配備など公的防災組織活動の支援，応急時の防災情報，

生活情報の提供，外部への情報提供や復旧対策等に有効活用できることになる．また，平常時の住

民と行政間のコミュニケーションの円滑化にも寄与するところ大となるであろう．さらに、集約さ

れた情報等が単に災害対策本部での意思決定に資するだけではなく、住民にフィードバックされ

住民の安全確保に繋がることが意識された体制を構築することが必要である。このような今後の

発展性も含めて，情報収集・伝達の効率化に関する概念図を図４に示す２）．即ち、 

1）管内を小学校区程度にブロック化し，その中の公共施設（小学校）を防災拠点＝情報拠点

とする． 

2）拠点に拠点用情報 GIS 端末を置き，市職員等が確認しながら被害情報の入力・伝送を行う． 

3）拠点と災害対策本部を災害に強い通信インフラ（例えば，自営の無線 LAN など）でむすび，

外部機関とも情報の共有化を図る． 

4）集約された被害情報，あるいはこれらの情報に基づく延焼予測結果などの防災情報を拠点

用情報端末により住民に周知する． 

 

図４ 情報収集・伝達の効率化に関するフレームワーク 

 

４．吹田市での情報収集実験 

吹田市を対象として提案フレームワークの有効性に関する実証実験をおこなった９）。人口約 36
万人、面積約 36km2の吹田市では、市内を 6 ブロック 36 校区からなる地域に分け、それぞれの

地域に居住する職員で情報収集班（職員 5 名程度）を構成して、地震直後、拠点となる小学校へ

の参集途上に被害情報の収集を行う体制をとっているためである１０)。実験では、2006 年 1 月吹

田市が実施した非常参集訓練の中で，市内のおよそ 1/3 に当たる，吹田市 JR 以南地域，豊津・

南吹田地域において，市職員による参集途上での情報収集、PC 端末を用いた入力（座標と情報

種別）、長距離無線 LAN を介した送信などが行われた。実験開始から 2 時間後の実験終了時点で
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は全体で 300 件のデータ（病院、公衆電話等の災害時に役立つ地物等）が取得され，1 時間後で

はその 2/3 が取得できており、情報収集のためのフレームワークの有用性が実証されたが、職員

の参集経路に重複があること，特に木造密集地で認められること，情報収集範囲が限られ，見逃

す区域が存在することなどの課題が指摘された（図５）９）．ただし、元々吹田市はそのような状

況をカバーするために地域住民からの情報を取得することとしている．”公”だけでは不足する情

報収集能力を補完するべく、住民の力を情報収集にも取り入れることが不可欠と考えている． 

 

図５ 職員の参集ルート（矢印）、収集情報および木造密集度９） 

 

５．東京都北区での情報収集実験 

そこで，さらに情報収集に地域住民の力を活用することの可能性にかかわる実証的実験を東京

都北区上十条５丁目（面積：0.15km2，人口 3700 名，世帯数 1500）を対象として行った１１，１２）．

その結果によれば，町会内に設置した被害状況を示す 21 の看板の位置と被害内容を，自治会情報

収集班 12 名による記憶（頭の中の地図）だけで収集してディジタル被災マップを作成するのに，

わずか 20 分程しかかかっておらず，地域住民の情報収集能力が極めて高いことが確認された． 

 

６．おわりに 

本稿では，情報収集体制の空間的フレームワークを提案し，東京都北区上十条，吹田市を実証

フィールドとした被害情報の収集実験を行った．その結果、小学校区程度の広さを一つのブロッ

クとして、自治体職員と地域住民が協働でその地域内の情報を収集・集約することが極めて効率

的であることが実証された。本研究を通して，GIS や無線 LAN などのハイテクと人が歩いて情報

を集めるローテクをうまく組み合わせ，住民と公的機関とが情報を共有するしくみをもつことが，
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今後の情報収集，ひいては迅速・適切な応急対応活動の遂行に極めて重要であることが確認でき

た． 
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１． はじめに 

 近年、情報通信技術（ICT）はめざましく進展を遂げている。従来、災害時における情報の収集および

伝達の手段として防災行政無線等が用いられることが多かったが、ICT を活用することで比較的安価に

通信ネットワークを構築することが可能となり、より正確な情報を、より迅速に収集し、より的確に災害対応

を行うことができると考えられる。 

 このような観点から、筆者らは長距離無線 LAN（Local Area Network）装置や IEEE（Institute of 

Electrical and Electronic Engineers）802.11g 無線 LAN 装置を用いた通信ネットワークの構築と、Web カメ

ラや IP（Internet Protocol）電話を用いた情報伝達に関する検討を行っている。 

 本稿では、まず、2 節において提案する情報通信システムの全体構成を示す。また、3 節において、提

案システムの特徴について紹介するとともに、4 節において平成 18 年度中に行った実証実験の結果につ

いて報告する。また、 後にまとめと今後の課題について述べる。 

 

２． システムの全体構成 

 提案するシステムの全体構成を図 1 に示す。本システムは、システム全体の基幹として長距離無線 LAN

装置を中心とした IP 通信可能なネットワークを構築し、そのネットワーク上で IP 電話や Web カメラを用い

た情報伝達を行うシステムである。 

 
図 1 全体システムイメージ図 
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３． システムの特徴 

３．１ 長距離無線 LAN 装置を用いたネットワーク構築 

 近年、半径約 50km の範囲をカバーし 大 70Mbps の通信を可能とすることを目的とした WiMAX

（Worldwide Interoperability for Microwave Access）規格など、広い範囲で高速なネットワークアクセスを

可能とする技術が盛んに研究開発されている。 

そのため、今回、我々は 5GHz 帯（4.9-5.1GHz）の周波数を用いた長距離無線 LAN 装置によりネットワー

ク構築を行うとともに面的な通信可能エリアを確保することとした。下記に、利用機器 1)の概要について示

す。 

なお、従来から拠点間通信を目的として 18GHz や 26GHz といった高い周波数を用いる無線 LAN 装置も

市場に出回っているが、それらは現段階において 5GHz 帯を利用する製品に比べて高価であり、基本的

に 1 対 1 通信用の機器である。市町村のように複数の拠点が点在する場合、高価な 1 対１通信用機器で

結ぶことは、コストの増大につながるため、適切ではないと考えられる。 

（１） 長距離無線 LAN 装置（1 対 1 通信用） 

 本装置は、ビーム幅の鋭い（6 度）アンテナを用いており、およそ 30km の距離を隔てて 1 対 1 で通信を

行う事が可能である。なお、設置状況により異なるものの、30km の距離を隔てた場合のスループットは、

20Mbps 程度とされている。装置外観を図 2 に示す。 

（２） 長距離無線 LAN 装置（1 対多通信用） 

 本装置は、およそ 120 度の範囲にわたって 10 数 km の距離を扇状にカバーすることのできる基地局と

鋭い指向性（10 度）を持つ加入者局から構成される。基地局のカバーする扇状の通信範囲に存在する複

数の加入者局との間で 1 対多の通信を行うことにより、多点間の IP 通信網を構築することが可能である。 

基地局－加入者局間の通信にあたって、変調方式を 64QAM（直交振幅変調：Quadrature Amplitude 

Modulation）から 16QAM、QPSK（四位相偏移変調：Quadrature Phase Shift Keying）、BPSK（二位相偏移

変調：Binary Phase Shift Keying）まで無線の状況に応じて自動的に変更することにより、安定した通信を

行うことが可能である。機器の外観を図 3 に示す。 

 なお、本装置を利用するにあたって、下記の点に留意する必要がある。 

・加入者局は受信強度により通信相手の基地局を自動選択する機能を持っている。そのため、中継用に

基地局と加入者局を近くに設置すると、局所的にループを形成して通信ができなくなる場合がある。 

・長距離通信を目的としているため、装置から出力される送信電力が大きい。そのため、設置した機器間

の距離が近すぎる場合には、機器間での干渉が起きる場合や、入力電力が大きすぎて信号を正しく受信

できなくなる場合がある。 

・利用している周波数帯が 5GHz 帯であるため、電波の直進性が高い。そのため、建物の影や山陰など

に不感地帯ができやすい。 

 これらのことから、通信相手や利用周波数について事前の計画を立てるとともに、近距離の通信には

IEEE802.11 規格に準拠した無線 LAN 機器と組み合わせて利用するなど方策を検討する必要がある。 

図 2 長距離無線 LAN 装置（1 対 1 通信用）外観

 

 
図 3 長距離無線 LAN 装置（1 対多通信用）外観

（左：基地局 右：同加入者局） 
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３．２ Web カメラを用いた情報収集 

 Web カメラは、撮影した映像を TCP/IP ネットワークを通じて送信することができる装置である。近年、

Web カメラにも、赤外画像を撮影可能なものや 360 度回転可能なもの、高倍率ズームが可能なものや屋

外設置を想定した防水仕様のものなど、様々な機能を持った機器が開発・発売されており、遠隔監視な

ど様々な目的で活用されている。Web カメラの価格は、その機能により上下するため、利用環境に応じて

必要な機能を持つ Web カメラを選択することで、効率的にシステムを構築することが可能である。 

また、我々は、災害時においても確実な動作を期すために、屋外での利用が想定される Web カメラにつ

いては下記のカメラドームと組み合わせて利用することとした。 

（１） 屋外用カメラドーム 

 災害時、災害発生地点に臨時に Web カメラを設置するためには、当然のことながら Web カメラを動作さ 

せるための電源が必要である。さらに、設置箇所が屋外である場合には、降雨や降雪を考慮しなければ

ならず、Web カメラのみならず電源回路についても確実に防水できる手法が必要である。このことから、

我々は、図 4 に示す屋外用カメラドームを用いることとした。 

このカメラドームは、Webカメラを内部に格納することができ、電源回路およびLAN回路もドーム内に収納

されているため、雨天でも活用可能である。また、上部は半球状の透明なカバーであるため Web カメラの

視界を遮らずに撮影可能であり、通常の三脚に取り付けることも可能なため、可用性に優れたものとなっ

ている。 

（２） 車載用カメラドーム 

 災害が発生した場合や災害が発生するおそれがある場合には、発生地点または発生予測地点へ迅速

に駆け付けて状況を画像により伝送することが、防災対策上、有効であると考えられる。その際、車両に

カメラドームを取り付けておくことができれば、移動中の映像を記録することも可能となり、また、現場に駆

け付けると同時に画像の撮影を開始することが可能となると考えられる。そこで、我々は、図 5 に示す車載

用カメラドームを採用することとした。 

 車載用カメラドームも、屋外用カメラドームと同様に降雨や降雪の際の利用を想定する必要がある。この

車載型カメラドームは、電源および LAN ケーブルを内部へ引き込む部分に防水コネクタを使用しており、

雨天でも活用可能である。 

 また、この車載用カメラドームは、シート状の強力磁石により自動車の車体に取り付けることができ、更に、

電源として自動車のシガーライタを用いることも可能なため、走行中でも Web カメラを動作させることが可

能となっている。 

 

 

 

 
図 4 屋外用カメラドーム 

 
図 5 車載用カメラドーム 
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３．３ IP 電話を用いた情報伝達 

 IP ネットワークは、そもそも、IP パケットを送受信するためのネットワークであり、IP パケットに格納されて

いればデータの種別を問われない。そのため、同じ IP ネットワーク上に画像情報や電子メール、データベ

ースのクエリなど様々な情報を流すことが可能である。 

IP 電話は、その名のとおり、IP ネットワーク上で実現された電話アプリケーションであり、インターネットの

普及に伴い一般家庭における活用も進んでいる。また、その一方、企業や学校等においても拠点間の通

話を IP 電話に切り替えて経費削減を行う事例や、広域内線網の構築に利用される事例など利用が拡大

している。 

 我々の提案するシステムにおいても、長距離無線 LAN 装置により IP ネットワークを構築していることから、

IP 電話を利用することも可能である。そこで、我々は機能面から検討を行い、図 6,7 に示す IP 電話システ

ム 2)を導入することとした。 

 呼制御サーバは、ネットワーク上の電話番号と IP アドレスの対応を管理する装置であり、端末間の通信

を制御する機能を担っている。また、マルチキャストサーバは、マルチキャストルーチングプロトコルの一

種である IGMP（Internet Group Management Protocol）v2（バージョン 2）3)を用いて、マルチキャストグルー

プに登録された IP 電話端末に対して IP パケット化された音声を配信する機能を持っている。マルチキャ

ストグループの内容を適切に設定することにより、様々なグループに対して同報通信を行うことが可能で

ある。なお、当然のことではあるが、同報通信を利用するためには、ネットワークを構成する機器（ルータ

等）が IGMPv2 に対応している必要がある。 

 IP 電話端末は、IP パケット化された音声データを再生する機能を持つとともに、通常のアナログ回線の

ポートも備えており、通常の電話機やファクシミリを接続することも可能である。 

３．４ 無線 LAN 移動局による迅速な駆け付け 

 3.2 節(2)においても触れているが、災害発生地点や災害発生予測地点に迅速に移動して画像伝送を

行うことは、災害対策上、有効であると考えられる。 

 我々のシステムでは、車両に車載型カメラドームを搭

載するとともに長距離無線 LAN の加入者局を備えた、

長距離無線 LAN 移動局を提案している。我々の利用し

た 1 対多通信用長距離無線 LAN 装置は面的に通信範

囲をカバーするため、域内の基地局を見通せる場所か

らなら簡易に通信を確保することが可能である。 

 図 8 に消防研究センターの公用車を用いて構築した

長距離無線 LAN 移動局の例を示す。 

 

 
図 6 IP 電話装置 

（呼制御サーバ(上)、マルチキャストサーバ(下)）
 

図 7 IP 電話装置 

 
図 8 長距離無線 LAN 移動局の例 
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３．５ 移動型ハイブリッド電源装置を用いた無人監視 

 例えば、堤防の決壊が予想される箇所などに臨時に

通信局を設営し、危険箇所の状況をリアルタイムに災

害対策本部に伝達することができれば、効率的かつ有

効な災害対応を行うことが可能となると考えられる。し

かし、安全性の観点からみると被害発生予測地点に監

視員がとどまって監視を行うことは避けるべきであり、

無人で長期に監視を続ける体制を構築することが有効

であると考えられる。 

 このことから、我々は、現地で簡易に組み立てが可

能であり、なおかつ鉛蓄電池に加えて風力発電機と太

陽電池パネルを供えて長期に電源を供給できる装置

として、移動型ハイブリッド電源装置を試作した。移動

型ハイブリッド電源装置の外観を図 9 に、電源ボックス

内部を図 10 に示す。 

 電源ボックスには、鉛蓄電池のほか、風力発電装置

や太陽電池パネルを接続するための端子板、さらに

AC100V の電源を取り出すためのインバータを収納す

る。また、電源ボックスは側面にケーブル引き込み口を

持っており、降雨の場合にも活用が可能である。 

 この装置と監視機器および長距離無線 LAN と組み

合わせることにより、長期間にわたり危険箇所の監視を無人で行うことが可能となる。 

 

４． 新潟県見附市における実証実験 

 我々の提案する情報通信システムの有効性を検証するため、平成 18 年 10 月 27 日に行われた新潟県

見附市の水防訓練の際に実証実験を行った。実証実験において構成したネットワークを図 11 に、地理的

な配置状況を図 12 に示す。なお、見附市役所屋上に設置した 1 対多用長距離無線 LAN 装置基地局が

水平角 120 度の範囲をカバーすることから、アンテナの方向を調整するとともに長岡地域振興局屋上に 1

対多用長距離無線 LAN 装置加入者局を設置してバックアップ回線を構築した。このため、実際には、見

附市役所－長岡地域振興局間には二重の回線が設置されている。 

 
図 9 移動型ハイブリッド電源装置外観 

 
図 10 移動型ハイブリッド電源装置 

 電源ボックス内部 

 
図 11 新潟県見附市実証実験におけるネットワーク構成図 
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 また、災害対策本部や防災拠点、さらに災害発生場所を想定して、見附市役所、総務省消防庁、名木

野小学校屋上、嶺崎橋、長距離無線 LAN 移動局に Web カメラを設置した。このうち、名木野小学校屋上

と嶺崎橋については屋外用カメラドームを用い、長距離無線 LAN 移動局には車載用カメラドームを用い

た。Web カメラからの映像は、長距離無線 LAN 装置を用いて構成した無線ネットワークを利用して伝送し、

災害対策本部に設置した PC の画面上表示するとともに、プロジェクタを利用してスクリーン上に投影する

こととした。 

 まず、長距離無線 LAN の性能を検証するために、通信距離の も長い（約 11km）見附市役所－長岡

地域振興局間においてスループットを計測した。その結果、1 対１通信用長距離無線 LAN 装置では、実

測値で約 37Mbps のスループットを得た。また、バックアップ用に敷設した 1 対多通信用無線 LAN 装置で

は、加入者局から基地局への通信において平均 25.4Mbps、逆方向の通信では平均 17.6Mbps のスルー

プットを得た。 

 また、カメラ画像の伝送実験として、無線LAN移動局を用いて観音山公園、見附運動公園、農道上の3

カ所から見附市役所屋上に設置した基地局と通信を行ってカメラ画像の伝送を行うとともに、各所に固定

設置した Web カメラからの映像を災害対策本部で確認し、十分な性能を有していることを検証した。 

その一例として、図 13 に嶺崎橋に設置した Web カメラで撮影した画像を示す。嶺崎橋では、中央の橋脚

に危険水位などを示すカラーバー表示がなされており、Web カメラの映像からそれらの水位に達している

 
図 12 平成 18 年 10 月 27 日新潟県見附市実証実験における 

全体配置図 
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か否かを容易に判定できることがわかる。 

 水防訓練後の市担当職員へ直接行ったヒアリング

調査では「長距離無線 LAN 装置と Web カメラによる

水位監視は極めて有用である」との評価を得た一方、

防災科学技術研究所が訓練に参加した市職員に対

して行った長距離無線 LAN の有効性についてのア

ンケート 4)の結果では、「通信の輻輳がなく画像が送

信できれば有効」、「防災拠点を直接つなぐシステム

として有効」、「通信が安定していれば有効」という回

答であった。 

 このような対照的な回答となったのは、市担当職員

には実際にカメラ画像を見てもらうなど十分な情報が

与えられていたのに対し、実証実験のシナリオではカメラ操作がなく加工した写真を提示したため実際の

カメラ映像がどのようなものとなるかを市職員が認識していなかったことが原因と考えられる。 

 

５． おわりに 

 本稿では、我々の提案する災害対応用情報通信システムについて述べるとともに、平成 18 年 10 月に

新潟県見附市で行った実証実験の結果について述べた。 

 今回採用した長距離無線 LAN 装置は比較的安価であり、設置も容易であることから、災害時の通信確

保に有用であると考えられる。ただし、長距離無線 LAN の設置には、アンテナの固定場所や方向などの

情報と電源が必要であり、それらに関する情報を事前に把握しておくことが望ましい。 

 また、今回の実験では、設置したネットワークのスループットが充分大きかったため Web カメラがその性

能を発揮したが、ネットワークの構成次第では一部の回線もしくは機器にデータが集中して状況を十分に

伝えられない可能性も考えられる。このことから、敷設にあたってはネットワーク上を流れるデータの量に

も考慮して、効率的な運用を行う必要がある。 
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図 13 Web カメラによる映像の例 
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災害時要援護者等への情報伝達

○河関大祐

１）

、座間信作

１）

、高梨健一

１）

、新井場公徳

１）

、遠藤 真１）

、鄭 炳表２）

１）

消防研究センター、

２）

(独)情報通信研究機構

１．はじめに

大規模災害が発生すると、地域に対して十分な消防力を提供することが困難となる可能性

がある。したがって、災害発生からしばらくの間、住民の安全は、住民自身の的確な行動に

よって維持される必要がある。安全確保のための的確な行動をとるためには、気象情報、避

難勧告・避難指示、災害情報などの防災情報が市町村から住民へ的確に提示される必要があ

る。消防研究センターでは、誤解なく、理解しやすい防災情報の提示、さらには避難勧告や

避難指示を受け入れられやすい広報とはどのようなものかを検討し、住民向けに防災情報を

伝達するシステムの研究を行っている。その中で、市町村から発せられる防災広報の方法等

の把握、大規模災害を経験した市町村の災害対応の調査、防災広報の功奏例等に関する文献

調査を実施し、住民向けに防災情報を提示するシステムの開発を行っている。ここでは、全

国市町村における住民向け防災情報伝達方法の現状、効果的な防災広報文についてこれまで

に得ている知見、市町村の防災担当部局での使用を想定して試作開発中の防災情報文章作成

支援システムおよび災害時要援護者も考慮した防災広報配信システムの概要を報告する。

２．全国市町村における住民向け防災情報伝達方法の現状調査

市町村役場等から住民向けに発せられる防災情報の伝達方法について、現行の方法や広報

文例整備の実情を把握するとともに、防災情報伝達に関わる問題点を整理し、住民の生命や

財産の安全に結びつくような実効性のある防災情報の提示を行う防災広報システムの開発に

資する知見を得ることを目的として、全国市町村における住民向け防災情報伝達方法の現状

調査を実施した。

2.1 調査方法

本調査は、2007年2月時点での全市町村（1,840自治体）を対象として、アンケート用紙の

送配布および郵送回収による調査を行った。回収数は1,352件（回収率：73.5%）であった。

なお、調査期間は2007年2月19日から2007年5月14日であった。アンケートでは次の項目につ

いて尋ねた。

1) 防災行政無線設置の有無、無の場合は設置しない理由

2) 防災行政無線の種類、所管する部署、防災情報伝達以外の使用の有無

3) 各種情報伝達手段の使用の有無と、主たる方法または補助的方法の位置付け

4) 広報文例の有無

5) 過去の災害時の広報事例

6) 自治体の人口、世帯数

7) 自治体の年度予算と防災関連予算が占める割合
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2.2 調査結果

1) 防災行政無線設置の有無

防災行政無線の設置の有無については図１に示すと

おり、約89%の市町村が防災行政無線を設置しているこ

とがわかった。平成19年度消防白書

1)

によると、市町村

防災行政無線通信施設（同報系）の整備率は75.2%であ

ることから、未整備の市町村からの回答が少なかった

ものと考えられる。

設置していない理由としては、111（76.6%）の市町

村が財政的な負担の問題と回答している。また、設置

していないその他の理由としては、役に立つかわから

ない、災害が少なく必要性がない、導入を検討中、代

替手段（CATV、有線放送）がある等の回答があった。

2) 住民向け防災広報の情報伝達手段

防災行政無線を設置していると回答した1207市町村に対して、防災情報を住民に周知させ

るための情報伝達方法の位置付けについて聞いたところ、図２に示すとおり、「主たる方

法」としては、防災行政無線（83%）が最も高く、次いで、広報車（60%）、消防団による呼

びかけ（43%）となった。また、10%強の市町村がインターネットや携帯メールを主たる方法

として位置付けている。その他の方法では、FAX、テレビ・ラジオ、有線放送、オフトーク

通信等が用いられている。 
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図２　住民向け防災広報手段の位置付け

設置している

1207

89.3%

設置していない

145

10.7%

図１　防災行政無線設置の有
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3) 広報文例

防災広報を実施する際の広報文例の有無については、ある：510（42.3%）、ない：696

（57.7%）であった。また、広報文例の用途は防災行政無線用：425（83.3%）、呼びかけ

用：201（39.4%）であった。広報文例を準備していない主な理由は次のとおりであった。

� 災害の状況によって、その都度、作成している。

� 必要性が感じられない。

� 今後作成予定。

� 災害の状況によって広報パターンが変わり、パターンが多すぎるから。

4) 過去の災害時の広報事例

防災行政無線を設置している1207市町村に対して、過去の災害における防災情報伝達事例

の有無を尋ねたところ、あるとの回答が547件（45.3%）あった。その際に広報に使用した方

法は、防災行政無線：465（85.0%）、その他（広報車、消防団員の呼びかけ等）：245

（44.8%）であった。情報伝達手段の有効性については、有効であった：433（79.2%）、有

効ではなかった：56（10.2％）との回答であった。有効であった事象としては、避難対象世

帯の自主避難が行われた、一度に住民全体に周知できた、問合せが減った、市民および市議

会から一定の評価を受けた、などの回答があった。また、有効でなかったとの回答のうち、

54件には理由が記載されていたが、その中で、台風など雨や風が強い場合に音声が伝わらな

いという回答が32件、住民の危機意識が薄く避難してもらえなかったという回答が11件あっ

た。さらに、有効でなかった理由の中には、適切な情報が伝達できなかった、放送するタイ

ミングが遅かったとするものもあった。

３．災害時要援護者も考慮した防災情報伝達システム

上記で述べたアンケート調査や過去の防災広報事例、さらに防災広報に携わった市町村職

員等に対する聞取り調査によって、住民への防災情報の伝達において、広報のタイミング、

広報の内容や文章の組立てかた、広報の伝達媒体などの問題があることがわかった。これら

の問題に対して、消防研究センターでは、防災情報文章作成支援システムや災害時要援護者

も考慮したインターネット接続式警報・通報装置等で構成される、防災情報伝達システムの

研究を行っている。

3.1 防災情報文章作成支援システム

防災情報文章作成支援システムは、市町村の防災担当部局での使用を想定したシステム

で、災害の進展にともなって、気象情報、避難勧告・避難指示、災害情報などの防災情報広

報のタイミングと広報文案を提示するのシステムである。現在、本システムは第一次試作モ

デルとして、災害の兆候が現れてから発災までの警戒期が地震と比べて長い洪水を対象とし

たシステムを試作している。この第一次試作モデルでは、洪水注意報・警報、降雨予測・河

川水位予測等の情報の到来に対して、内水の上昇や河川の氾濫による浸水域の地図表示と避

難範囲の抽出、さらには公的機関公表の河川情報等に基づく水位の予測等を用いて、住民向

けに避難勧告・指示のタイミングと広報文案を提示し、災害対策本部での意思決定の支援を

行うものである（図３、４、５参照）。
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災害時要援護者等に対する警報伝達システム動作概念図

大雨、洪水警報発令

避難準備情報

避難勧告

避難指示

内水ポンプ停止

建物２階へ避難

大雨、洪水警報発令

避難準備情報

避難勧告

避難指示

内水ポンプ停止

建物２階へ避難

広報基準地点の水位予測、広報ガイドを表示

広報基準地点を指定

避難勧告広報を指定

避難勧告広報文作成

こちらは防災○○です。

△△橋の水位が■時間後に橋から▲ｍに達する見込です。

つぎの地区の人はただちに指定の避難所に避難してください。

・・・・・・

・・・・・・

 

 

広報文案は、誤解なく、理解しやすいこと、住民が避難勧告や避難指示を受け入れやすい

こと、災害時要援護者等を考慮した文章を生成することを目標としている。この目標に対し

て、広報文章として次の特徴を有するべきであると考えている。

図３　災害時住民に対する警報伝達システム動作概念図

図４ 防災情報文章作成支援システム

による浸水域表示

図５ 浸水域の衛星写真上への表示
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� 内容を理解しやすい表現

２）

> 最初に概略を述べる。詳細はその後。

> 結論→説明→結論（繰り返し）

> 文章の文字数は２０～５０文字程度。

> 文章はセンテンスごとに完結。 

> 多くのセンテンスは理解不能。１センテンスに盛り込む情報はひとつ。

> 「なお」「また」等の接続助詞でつなげない。「しかし」等の接続詞を活用。

� 誤解されにくい表現

> 同音異義語に注意（医療⇔衣料、普通⇔不通、水位⇔推移、etc・・・）

> 時刻表現（１９時１０分まえ　→　１８時５０分）

� 避難に結びつく表現

> 具体的事象を述べて危機を実感しやすくする

� 山火事の状況を「テレビ塔まで火が迫っている」のように具体的に広報した例（昭

和58年4月、岩手県久慈市）

３）

� 非常な河川増水のため堤内排水ポンプを運転停止せざるを得ないことを広報した例

（平成16年10月、兵庫県豊岡市）

４）

なお、文章構成の問題とは少し異なるが、広報の表現方法として、町長本人が防災無線で

非常事態であることをアナウンスした例（昭和58年7月、島根県三隅町）

５）

も住民避難の功

奏例として有名である。また、日本手話は日本語と異なる文法体系であるため、聴者が理解

しやすい文章とろう者が理解しやすい文章は必ずしも一致しないことを考慮する必要があ

る。

3.2 災害時要援護者も考慮したインターネット接続式警報・通報装置

防災行政無線や広報車等での音声による防災広報は、広範囲に情報を伝達する手段として

優れている一方で、雨や風の騒音で聞取りが困難であったり、難聴者に伝わらないなどの弱

点がある。そこで、本研究では、音声による防災広報を補うものとして、インターネット接

続式警報・通報装置の開発を行っている。本装置は、火災の警報音の覚知が困難な高齢者や

聴覚障害者に対して効果的に警報を伝え、さらに、救助を呼ぶのために外部に通報できる、

インターネット接続式火災警報通報装

置

６）

（図６参照）を防災広報の伝達用

に改良を加えたもので、火災警報や防

災情報を文字表示する画面、警報音を

発するスピーカおよび各種操作用スイ

ッチを内蔵する他に、火災信号や防犯

センサ信号などの信号入力端子、急病

などを通知する非常スイッチ、聴覚障

害者に警報を伝える各種警報装置を起

動する接点出力端子、インターネット

接続端子を装備している。本装置を住

民宅に設置し、図７に示すようにイン

ターネットに接続することにより、地
図６ インターネット接続式火災警報通報装置
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域防災センターから配信される防災情報等を文字で受信し、さらに自力避難が困難な人が救

助を要請するための通信を行うことが可能となる。インターネット接続式警報・通報装置

を、2008年9月に北海道江別市で開催された全道ろう唖者大会で展示し、見学者に感想等を

聞いたところ、装置の大きさやデザインの改善を求める意見があったものの機能についての

評価は高く、市販化を望む声が多く聞かれた。

４．おわりに

総務省消防庁は緊急地震速報、津波警報、火山情報等の緊急情報を全国に短時間に伝え

る、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備を進めている。本研究では、市町村役場等で

受信した全国瞬時警報システムの警報を、防災情報として速やかに住民に伝達することを目

指して、防災情報伝達システムと全国瞬時警報システムの統合も行う予定である。

参考文献

1)総務省 消防庁：平成１９年度消防白書

2)藤沢晃治：「分かりやすい文章」の技術、ブルーバックス

3)廣井脩他：1983年4月27日久慈林野火災における避難指示の伝達と住民の避難行動、文部省、1983

年4月27日東北地方山林火災大規模化をもたらした異常乾燥強風に関する研究、1984.1

4)2004.10.20 台風23号災害記録、豊岡市

5)防災情報地域システム調査報告書、(財)消防科学総合センター、1986.3

6)河関大祐、高梨健一：災害弱者の火災時避難安全のための警報・通報システムの試用調査、日本火

災学会研究発表会概要集、2005
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図７　インターネット接続式警報・通報装置による防災広報ネットワーク概念図
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柔軟な通信系の構築－構想と実現に向けての取組み－ 

 

消防研究センター ○高梨  健一 

座間  信作 

遠藤  真  

情報通信研究機構  鄭   炳表 

 

１． はじめに 

大規模な地震災害が発生した際には、通信インフラが損傷して通信が不可能となる場合や、輻輳によ

って通信が困難な状況となる場合が想定される。例えば、平成 17 年 7 月 23 日 16 時 35 分頃関東地方で

起きたマグニチュード 6.0 の地震の際に行われた通信規制の関する調査によれば１）、80％以上の発信・

着信規制を行っている場合もある。 

消防研究センターでは、消防活動を通信面から支援するために PHS 技術を用いて輻輳を起こしにくい

通信手段を研究開発してきた 2)。しかし、この通信技術も、消防活動現場と消防本部等の離れた場所との

間で通信を行うには地点間で TCP/IP 通信を行う必要があり、予め無線 LAN のアンテナを設置する等の

相当の準備を要したことから、即時的に通信を確保する技術の導入が望まれていた。 

また、平成7年度の発足以来、さまざまな災害に対して派遣されてきた緊急消防援助隊においても、活

動時の情報共有や中山間地等における通信の確保のために、柔軟な通信系の構築が望まれている。 

本稿では、柔軟にネットワークを構築することが可能なアドホックネットワーク技術の消防防災分野への

適用を目的として、過去に行ったアドホックネットワーク技術による無線ネットワーク構築実験の結果を報

告するとともに、消防研究センターにおいて研究開発中のアドホックネットワーク技術を利用した情報共

有システムについて報告を行う。 

 

２． アドホックネットワーク 

アドホックネットワークとは、通常の無線 LAN とは異なり、インフラに頼らず、その時、その場所に集まっ

た端末同士が協力しあうことによって構築される一時的な（アドホックな）ネットワークである（図 1 参照）。ア

ドホックネットワークに属する端末は、隣接端末間では直接通信を行い、直接通信が不可能な端末同士

で通信を行う場合には中間に存在する無線端末が中継を行うことにより通信を可能とする。アドホックネッ

トワークは、その特性から、通信インフラの存在しない地域や通信インフラが壊滅的な打撃を受けた地域

において、一時的にネットワークを構築するために有効であると言われており、大学や研究機関などにお

いて盛んに検討が進められている。 

アドホックネットワークを構築するためのルールを、アドホックルーティングプロトコルと呼ぶ。アドホック

ルーティングプロトコルには、アドホックネットワークを構築するための隣接端末の検出手法や通信経路の

確立手法などが定義されている。現在、さまざまなアドホックルーティングルーティングプロトコルが提案さ

れているが、それらはリアクティブ型（またはオンデマンド型）とプロアクティブ型（テーブル駆動型）の二つ

に大きく分類される。AODV（Ad-hoc On-demand Distance Vector），DSR（Dynamic Source Routing）等の

リアクティブ型のプロトコルは通信が必要となったときに経路を作成するのに対して、OLSR（Optimized 

Link State Routing），TBRPF（Topology Broadcast Based on Reverse-Path Forwarding）等のプロアクティ

ブ型プロトコルは事前に経路情報をネットワーク上に頒布・共有して経路を算出する。この違いにより、リ

アクティブ型のプロトコルは通信開始時に若干の時間を要するもののオーバヘッドが少なくてすむという

特徴を持つ一方、プロアクティブ型のプロトコルは最適な経路を選択できるもののオーバヘッドが比較的

大きいという特徴を持つ。実際にシステムを構築する場合には、この特徴を考慮したうえでルーティングプ

ロトコルを選定する必要がある。 
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３． 大規模災害時を想定したアドホックネットワーク構築実験 

 情報通信研究機構と電気通信大学が共同開発した VHF 帯 260MHz 帯市町村デジタル移動無線シス

テム（以下、「VHF システム」と呼ぶ）を用いて、面的な無線ネットワークの構築実験および有線ネットワー

クの補完を目的とした直列接続実験を情報通信研究機構および電気通信大学と共同で行った。 

 なお、VHF システムの無線機は表１の諸元を持ち、これを USB 接続した PC から制御することができる。

VHF システムの端末を図２に示す。 

表１ VHF システム無線機諸元 

項目 仕様・性能 

無線周波数 265.25MHz 

空中線電力 
+30dBm(1W) (ANT 端子にて) 

許容値：+20%、-50% 

スプリアス発射強度 送信電力に対して-60dB 以上 

占有帯域の許容値 300kHz 以内 

副次的に発する電波等の強度 4mW 以下 

一次変調方式 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 

二次変調方式 OFDM 

通信方式 単信（送受切替） 

伝送速度 MAX 576kbps 

電流電圧 バッテリ駆動 DC+11.2V～15.2V 

消費電流 3A 

周囲条件 
周囲温度 +10℃～+45℃ 

相対湿度 90%（35℃） 

外形寸法・重量 
約 330（幅）×250（奥行き）×160（高さ）mm 

約 9.1kg 

 

 
図２ VHF システム端末 

 
(a) 通常の無線 LAN による端末間通信 

 
(b) アドホックネットワーク 

図１ 通常の無線 LAN とアドホックネットワークのイメージ 
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３．１ 北区上十条における通信実験３） 

本実験の対象とした東京都北区上十条 5 丁目は、面積およそ 0.15 ㎞ 2、1500 世帯、15 部会からなる

木造家屋密集地域である。このフィールドでは、工学院大学が上十条 5 丁目町内会と共同で地域防災マ

ップ作成や防災訓練を行ってきており、消防研究所（当時）では平成 15 年から工学院大学と合同で被害

情報収集実験を行ってきた。これまでの情報収集実験では、端末を用いて収集した情報は防災拠点に

戻ってから一括して有線もしくは無線 LAN にてサーバーに送信していたため、情報伝達の遅延が生じて

いた。そこで、VHF システムを用いて動的に通信経路を確保し、現場から仮本部（王子第三小学校：一時

避難場所）への擬似地震被害情報の送信を行うこととした。 

小学校の西側に位置する児童公園に仮の基地局を設置するとともに、仮想出火地点（図３中、地点

A,B,C）に VHF システムの端末を設置し、それぞれの地点と基地局との間で通信が可能であるか確認し

た。このとき、VHF システムを制御するためのアドホックルーティングプロトコルとしては、AODV を選択し

た。各地点からの通信速度をそれぞれ5回測定した結果を表２に示す。通信距離や経路上の建築物など

により多少の違いはあるが、概ね通信状態は安定しており、２階建て木造家屋密集地域であっても、十分

に使用可能な通信網であることが分かった。 

 

３．２ 豊橋市における通信実験 4） 

（１） 被害情報収集のための面的な無線ネットワークの構築 

表２ 通信速度計測（5 回平均値） 

 通信速度(kbps) エラーパケット数 リトライ回数 通信距離(m)
基地局-地点 A 343.5 4.2 28.0 160
基地局-地点 B 348.5 8.0 20.4 236
基地局-地点 C 350.4 8.8 14.4 97
基地局-地点 D 296.7 15.0 112.8 260

 

地点 A地点 B

地点 C

地点 D 基地局

 

 
図３ 通信地点 
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VHF システムを用いて、被害情報収集のための面的

な無線ネットワークを構築する実験を行った。 

対象とする区域内に VHF システムの端末を設置し、端

末間ではアドホック通信により VHF 帯の無線ネットワーク

を構築した。また、端末に無線 LAN のアクセスポイントを

接続して、情報収集端末用の無線 LAN の通信可能エリ

アを確保した。 

図４に対象区域および端末の設置位置を示す。図中、

赤い線で囲まれた部分が対象区域、赤丸が端末の設置

位置、青線が端末間の通信経路を示している。なお、設

置位置は、事前に調査をして決定した。 

また、各端末は台車に乗せて徒歩で展開したが、一番

左下の丸の場所（栄市民館）を一斉に出発し、対象区域

に VHF 帯を用いた無線ネットワークを 30 分程度で展開

できることが確認できた。 

 

（２） ネットワークの補完を目的とした直列接続実験 

大規模災害時に、有線系により構築されたシステムが

被害を受けることは、これまでの事例を見ても容易に想

定することができる。また、無線系のシステムであっても

地上系マイクロ無線のような対向通信システムにおいて、

鉄塔の倒壊やアンテナの角度のずれが発生することによ

り、通信が不可能になるような場合が想定できる。 

このような場合に、アドホックネットワークを用いて損傷

を受けた部分を補完する事ができれば、既存システムの

ロバスト性を向上させることが可能となる。 

しかしながら、例えば、使用周波数帯により差異がある

ものの、地上系マイクロ無線の拠点間距離は数 km～数

十 km 程度の距離になる可能性があり、できる限り長距離

の通信を確保できることが望ましい。 

このような観点から、主に国道 259 号線沿いに VHF シ

ステムを直列に展開し、ホップ数を増加させた場合のス

ループットの変化について測定を行った。 

VHF システムの端末は、できるだけ通信距離を長くす

るために栄市民館に近いものから順に通信可能な限界

位置に設置した。端末の設置位置を図５に示す。実験の

結果、栄校区市民館から直線距離でおよそ 3.8km 離れ

た吉田大橋まで延長することができた。 

スループットの測定では、送信データサイズを、UDP 

200Byte と UDP 1472Byte の 2 とおりで測定を行った。そ

れぞれの場合の平均スループットの測定結果を表３およ

び図６に示す。これらの結果から、200byte の場合と比較

すると、1472byte の場合のほうが、ホップ数を重ねた場合

図４ 端末の設置位置および通信経路 

 
図５ 端末の設置位置 

（一番下の丸が栄校区市民館） 
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のスループットの落ち込みが激しいことがわかる。このことは、ホップ数が増えれば増えるほどパケットの衝

突が起きやすくなり、さらに大きなフレームのパケットほど衝突の影響を受けて壊れやすいことを示してい

ると考えられる。 

 

４． 今後の構想～緊急消防援助隊と対象とした情報共有システムの開発 

新潟県中越地震は阪神淡路大震災以降で初めて震度7を記録した地震であり、阪神淡路大震災以降

整備の進められてきた緊急消防援助隊制度が、それまでで最も大規模に適用された自然災害である。新

潟県中越地震に対する各種の調査が様々な機関により行われたが、消防研究センターでも新潟県中越

地震の被災地に緊急消防援助隊として出場した部隊に対してアンケート調査を行った 5)。 

緊急消防援助隊が災害現場に着くまでに得たいと考えている情報および到着時に必要であると感じた

情報に関するアンケート結果を、それぞれ、図７および図８に示す。図７と図８を比較すると、双方ともに被

災状況や道路状況、さらに現地での活動内容に関する関心が高いことがわかる。また、現地到着までに

必要と感じた情報の中に「宿営場所の情報」という項目があることや、双方に「応援隊用物資の調達につ

いて」「他機関の活動状況」という項目が見られることから、安定して効率よく活動を行うための情報も求め

られていると推測される。さらに、活動内容に関する情報の順位が変化していることや「水利状況」「避難

所・病院の状況」という項目が現れることから、被災地域までたどり着くまではとにかくたどり着くことを目標

表３ 平均スループット一覧 

ホップ数 
パケットサイズ 

200byte 1476byte 

1 60.06 177.35 

2 25.6 65.47 

3 13.38 20.49 

4 13.79 17.66 

5 10.34 17.66 

6 5.18 7.89 

7 6.94 14.84 
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図６ ホップ数増加に伴う平均スループットの変化 

（UDP パケットサイズ：200 バイト, 1472 バイト） 
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図７ 現地到着までに必要と感じた情報       図８ 到着時に必要と感じた情報 
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としていたものが、被災地域にたどり着いたことによって興味の対象が対応するべき具体的な災害に絞ら

れたことが伺える。 

続いて、図９に活動上不足した情報に関するアンケート結果を示すとともに、図１０に今後、現地での応

援隊同士の活動調整や現地消防本部との情報連絡や連携を行っていくうえで改善すべきと思われる課

題に関するアンケート結果を示す。これらの結果からは、災害地で効率的な活動を行うために必要な「被

害情報」「他隊の活動状況」「水利・地理情報」が十分に伝達されず、情報の伝達および共有について強

い要求があったことが伺える。 

消防研究センターでは、これらのアンケート結果から、緊急消防援助隊に対する情報の提供および共

有を自動的に行うシステムを開発する必要があると考え、災害情報共有システムに関する検討・開発を行

っている 6)。システムの全体イメージを図１１に示す。 

このシステムでは、下記の３つの機能により、災害情報の共有を行うことを目標としている。 

（１） アドホックネットワーク技術による車両間でのデータ共有 

本システムでは、アドホックネットワーク技術を用いて、下記の手順によってデータベースの自動的な共

有を実現する。これにより、緊急消防援助隊に属するある隊（たとえば、指揮隊）が得た情報をシステムに

活動上不足した情報　（緊急消防援助隊　地上隊）

0 10 20 30 40 50 60

その他

医療施設の被害状況、受け入れ態勢

余震・危険地域情報

道路状況

要救助者の情報

全体の状況、今後の方向性

活動場所・内容・予定時間

水利・地理情報

他隊の活動状況

被害状況

N=246

連携の上で改善すべき点

0 10 20 30 40

その他

資機材等の共通使用

活動方針の明確化

通信手段の改善

活動調整本部の指示・伝達の明確化、

指揮命令系統の確立

応援隊への情報の開示、各応援隊同

士の情報の共有化

N=122

図９ 活動上不足した情報             図１０ 連携のうえで改善すべき点 

図１１ 開発イメージ 
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入力した場合や、状況調査に出た部隊が集結場所に戻った場合などに自動的に情報が共有される。 

① アドホックルーティングプロトコルにしたがって、近隣車両の存在を自動的に検出するとともに無線

リンクを確立する。 

② 無線リンクが確立されたことをシステムが検出すると、システムは新たに検出した近隣車両とのデー

タベース交換手続きを開始する。データベース交換手続きでは、まずデータベースのインデックス

情報が交換された後、必要な情報の要求が行われ、必要な情報のみが転送される。 

③ ある車両のシステムが、この手続きにより新たな情報を得た場合には、すでに無線リンクを確立して

いた近隣車両に対して、その情報を転送する。 

（２） 衛星回線による災害情報の提供 

緊急消防援助隊は、その性格上、長距離を移動して災害現場へと向かうこととなる。また、災害現場が

広域にわたる場合や中山間地である場合には、部隊間の直接の交信も不可能な場合が考えられる。これ

らの状況に対応するために、本システムは、衛星通信に対応するシステムとすることを検討中である。衛

星通信と上記（１）の機能を組み合わせることにより、広域でのデータ共有を実現できると考えられる。 

（３） 消防デジタル無線への対応 

 現在のアナログ方式の消防無線では、そもそもデータ通信に向いていないことや、各消防本部で利用

可能な周波数帯が異なることなどから、緊急消防援助隊に対してデジタル情報を提供する手段として適

しているとは言いがたい。そこで、本システムを、現在、普及の進められている消防デジタル無線上で被

災情報を送受信可能なシステムとすることを検討中である。このことにより、被災地消防本部の指令台か

らの情報提供が可能となる。 

 

５． おわりに 

 本稿では、消防研究センターが柔軟な通信系の構築を目指して行ってきた研究の一部を紹介するとと

もに、現在研究中のアドホックネットワーク技術を用いた緊急消防援助隊を対象とする情報提供・共有シ

ステムの概要について紹介した。 
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災害対策本部等における応急対応支援システムの開発 
 

○座間 信作 1)，遠藤 真 1)，胡 哲新 2)，関澤 愛 1)，鄭 炳表 3)，新井場 公徳 1) 
 

1消防庁 消防研究センター，2消防科学総合センター，3情報通信研究機構 

 

 

１．はじめに 

近，地方自治体防災担当者等を対象とした図上訓練が行われるようになってきてはいるもの

の,大規模地震直後の対応が適切に行われる保証はない．特に地方自治体では 2,3 年毎の人事異動

が慣例であるため，防災業務に長けた人員の防災担当への継続的配置が難しい現状であり，限ら

れた人員と時間で,地震被害の進展・連鎖・波及を見極めて,全体の被害様相を分析し，的確な応

急対応を実施することは困難となろう．そこで,地震発生後の被害の 小化を図るため，特に自治

体災害対策本部としての円滑な応急対応を支援する仕組みを構築したので報告する． 

 

２．災害対応業務プロセスと支援システムの要件 

一般に，被害に対する問題解決プロセスは,状況把握，それに基づく意思決定，対策実施という

３つのフェーズから構成され，時間方向にスパイラル的に繰り返されるものと捉えるができよう．  

状況把握に関して,我々は地震後のごく初期の段階での情報の空白を埋めるための一つのツー

ルとして，簡易型地震被害想定システムを構築してきた 1).更に,実被害情報の効率的な把握のた

めの時空間フレームワークを提案し 2),それを具現化するための技術開発と実証実験を行ってき

た 3)． 

意思決定に関しては，情報のリテラシーが培われていれば，これらの情報から適切な応急対応

のための意思決定はある程度可能であろう.しかし,はじめに述べたように,そのような能力を身

につけた要員の確保はなかなか難しい上に，極めて多くの対策項目とその実施判断，優先順位等々

についての意思決定を迫られることから,何らかの支援システムが望まれる．その対応の一つして，

被害想定結果から応急対応行動を喚起させる手段として応急対応需要量を算出するシステムを構

築し，その有効性について検討してきた 4). 

更に，実際に応急対応を行う場合には，地域防災計画，関連法，行動計画，担当部署配属者リ

スト，国，出先機関，都道府県，警察，自衛隊，ライフライン事業者，あるいは相互協定市町村，

事業所等連携先リスト等々,様々なデータ，資料などを参照することが必要となる．これらを必要

に応じて容易に参照できる機能を整えておく必要がある． 

自治体災害対策本部・事務局等でのこのような応急対応業務プロセスの中で，大局的優先対応

項目，すなわち必ず実施しなければならない対応項目を時間の流れの中で提示し,注意喚起を行う

仕組みも必要である．これは筆者の一人が，1984 年長野県西部地震後の応急対応等に関して，王

滝村村長，助役にヒアリングを行った際，「地震直後は何をやればよいのか，頭が真っ白になっ

て分からなかった．翻って，地域防災計画を熟知していればもっと適切な対応ができたであろう」

という遺憾の意を伺ったことへの対応である．あの当時の地域防災計画は“金太郎飴”と酷評さ

れる内容のないものであったのであるが，大局ははずしていなかったということかもしれない． 

 

３．応急対応支援システムの概要 

 システムの開発コンセプトは，全国の自治体等で使える汎用的なものであること，平常時業務

からの連続性を考え，操作を容易とすること，PC で稼動することとした．そのため，平常業務で

使い慣れていると考えられる Microsoft Excel をベースに開発を行った． 

本システムでは，上述の大局的優先対応項目を時間経過の中で提示するガントチャート（図 1）

を主ととらえ，応急対応の時間管理を行う．更にそれぞれの対応のための意思決定支援として，

リアルタイム地震被害推定，応急対応需要量・応援要請量推定結果の表示，および具体的な行動

を支援するマニュアル提示，担当各部署への指示，対応項目の進捗状況表示などの機能を備え，

災害対応業務プロセスに対応したシステムとした． 
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４．システムの主な機能 

4.1 対応項目の時間管理（ガントチャート） 

 応急対策項目とその実施タイミング等々を示した画面（図 1）が本システムのメインとなる．

横軸は,発災時からの経過時間で 1週間を対象としているが，主に 1日以内の災害対策本部での動

きを支援することに重きを置いたものとなっている．その意味で時間目盛は対数的になっている

が，等時間幅で表現することも可能である.各項目は予め定めた実行開始時間を始点に配置されて

いる．ただし，この図での項目内容，開始時間等については仮に設定しているだけである．この

理由については次章で述べる． 

 さて，この図で縦の細帯（以下，時間の矢）は，発災時（左端）からの経過時間を表している．

この時間の矢が各対応項目上に移ったとき，その項目がまだ実施されていない場合には，項目背

景が赤くなり注意を促すようにしている．この機能が本システムの一つの特徴である． 

 

 
 

図 1 応急対策の実施タイミング（時系列）と対応状況表示等の例 

 

災害対策本部要員は，この図をみて，未処理の項目を確認し，予め想定した部署に対して処理

を要請すればよい．庁内 LAN が整備されている場合には，登録されたアドレスに対してメールで

処理依頼を行った後，その項目をクリックして現れるメニューから依頼済みを選択すれば，たと

えば即時実施を警告された項目は赤から水色に変わるようになっている．これによって，本部要

員は今あるいは過去に行っていなければならない事項の処理状況を一目で把握することができる． 

 更に，発災時が何時になるか不明であることから，地域に応じた昼夜の状況も画面上に表示す

るようにしている．従って，例えば情報収集のうち，現場確認等は翌朝に回すなどの実施時間等

についての注意喚起が容易になされる。また，条件設定で自動的に項目をずらす機能も用意して

ある． 
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 更に，この画面から，推定された地震被害の分布および推定被害量，それによる応急対応需要

量，あるいは様々な応急計画，行動マニュアル，連絡リスト等々の資料の提示が可能となってい

る．被害推定については Excel のタブ（面的被害分布，市町村別需要量集計）を選択すればよい．

また，需要量については，ガントチャート上の応項目の右側に付した  をクリックすることで

確認することができる．マニュアル類については,  をクリックすれば関連資料を見ることがで

きる．これらについては次節以降に述べる． 

 

4.2 地震被害推定機能 

 被害推定は簡易型地震被害想定システム 1) をベースとし，一括推定対象エリアを日本全体に拡

張できるよう改良されたシステムを用いて実施される．実際には図１の Excel タブ「初期条件」

で，今起こった地震の諸元を入力すると，パラメータファイルが作成され，それを被害想定シス

テムが常時監視し計算を行い，結果をファイルに格納する．Excel 側ではそのファイルを監視し，

図２のような分布あるいは被害量を表として Excel に貼り付けるという流れとなる．すなわち 2

つのシステム間で情報のやり取りが行われている． 

この被害推定では，簡易型地震被害想定システムで扱っていた想定項目（建物被害数，火災件

数,死者数，負傷者数，避難者数）に加え，要救出個所数，ガレキ発生量も推定し，これに基づき

次節に述べる応急対応需要量が算出される 4)． 

被害推定結果は，図１の Excel 下端タブ「面的被害分布」あるいは図 1 左列にある「 大速

度」等セルをクリックすることで確認することができる（図２）．この例は２つの異なる縮率で

の家屋被害，地震動強さ（ 大速度）の分布を示したもので，地震による被害の全体像をイメー

ジすることができる． 

 

 
 

図２地震被害想定結果の表示例 

（上：家屋被害 下：最大速度） 
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4.3 応急対応需要量予測機能 

 ここで扱う被害項目と主な需要量推計項目との関係は表１のようになっている．図３に需要量

予測結果の提示例を示す．この例に見るように Excel の A 列に需要量の大項目を配し，全体を把

握することとした．需要量予測結果の詳細は，行番号の左側のボタンをクリックすることで確認

することができる．図３の例では救急医療活動の詳細が示されている．なお，図 1 のガントチャ

ートの項目「救急医療活動」の需要量予測参照をクリックすれば，救急隊必要数，トリアージ医

師数などに関する詳細が自動提示されるなど，細かい部分で操作性を高める工夫がなされている．  

 さらに，実被害数が把握できた場合にはそれを入力することで，実際に必要な需要量が瞬時に

計算される．消防車両数等防災資源や食料・飲料水等備蓄量を予め入力しておけば，応援需要量

も簡単に算出でき，応援要請の判断（要否だけでなくその種類と量も）が迅速にできることにな

る．なお,当該地を中心とする予め定めた領域（デフォルトで 160km×160km の領域）内の都道府 

 

表 1 被害想定項目と応急対応需要量項目との対応 

需要量項目 
被害項目 

救助救出 救急医療 消火活動 
遺体処

理 
ガレキ 被災者救援 

建物被害数 
火災件数 
死者数 
負傷者数 
避難者数 
要救出箇所数 
ガレキ発生量 

部隊数 
資機材数 
重機数 
人員数 

救急隊数 
救急車数 
ﾍﾘｺﾌﾟﾀ数 
医師数 

部隊数 
筒先数 
水量 
ﾎﾟﾝﾌﾟ車数 

棺数 
ﾄﾞﾗｲｱｲｽ

一時保管

場所面積 

避難所数 
非常食 
飲料水 
毛布 
仮設ﾄｲﾚ 
災害弱者用品

  

 
 

図 3 需要量推計結果などの表示例 
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県別，市町村別の被害数と需要量も，図 1 の「市町村別需要量集計」タブをクリックすることで

確認することができる． 

このように，本システムでは Excel 操作だけで支援情報が得られることがその大きな特徴とな

っている． 

 

4.4 応急対応マニュアル 

 図 1 において対応項目の後に付した  をクリックすると，応急対応マニュアル等にジャンプ

する．この仕組みは，単に Excel にあるハイパーリンク機能を用いているだけであるので，自治

体ユーザー等は，独自の応急対応実施手順，実施に当たって参照すべき連絡先等のデータ，関連

情報及び書類などの電子ファイルを用意するだけで，各自治体の対策計画に即した環境を容易に

参照することができる．なお，図１右端の資料等参照欄（自由に設定可能）をクリックすること

によっても資料を参照することができる． 

 

５．対応項目等の設定とその意義 

5.1 項目等の設定 

本システムでは，応急対応項目等は自治体ユーザーがその地域に即した形で自由に設定できる．

即ち，図 1の同じ Excel 表下部の「項目リスト」タブをクリックすることによって切り替えた Excel

シートにおいて（図 4）,活動内容の項目設定（B列），重要度（C列），対応要請の指示先（D列），

対応に着手すべき時間（した方が良い時間：E 列），着手を促す警告時間（しなければならない

時間で,着手時間からの余裕時間を与える：F 列）を通常の Excel 操作で任意に変更する．また,

表示順位についても全く同様で，このシートの A列が図 1の縦の並びの順を表す．これの設定後，

タブ「設定」にあるボタンを押すだけで,これらの情報がそのまま図 1で示した画面に反映される

仕組みとしてある． 

 このような仕組みとしたのは，各自治体の組織体制がそれぞれ異なっており，部署名，担当内

容が異なるという現状を考慮したためである．従って，図 4の D列の指示先は各活動内容に対応

した自治体ごとの対応部署名を設定することになる．活動内容においても，海浜地を抱える地域

では，たとえば津波情報の取得と水門閉鎖などの対応は極めて優先度の高い項目となるが，海に

面していない地域では不要な項目となる．また，予め指示先のメールアドレスリストを作成して

おくことによって，メールで指示を簡単に行えるようにしている．加えて，迅速な指示を出すた

めに定型文等での簡易メール送信機能をもたせ，事前に登録した内容を設定した指示先に対して

送信することが可能である。 

 

 
図 4 活動内容，指示先等の設定 
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 この他，各活動内容の重要度（活動内容の表示の強調度で反映），地域の日の出・日の入りの

設定，夜間に活動をすることになった場合，その活動を前倒しにするか否かの設定，勤務中・勤

務外に発災した場合の活動内容の設定等々が可能となっている． 

 

5.2 項目等設定の意義 

以上から分かるように，本システムを実効あるものとするためには，わが街が受ける地震被害

のイメージに基づく自治体等の活動内容とその実施時間の設定を行う必要があることから，各自

治体担当者等が，災害対策業務の大枠を自ら考えねばならない．また，活動指示先の設定と連携，

備蓄等防災資源の把握や応援要請先（国，出先機関，都道府県，警察，自衛隊，ライフライン事

業者，あるいは相互協定市町村，事業所等）リスト作成および相手先との顔の見える付き合いも

する必要がある．更には，地域防災計画，関連法，行動計画等々の様々な参照すべきデータ，資

料などを準備しておく必要がある． 

敢えてこのように手作りのシステムとしたのは，地域特性を考慮するということに加え，これ

らの作業を通して．担当者がより防災業務に精通し，いざというときに適切に活動できるための

能力向上を図るという一つの教育訓練システムとしての側面がきわめて重要であるという判断が

あるからである．また，本システムを一つのツールとして捉え，災害対応を適切に実施するため

の準備を行い，図上訓練等でその検証を行うことは当然ながら欠かせない． 

 

６．おわりに 

 発災直後から，優先的に対応すべき項目の提示と対応の状況提示等が可能な「時系列優先対応

項目提示機能」，被害イメージ把握が可能な「リアルタイム被害推定機能」，それに基づく「応

急対応需要量，応援要請量算出機能」，および実際に応急対応を実施する際に必要となる関係機

関連絡先等々の行動マニュアル等資料を容易に設定・提示できる「応急対応マニュアル提示機能」

を組み込み，災害対策本部における意思決定と対応行動に直結する情報を時間の流れの中で与え

ることが可能なシステムを構築した．本システムの特徴を纏めると，以下の通りである． 

1) マンマシンインターフェイスに Excel を使用することにより，平常時からの継続性，操作

性が確保される． 

2) 全国の自治体の災害対策本部のみならず，各部署あるいは係，学校，一般事業所等におけ

る災害対応の時間管理や行動マニュアル提示が可能である．  

 3) 動的にスケジュール，項目の変更が可能である． 

  4) 地震被害想定システム，需要量予測システムとの親和性がある．その他の何らかの別システ 

     ムに対してもハイパーリンクで柔軟に連携をとることが可能である． 

 現在，消防庁はじめ幾つかの自治体，事業所には本システムを試用して頂いているところであ

り，その結果を踏まえ，更なる改良を継続的に続けていく予定である． 
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消防防災ＧＩＳについて

（財）消防科学総合センター

１．消防防災ＧＩＳとは？

（財）全国市町村振興協会からの助成によって平
成１５年度から開発・改良を進めている市町村の共
有システム。総務省消防庁の指導のもとに管理運
営されるもの。

ＧＩＳ（地理情報システム）を活用して、防災情報、
被害情報等を登録し、関係機関がこれらの情報を
共有することによって防災業務の効率化に寄与。

平成２０年４月、 新バージョンのシステムを、
全ての都道府県、市町村、消防本部に無償で
配付済。
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● MAPPLE25000、200000

町丁目毎に色分け表示され、道路種別（国道など）で
色分けされている。

２．使用する地図データ

● MAPPLE10000

信号機、コンビニ、主要バス路線、地下鉄出口など情
報量が多く、道路をメインとしているので見やすい。

※ 書店で販売されている地図（道路地図）と同じイメージ
のため、一般的に見慣れている地図である。

３．消防防災ＧＩＳの機能

（１）防災関連データ管理機能

（２）防災マップ作成機能

（５）市町村と他機関との情報共有機能

（３）災害時オペレーション機能

（６）避難所運営支援機能

（４）市町村庁内の情報共有機能

（９）雨量情報の提供機能

（８）簡易型地震被害想定システムとの連携機能

（７）被害・応急対策状況の報告機能

平常時

災害時
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(１)防災関連データ管理機能

● データ管理

平常時から防災業務で扱う避難所や備蓄倉庫、各種災
害危険箇所などの様々な防災関連データ（標準的なもの
として164項目を登載）を地域防災計画の項目に即して効
果的に管理することができる。

● 防災会議等の資料作成が可能

防災会議や議会への説明資料を作成する際に、地理的
な見易い資料が簡単に作成できる。

データ表示～避難所と浸水危険地域の重ね合わせ

チェックボックスにチェック
を付けるだけで、データを
表示することが可能。

浸水危険区域

避難所

このように、浸水想定区域
内にある避難所は、水害
時に使用できないことを確
認できる。
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データ表示～属性表示（避難所）

各データについては属性情
報が管理されていて、それ
ぞれ閲覧すること可能。

データ表示～属性一覧表示（避難所）

収容可能人数などの
数値データは合計数
が自動で算出される

当該市内の
避難所３１箇所
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データ登録～一括登録（備蓄倉庫）

基本はマウスを使って１つずつ登録。た
だし、エクセルで一覧表が整備されてい
れば、住所情報を頼りにＧＩＳ上に一括で
登録を行うことが可能。

● 防災意識の向上に役立つ

防災マップをＨＰに掲示したり、町内会単位で配付す
ることで、地域住民の防災意識の向上に役立つととも
に、避難活動を円滑に行うことが可能。

(２)防災マップ作成機能

● 防災マップの作成

登録した各種防災関連データ等を使用して、簡単に防

災マップを作成することができる。なお、浸水想定危険箇
所は都道府県河川課、土砂災害危険箇所は都道府県砂
防課から電子データ（shapeデータ）を入手し、本ＧＩＳに簡
単に登録可能。
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防災マップ作成例（浸水災害用） 浸水想定区域については浸
水が予想される深さに応じ
て色を分け表示し、避難所、
病院、備蓄倉庫などの情報
を掲載

● 災害時の情報整理・管理

災害時に被害状況や対応状況を簡単に登録でき、効果
的に整理・表示が可能。

● 災害状況を空間的に把握

災害対策本部長や幹部職員は、これらの情報等を空間的
に把握することができ、適時適切な対策を講じることが可能。

(３)災害時オペレーション機能

● 本部員会議や広報用の資料作成が可能

本部員会議での資料、マスコミ等への広報資料について、
被害状況を地図に落としたわかりやすい資料を簡単に作成
することができる。
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収集した被害情報等を本
ＧＩＳを使って、簡単に整理
できます。

情報の登録・整理

履歴情報の表示

登録された情報は自動
的に時刻が記録され、後
日、これを時系列に表示
することで、災害対応を
分析することが可能。

2007年3月25日
12時

2007年3月25日
20時
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● 関係各課の間における情報共有

土木や民生などの各部局で収集した情報を各々で登
録し、災害対策本部事務局（防災部局）で情報を集約す
ることが可能。

● 支所との間における情報共有

各支所で管轄するエリアの被害情報等を登録･整理し、
それを災害対策本部事務局（防災担当）で情報を集約す
ることも可能。

(４)市町村庁内の情報共有機能

庁内
サーバー

＜消防本部＞
生き埋め箇所

＜土木部局＞
通行止め箇所

災害対策本部
事務局

＜防災部局＞

情報集約

庁内
ＬＡＮ

＜民生部局＞
避難所の開設状況

＜建築部局＞
建物倒壊箇所

各部局からデータ転送・取得

情報共有の仕組み（市町村内）

本部事務局だけで
なく、各部局でも集
約した情報を閲覧
することが可能。
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①消防本部で生き埋め箇所を登録

生き埋め箇所

②土木部局で通行止め箇所を登録

通行止め箇所

③民生部局で避難所の開設状況を登録

避難所の開設

④建築部局で建物倒壊場所を登録

建物倒壊登録
データ
転送

⑤災害対策本部事務局（防災部局）での情報集約

各部局で登録したデータ
を全て集約して表示
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重要度の色分けや、処
理・未処理の情報をワ
ンタッチで種類ごとに表
示が可能。

各課で登録した情報を
集約し、時系列で表示
することが可能。課ごと
の並び替えも可能。

地図には落とせない大量の文
字情報（メモ情報）を各課で登
録し、庁内で共有することもで
きる。

各課で文字情報を共有

庁内
サーバー

＜消防本部＞ ＜土木部局＞ ＜民生部局＞ ＜建築部局＞

文字情報の共有の仕組み

＜本部事務局＞

各部局のパソコンから直接サーバーに閲覧・書込み

サーバー内に一覧表
のデータが存在
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● 応援・受援活動を支援

市町村間での相互応援に大きく役立つとともに、都道府
県では、市町村の防災情報をリアルタイムで閲覧するこ
とができ、適切な助言・指導・応援が可能。消防庁でもリ
アルタイムで閲覧し、同様の対応を行うことが可能。

(５)市町村と他機関との情報共有機能

● 他機関との情報共有

市町村で入力した災害時のデータについて、インター
ネット回線を用いて、他機関（他の市町村、都道府県、
消防庁）と共有することが可能。

センター
サーバー

インター
ネット

消防庁

★県（被災地）

Ａ市(被災地) Ｂ市(被災地) Ｃ町(被災地)

データ登録・転送

情報共有の仕組み（市町村間）
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(６)避難所運営支援機能

● 各避難所ごとの情報整理

各避難所では、本ＧＩＳで用意したエクセルの専用
フォーマットを用いて、避難者名簿や必要物資の整理
を行うことが可能。

● 災害対策本部での情報集約・整理

上記に関するファイルをメール等により各避難所か
ら災害対策本部に送付し、各避難所の避難者数や物
資の必要数を簡単に集計・管理することができる。

これにより、必要な食料や生活物品等の注文等を円
滑に行うことが可能。

(７)被害・応急対策状況の報告機能

各市町村において、地図データとは別に、被害
状況及び応急対策の実施状況に関連する数値
情報が入力されれば、本システムにより、都道府
県及び消防庁は、リアルタイムでこれらの情報を
閲覧することができる。

市町村で登
録・転送

都道府県や国で
閲覧可能
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(８)簡易型地震被害想定システムとの連携
機能

簡易型地震被害想定システムとは、任意
の場所、規模、発生時期を入力するだけ
で、死者数・出火件数・家屋被害などの
被害想定を簡単に行うことが出来るシス
テム。

被害想定システムの算定結果と本ＧＩＳ
で登録した避難所や病院などとの重ね
合わせが可能なため、どこが危険なの
かを簡単に把握することが可能

(９)雨量情報の提供機能

気象庁から提供される雨量データ
を市町村に提供することが可能。
雨量をもとに、浸水の危険性等を
把握することができる。
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センター
サーバー

インター
ネット

消防庁

★県（被災地）

本GISで想定している災害時の活用の流れ

Ａ市(被災地) Ｂ市(被災地) Ｃ町(被災地)

データ登録・転送

５．災害時における活用イメージ

(１)都道府県での活用

イ 内部資料の作成

地図を用いた内部資料を簡単に作成することが
可能。

ア 被害の全体像の把握

時系列的に被害の全体像を表示することが可能。
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被害の全体像の把握～被害推定～

簡易型地震被害想定システム
における宮城県内の1kmメッ

シュの震度分布の様子

２００８年６月１４日９時の
宮城県内の状況

被害の全体像の把握～被害情報の整理～
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２００８年６月１４日１５時の
宮城県内の状況

拡大表示

２００８年６月１４日１５時の
栗原市内の状況
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２００８年６月１４日２１時の
栗原市内の状況

２００８年６月１５日３時の
栗原市内の状況
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２００８年６月１５日９時の
栗原市内の状況

２００８年６月１５日１５時の
栗原市内の状況
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２００８年６月１５日２１時の
栗原市内の状況

岩手・宮城内陸地震にお
ける栗原市の被害状況
（平成20年6月15日21時
現在）

■湯浜温泉
車両埋没で１名死亡

■花山地区工事現場
生き埋めで２名死亡

■駒の湯温泉
生き埋めで４名死亡
行方不明者３名捜索中

■白糸の滝
行方不明者４名捜索中 ■荒砥沢ダム

行方不明者１名捜索中

内部資料の作成
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(２)市町村での活用

イ 情報の共有

庁内ＬＡＮでつながっていれば、どの部署でも、
また、本庁舎と離れた場所にある支所などでも同じ
情報を表示することが可能。

ア 災害情報の時系列的な把握

時系列的に災害の全体像を表示することが可能。

ウ 広報活動

記者室でのＧＩＳの表示や切り取って紙ベースの
広報資料とすることなどが可能。

● 市町村内の各部局間の情報共有

庁内LANを活用し、土木や福祉などの各部局で収集し
た情報を各々で登録し、災害対策本部事務局（防災部
局）で情報を集約することが可能。災対本部と離れた場
所にある支所との情報共有が可能。

● 情報共有の課題を解消

災害対策本部においては部局間での情報共有が課題・
問題とされるが、それを強力にサポートすることが可能。

情報の共有
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朝日新聞（080630）

庁内
サーバー

花山総合支所
（管内の被害状況）

栗駒総合支所
（管内の被害状況）

栗原市
＜災害対策本部室＞

情報集約・共有

庁内
ＬＡＮ

一迫総合支所
（管内の被害状況）

各部局・各支所から情報データを転送・共有

情報共有の仕組み（庁内および支所間）

消防本部
（生き埋め箇所等）

土木部局
（通行止め区間等）

民生部局
（避難所開設状況等）
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岩手･宮城内陸地震での取材・報道の様子(栗原市内）

広報活動

災害が発生するとたくさん
のマスコミが殺到しますが、
地理に不案内のため、地
図の情報が重宝される

地図にビニールシートを被せた様子(広報用）

広報用に地図の上にビニール
シートを被せて、職員が手書き
で被害状況等を書いた様子

記者室で本GISが入ったパソ

コンを表示しておけば、手書
きよりも豊富な情報をマスコミ
に簡単に伝えることが可能
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岩手・宮城内陸地震にお
ける栗原市の被害状況
（平成20年6月15日21時
現在）

■湯浜温泉
車両埋没で１名死亡

■花山地区工事現場
生き埋めで２名死亡

■駒の湯温泉
生き埋めで４名死亡
行方不明者３名捜索中

■白糸の滝
行方不明者４名捜索中 ■荒砥沢ダム

行方不明者１名捜索中

内部資料の作成

浸水危険地域を示したハザードマップ

浸水危険区域
の色分け表示

浸水地域とアンダーパス等水
没危険箇所を重ねて表示する
ことで、警戒すべき場所を把
握することが可能
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延焼シミュレーションと消防力最適運用支援システム 
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延焼シミュレーションと消防力最適運用支援システム 

－消防力最適運用支援システムを用いた市街地の地震火災リスク評価－ 

 

東京大学大学院 ○関澤 愛、岡部 弘志 

消防研究センター 座間 信作、遠藤 真 

(財)消防科学総合センター 山瀬 敏郎 

(株)応用地質 佐々木 克憲 

 

１．はじめに 

今後 30 年の発生確率が 70％といわれている首都直下地震について、国の中央防災会議の『首都直

下地震対策専門調査会』は平成 17 年に作成した報告書の中で、18 タイプの地震を想定して被害予測を

行なっている。このうち、たとえば東京湾北部地震の場合、冬の朝 5 時、風速 3m/s での予測結果は、建

物全壊棟数・火災焼失棟数約 23 万棟、死者数約 5300 人という結果で阪神・淡路大震災と似たような数

値となっている。これに対して、冬の夕方 18 時、風速 15m/s の条件下では、建物全壊棟数・火災焼失棟

数約85万棟、死者数約1万1000人と被害が大きく跳ね上がるが、そのほとんどが火災によるものである。

しかし、この被害想定ですら、火災被害が控えめに過ぎるとの厳しい指摘がある。（図 1） 

ところで、このような地震被害に対する客観的なリスク認知は、首都圏では一般に高いとは思われるもの

の、普段の生活では意識することは少なく、実際には現実のリスクから目をそらしながらやり過ごしている

というのが大方のところだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、この想定被害に対して、平成 18 年 4 月の中央防災会議では「地震防災戦略」を決定し、今後 10

年間で想定死者数を半減するという減災目標をたてた。目標実現のために住宅・建物の耐震化率を

75％から 90％に、密集市街地の不燃領域率を 40％以上に、あるいはまた自主防災組織の結成率を

72.5%から 96％へ引き上げることを打ち出している。しかしながら、10 年間という期間は、対策実現という観

点から見ると決して長いものではなく、また、その達成以前にも地震のほうが先に来ないとも限らない。 

実際、多くの木造密集市街地を抱えるわが国では、阪神・淡路大震災時の神戸市において見られたよ

うに、現有の消防力を上回る同時多発火災が発生した場合には、初期段階で消火できなかった火災が

市街地延焼火災となって成長拡大していくことは、残念ながら起こり得る事態であり、起こっても決して不

思議ではない。 

建物倒壊
　　８０％
　4,200人

火災　１％
　70人

急傾斜地崩壊
　　１９％
　1,000人

図１　東京湾北部地震（M７.３）の場合の予想人的被害（死者数）

冬の朝5時　風速3m/sのとき

約5,300人

冬の夕方18時　風速15m/sのとき

約11,000人

建物倒壊
　　２８％
　  3,100人

火災
５５％ 6,200人

急傾斜地崩壊
８％　900人

交通被害
２％　200人

ブロック塀等の
倒壊　　７％
　  800人

- 97 -



 
 

問題は、こうした延焼火災の拡大をいかに最小限に食い止めるかということであるが、その当座の解決

を消防力にのみ求めるだけでは自ずと限界があり根本解決にはならない。消防隊による延焼阻止活動を

助ける意味でも、道路拡幅や沿道不燃化による延焼遮断帯の構築、公園、緑地などの空地の配置など、

地道で多角的な防災街づくりが切実に求められている。 

しかしながら、筆者らはこうした基本認識を持つ一方で、大規模地震時の同時多発火災に対して現有

の消防力をどのように配備すれば最も効果を発揮するか、リアルタイム延焼予測に基づいてその最適配

備方法を推測して示す消防力最適運用支援システムの開発を行ってきた。また、このシステムを利用して、

延焼シミュレーションによる延焼被害予測とともに、消防力の最適な運用のあり方やその成し得る効果と

限界に関する検討も行ってきた１）２）３）。また、このシステムは発災時における利用だけでなく、上記の機能

を活用して平常時にも市街地条件や消防力配備条件、あるいは出火件数や風向、風速の条件を種々変

化させて、多数のケーススタディを行うことにより、地域の火災延焼ポテンシャルの評価や対策効果の事

前検討を行うことができる。実際には、こうした活用方法が現実的でもあり、またツールとしても利用価値

があるといえる。 

そこで、本稿では、東京近郊のある中規模都市を対象地域としてこのシステムを適用し、地震火災によ

る延焼ポテンシャルのリスク評価のケーススタディを行った。以下に、本システムの概要とケーススタディの

条件、計算結果と考察について述べる。 

 

２．消防力最適運用支援システムについて 

２．１ システムの基本概要 

消防力最適運用支援システムは、大規模地震

時の同時多発火災に対する消防力（消防車両、

消防水利等）の効率的な運用に資する消防活動

支援情報を出力することを目的として、延焼予測

と消防力運用シミュレーションから成るリアルタイ

ムシステムとして開発されたものである。 

このシステムでは、出火点数や出火位置など

の災害情報に基づいてリアルタイムに延焼予測

や消防隊配備のシミュレーションを行い、一定時

間経過後の延焼状況の予測、またその延焼予測に基づく消火可否判定や必要消防力算定、さらには同

時多発火災に対する最適消防力運用方法など、大規模地震の発災時に消防署所等での出場判断を支

援するために必要な以下のような消防力運用支援情報を出力することができる。（図２） 

●放任火災時の場合の延焼状況の予測 

●消防力運用支援一次情報（対個別火災） 

  個々の火災に対して、この火災の鎮圧に必要な消防部隊数とともに、周囲の防火水槽の有無を考

慮したうえで最寄の消防署所から駆けつけて水利に部署可能な消防部隊数を 10 分経過ごとに表示

し、両者を見比べながら鎮圧可否を検討する支援情報を提供する。 

●最適消防力運用支援情報 

  同時多発火災が発生した際に、限られた消防部隊の中から、どの火災から優先的に配備すべきか  

の発災初動時の最適配備支援情報を、火災の延焼状況と消防隊の駆けつけ算定に基づきながら

10 分経過ごとに出力するものである。 

 

消防署所

出火情報

支援情報システム

火災発生

・延焼シミュレーション
↓

・消防活動支援情報
↓

・消防力一次運用最適配備

延焼シミュレーション条件入力

消防活動支援情報
消防力一次運用最適配備情報

シミュレーション結果を考慮した
意志決定による部隊投入

図２ 消防力最適運用支援システムの利用イメージ 
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２．２ 延焼危険ポテンシャル評価への本システムの適用 

筆者らは、継続的な開発により上記の機能にさらに改良を加え、平常時のシステム利用による都市の

延焼ポテンシャル評価を行うための次のような機能を新たに追加した。 

①放任火災時の同時多発火災の延焼状況予測と表示への改良 

設定可能な出火点を 100 件まで拡張し、大規模地震災害時の同時多発火災を想定した延焼予測と延

焼拡大過程の表示を可能とした。本稿では、埼玉県下のある中規模都市（以下 T 市と略）の西半分を対

象地域として選んだ（図３）。また、従来は出火点を任意に入力していたが、木造建物密度を重みとしたラ

ンダム発生による出火点の自動設定を可能とした。さらに、システムで用いるデータを、メッシュごとに細分

化して管理する方式（タイル管理）へ変更したことにより、大都市レベルの広範囲におけるシミュレーション

を可能にし、表示の高速化を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 出火 100 件での放任火災延焼予測 

（〇は消防署所，全署所 3部隊所属） 

 

②消防力運用支援一次情報（対個別火災）における改良 

必要消防部隊算定と消火可否判定に関して、水利残量に応じた同一火災内の筒先移動による火災

抑制効果の算定に対応し、現実に即した一次運用のシミュレーションが可能となった。また、10 分間隔

ごとに炎上中建物を抽出し同時延焼線を算定する機能を追加した。 

③最適消防力運用支援情報における改良 

最適運用時の消防効果の表示に加えて、火災ごとの消防部隊配備状況や活動履歴を表形式で表

示する機能を追加した。また、放任火災時と最適運用時それぞれについて、10 分間隔ごとにメッシュ

（街区）単位で累積延焼建物数や同時炎上建物数、必要部隊数などの集計を行い、都市全体をマクロ

的に見た運用支援情報の凡例表示を可能とした（図４）。 

 

    
累積延焼建物数分布         同時炎上建物数分布 

 

図４ 支援情報のメッシュ単位凡例表示 

ケーススタディで追

加する消防出張所 
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④平常時の地区別の延焼ポテンシャル評価と対策検討 

①～③の機能を効果的に組み合わせ自動計算を繰り返して結果を集計することによって、対象都市

における延焼ポテンシャル評価を行う機能を追加した。この機能のイメージを図５に示す。 
 

支援情報システム

対象地区の選択

地区の市街地・消防データ入力

メッシュ集計の平均結果

出火点の自動設定と
消防部隊自動配備を
指定回数繰り返す

延焼シミュレーション条件入力
・出火点，風向，風速，時間，回数

都市延焼ポテンシャル評価と対策検討

繰り返し内容

 
 

図５  繰返し計算による延焼ポテンシャル評価 
 

 

延焼ポテンシャル評価では、延焼予測条件（出火件数、風向・風速、延焼予測時間）と繰返し計算を

行う回数を設定し、図５中の右部の“支援情報システム”内の流れを指定回数繰返して行い、最終的なメ

ッシュ単位集計の平均結果を放任火災時および最適運用後のそれぞれについて出力する。 

具体的には、出火点については、モンテカルロ手法により、木造建物密度を重みとした街区別の出火

確率により所与の火災件数をランダム発生させた。この同じ条件で 1000 回のケーススタディを実施し、そ

の計算結果に基づいて街区別（本報告では 250m メッシュ単位）の出火件数、3 時間後の累積延焼建物

数、同時炎上建物数などの期待値を求めている。メッシュ単位集計結果は、指定回数の各計算結果の平

均値として出力されるので、メッシュごとの延焼建物数の期待値、すなわち延焼ポテンシャルとしての検討

と評価が可能となる。この方法により、同時多発火災に対して消防力がない場合の放任時および消防力

の最適運用時のそれぞれについて街区別の延焼ポテンシャルの比較を行うとともに、現状で火災リスクが

高い地域における消防隊増強などの防災力を高めた場合の延焼ポテンシャルの低減効果についても検

討を行った。図６、図７に繰返し計算の出力結果を示した。 

 

    
放任火災時                     最適運用後 

 

図６ 平均累積延焼建物数分布の出力結果例 
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図７ 出力結果の一覧表の例 

 

３．ケーススタディ 

３．１ ケーススタディの条件 

①出火件数と風向・風速の条件 

●埼玉県の被害想定結果 4）（2007）においてＴ市で出火が想定される地震は、東京湾北部地震と立川

断層帯による地震である。その中でもっとも被害が大きくなる冬 18 時の炎上出火件数は、東京湾北部

地震が 2 件、立川断層帯による地震が 18 件である。今回のケーススタディでは、東京湾北部地震と

立川断層帯による地震の中間程度の地震被害を想定する。 

●これら二つの地震の炎上出火件の単純平均値は 10 件であり、T 市西半分に対応するその 2 分の 1

は 5 件である。しかし、同地域での筆者らの既往の分析 3）（2006）を参照すると、消防部隊 9 隊での延

焼抑制効果は部隊数の約半数である出火件数 5 件までは優勢であるが、出火件数がこれを上回る数

になると延焼抑制効果が急激に低下する傾向がみてとれる。このことを踏まえ、実際に配備されている

消防部隊による延焼抑制効果の影響を視野に入れつつ火災リスク評価を行う観点から、延焼抑制効

果が劣勢となり始める出火件数 6 件を、今回のケーススタディにおける出火件数として選んだ。 

●埼玉県の被害想定結果 4）（2007）において、冬の風向は北西と仮定されているため、今回行う延焼シ

ミュレーションの風向は北西とし、風速は強風時想定の 8m/s とする。 

②計算条件 

●延焼：風速 8m/s、風向：北西、予測時間 3 時間、１家屋の焼け落ち時間は 60 分(焼け落ち後は延焼し

ない) 

●計算試行回数：1000 回 

●消防水利と使用筒先本数：ホースを最大 20 本まで延長するとして火災(焼失建物の幾何重心)から

282m 以内の水利(防火水槽)を近いものから使用、40t 水槽には 1 隊、100t 水槽には 2 隊が部署可能

とする。1 隊当たりの使用可能筒先本数は 2 本とした。 

●駆付け：消防隊は水利に部署するものとし、消防隊は各署所から使用消防水利まで最短経路を通っ

て時速 15km で走行する。なお、放水開始時間は部署水利から防御対象火点位置までの距離に応じ

たホース延長時間を考慮している。 

 

３．２ 計算結果と考察 

①現況の消防力での延焼ポテンシャル評価 

前節で示した条件で繰り返し計算を行い、Ｔ市における延焼ポテンシャル評価を行った。計算で求め
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た結果を図８～10、および、表１に示した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 1000 回繰り返し計算を行った際の出火点分布   図９ Ｔ市における放任火災時と消防力最適運用後

の平均累積延焼建物数の推移（3 時間後） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 Ｔ市における放任火災時と消防力最適運用後の平均累積延焼建物数分布 

（3 時間後） 

 

 

表１ Ｔ市における放任火災時と消防力最適運用後の 

延焼被害の比較と消防効果 

 

1000回の

平均値

累積延焼

建物数

○鎮火 0/6 3.25/6

△優勢 0/6 0.67/6

▲劣勢 0/6 0.86/6
●放任 6/6 1.23/6

焼失低減率

放任 最適運用

427 160

62.7%
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  放任火災時                     最適運用後 
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図９と表１を見ると、放任火災時の累積延焼建物数 427 棟に対し、消防力最適運用後は 160 棟という

結果になっており、焼失低減率は 62.7%である。また、平均鎮火件数は 3.25 件となっており、平均的に約

半分の火災を鎮火している。放任火災が 1.23 件と多いように見えるが、これは周辺への類焼危険が小さ

く少数焼損棟数で自然焼け止まりとなる場合には他のより大きな延焼ポテンシャルを持つ火災への配備

が優先されるためである。こうした点を考慮すれば消防部隊 9 隊に対し、出火件数 6 件という条件の結果

としては妥当な値であろう。 

ここで、図 10 から延焼ポテンシャルの地域的ばらつきを見ると、この地域の北西方面に放任火災時と

消防力最適運用後のいずれも平均累積延焼建物数が多いメッシュが存在し、現況の消防力配置のもと

ではこの北西地域で延焼ポテンシャルが高い結果となっている。 

 

②対策効果の検討 

この対象地域の北西方面において火災リスクが高い要因としては、3 ヶ所の消防署所のいずれからも

遠く、かつ建物密集度も比較的高いため、火災延焼の拡大に対して消防部隊の配備が遅れるということ

が考えられる。また、消防署所近傍の建物密集地域での火災に部隊が優先的に配備されやすいことも要

因のひとつである。 

この現状に対して対策を行い、その効果を検討するために、対象地域の北西部に消防出張所（2 部隊

配備）を追加（追加位置は図３参照）し、その上で 1000 回の繰り返し計算を行って延焼ポテンシャル評価

を行った。求めた結果を図 11、図 12、および表２に示した。 

図 11 と表２を見ると、消防出張所を北西部に１つ追加した結果、消防力最適運用後の累積延焼建物

数は 108 棟と減少し、焼失低減率は 74.7%と向上している。また、図 12 を見ると、市の北西地域における

累積延焼建物数分布も現況時の分布と比較して延焼が抑制された結果が伺える。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 消防出張所を追加した場合の放任火災時と消防力最適運用後の平均累積延焼建物数推移 
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現況の消防署所配置         北西部に１出張所追加後 

 

図 12 現況と消防出張所を追加した場合の消防力最適配備後の平均累積延焼建物数分布（3 時間後） 

 

 

表２ 消防出張所を追加した場合の放任火災時と 

消防力最適運用後の延焼被害の比較と消防効果 
 

1000回の

平均値

累積延焼

建物数

○鎮火 0/6 3.90/6

△優勢 0/6 0.59/6

▲劣勢 0/6 0.59/6
●放任 6/6 0.93/6

焼失低減率

放任 最適運用

427 108

74.7%
 

 

４．おわりに 

本研究では、東京近郊のある中規模都市を対象地域として、筆者らが開発した消防力最適運用支援

システムを適用し、同時多発火災に対して消防力がない場合と消防力最適運用時のそれぞれについて

街区別の延焼ポテンシャルの比較を行うとともに、現状で地震火災リスクが高い地域に消防隊増強などの

防災力を高めた場合の延焼ポテンシャルの低減効果についても検討を行った。 

今回は、出火件数を 6 件と固定した上での地震火災リスク評価であったが、今後は出火件数や風向・

風速を変化させた場合、さらに消防署所や消防水利条件を増強した場合などのケーススタディを行って

いく予定である。 
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情報共有に係る実証実験 

 

工学院大学 ○村上 正浩、久田 嘉章 

消防研究センター 座間 信作 

 

１．はじめに 

近年、内閣府・中央防災会議、文部科学省・地震調査研究推進本部などによって首都圏直下地震や

東海地震、東海・東南海連動型地震など大規模な地震の切迫性が指摘されている。こうした広域甚大な

地震の場合には自治体など公的機関だけでは膨大な被害に対応しきれず、地域住民との協働が不可欠

である。 

文部科学省科学技術振興調整費・重要課題解決型研究「危機管理対応情報共有技術による減災対

策(2004 年～2006 年)」1)2)3)では、愛知県豊橋市を 1 つのモデル地域として、表 1 に示すように 2005 年度

より防災ワークショップと地域住民・自治体の協働による実践的な地震防災訓練を実施し、地域住民の防

災意識向上と地域住民・自治体の協働体制を構築しつつ、情報共有技術の活用と地域住民・自治体の

協働により速やかな減災対応を可能とする仕組みづくりを進めた。2006 年 11 月 12 日には、自治体と地

域住民との協働による地震被害情報・避難者に関する情報収集・伝達、市災害対策本部における情報

の統合と判断を円滑に行うための各種シミュレーションツールと表示システム、避難所における住民への

表示システム、通信の輻輳時でも確実に情報を伝達が行える通信手段である長距離無線 LAN 等の情報 

 

表 1 豊橋市での活動内容および参加機関など 

実施日時・実施場所 活動内容 参加機関など 

2005 年 8 月 7 日（日） 

9：00～12：30 

 

飽海町・東田町西脇二区 

（会場：豊城地区市民館） 

防災ワークショップ 

① WebGIS を活用した地域点検マップづくり

② 簡易耐震診断ソフトを利用した自宅の耐

震診断 

③ 延焼・避難シミュレーションシステムのデ

モ 

○ 豊橋市：飽海町・東田町西脇二区

住民、市都市計画課・防災対策課

○ 研究機関：工学院大（実験責任機

関）、豊橋技科大、消防研、東大

関沢研、安全・安心マイプラン、東

大竹内研 

2005 年 11 月 20 日（日） 

9：00～12：00 

 

飽海町、東田町西脇二区、

豊城地区市民館、山田町、

山田石塚町、豊橋市役所、

栄小学校 

情報共有技術の活用と地域住民・自治体との

協働による地域防災訓練（予備実験） 

① 地域住民による各種防災訓練 

② ICT を活用した被害情報収集・伝達実験

③ 災害対策本部での被害情報の集約・利

活用実験 

④ アウトリーチ活動 など 

○ 豊橋市：飽海町・東田町西脇二区

住民、山田町・山田石塚町住民、

市都市計画課・防災対策課 

○ 研究機関：工学院大（実験責任機

関）、消防研、豊橋技科大、東大

関沢研、安全・安心マイプラン、産

総研、防災科技研、東大竹内研、

建研 

2006 年 7 月 17 日（月） 

9：00～15：00 

 

山田町・山田石塚町 

（会場：山田公民館） 

防災ワークショップ 

① WebGIS を活用した地域点検マップづくり

② 延焼・避難・交通シミュレーション技術の

連携による地域課題の検討 

③ 簡易耐震診断ソフトを利用した自宅の耐

震診断 

○ 豊橋市：山田町・山田石塚町住

民、市防災対策課・都市計画課 

○ 研究機関：工学院大（実験責任機

関）、豊橋技科大、消防庁（旧消防

研）、東大関沢研、安全・安心マイ

プラン、産総研、防災科技研 

2006 年 11 月 12 日（日） 

8：30～12：00 

 

飽海町、東田町西脇二区、

八町校区市民館、山田町、

山田石塚町、山田公民館、

豊橋市役所、栄小学校、町

畑町、南栄町 

情報共有技術の活用と地域住民・自治体との

協働による地域防災訓練（実証実験） 

① 地域住民による各種防災訓練 

② 地域住民と自治体との協働による情報

収集・伝達 

③ 災害対策本部支援 

④ 地域住民への情報提示 

○ 豊橋市：飽海町・東田町西脇二区

住民、山田町・山田石塚町住民、

市防災対策課・都市計画課 

○ 研究機関：工学院大（実験責任機

関）、消防庁（旧消防研）、豊橋技

科大、東大関沢研、安全・安心マ

イプラン、産総研、防災科技研、建

研 
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共有技術を統合し、その有効性を検証する実証実験を行った。以下では、2006 年豊橋市での実証実験

の概要および結果について報告したい。 

 

２．地域住民・自治体の協働による被害情報等の収集・伝達・共有の考え方 

図 1 が地域住民・自治体の協働による被害情報等の収集・伝達・共有の説明図である。地震直後にお

いては、自治体など公的機関への対応に期待するのではなく、出来る限り校区（およびその下部組織で

ある自治会・自主防災組織）を単位とする分散・自立的な発災対応を実施し、自治体の災害対策本部は

被害全体像や情報空白域の把握、重要情報に集中できる体制の構築を目的とする 4)。校区の避難所は

地域の防災拠点となり、自治会の協力で集約した被災情報や、火災や重傷者、生埋めなど緊急を要する

重要情報を自治体の災害対策本部に伝達する。災対本部では各校区から送られる情報を集約し、被害

全体像の把握や情報空白地の確認、緊急情報への対応策の検討などを行う。さらに住民への避難勧告

など緊急を要する情報や、集約した被害状況、交通情報、避難所情報など状況に応じ、地域防災拠点を

経由して住民に伝達する。住民が集めた情報は、自治体による集約と判断を経て、住民に還元されるた

め、住民によるより活発な防災活動へのインセンティブにもなることを期待している。なお図 1 中の ICT と

は、被災などで活動できない自治会や情報空白地域を想定し、情報ボランティアなどによる ICT を活用し

た現地被災情報の収集を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 震災時直後における地域住民と自治体との協働による情報収集と共有のための仕組みと情報の流

れ（右）。図中、黒色矢印は住民から自治体への情報、灰色矢印は自治体から住民への情報を示す。 

 

３．実証実験 

３.１ 実験の概要 

 愛知県は明治以降、1891 年濃尾地震や 1944 年東南海地震、1945 年三河地震などにより繰り返し甚大

な被害を受けており、近年では駿河湾から紀伊半島沖にいたるトラフ（海溝）沿いを震源域とした東海地

震と東南海地震の切迫性が指摘されている（図 2）。中央防災会議による東海地震の震源域の見直しや

震度分布の公表、及び、地震調査研究推進本部による東南海地震についての発生確率や震度分布の

公表結果などを受け、愛知県および豊橋市は平成 16 年に東海地震、東南海地震、東海・東南海連動地

震を想定した被害想定報告書を公表した 5)（図 3）。その結果、東海・東南海地震連動が発生した場合、

豊橋市では図 3 に示すように多くの地域で震度６弱から６強の揺れとなり、死者 195～368 人、負傷者

 

校区 校区 

校区 
避難所 

自治会 自治会 

住民 住民 住民 住民 
ICT 

校区被災・避難者情報

（長距離無線 LAN） 

市・災害対策本部 

市被災・避難勧告情報 
（長距離無線 LAN） 
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6580～7300 人、全壊家屋 12705 棟（全壊率 8.0％）、出火件数 21～149 件、炎上出火 12～85 件等と大

きな被害を推定している。図 3 には実験に協力いただいた八町校区（飽海町、東田町西脇二区）と栄校

区（山田町、山田石塚町）の位置も示しており、両地域とも６強の強い揺れが予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実証実験は、上述した図 1 の仕組みのもと、八町校区（飽海町、東田町西脇二区）と栄校区（山田町、

山田石塚町）をフィールドとし、2006 年 11 月 12 日（日）8 時 30 分から 11 時にかけて実施した（想定地震

発生は 9 時）。図 4 に実験を行った地域を、図 5 には主要な訓練の流れを示す。この実験に参加したの

は豊橋市職員（防災対策課・都市計画課の８名）、および地域住民として八町校区の飽海・東田町西脇

二区（73 名参加）と栄校区の山田町・山田石塚町（153 名参加）の町内会である。 

実験概要は以下の通りである。東海・東南海連動型地震が発生したという想定のもと、次の 3 つのフェ

ーズによる訓練を行った。 

フェーズ①：地域住民による発災対応、および市と住民との協働による情報収集 

フェーズ②：災害対策本部における情報集約と緊急対応 

フェーズ③：地域住民への緊急情報伝達 

訓練に先だって市職員および住民には訓練概要のみ説明し、具体的には以下のような活動を行うように

依頼した（図 4・図 5 参照）。 

【フェーズ①：地域住民による発災対応、および市と住民との協働による情報収集】 

・市職員は災害対策本部（栄小学校体育館に仮設置）と２箇所の校区避難所（八町校区市民館、栄小学

校体育館）での地域防災拠点を立ち上げる。 

・同時に地域住民（飽海・東田町西脇二区、山田町・山田石塚町）は訓練開始とともに地域を巡回し、図 6

豊橋市 
八町校区(飽海町、

東田町西脇二区) 

栄校区(山田町、山

田石塚町) 

図 2 東海・東南海・南海地震と 

愛知県・豊橋市 5) 

 

図 3(右図) 想定東海・東南海連動型

地震による震度分布 5)と、実験に協力

頂いた八町校区・栄校区 

- 109 -



 
 

に示す町内の電柱に設置された被災看板に対する発災対応活動や要援護者の安否確認などを行う。

その後、地域内の一時集合場所に集まり、総代（町内会長）・役員のリーダーシップのもとで地域の被

災状況を把握する。 

・校区避難所（八町校区市民館）が近い飽海・東田町西脇二区の住民は、一時集合場所からそのまま

集団で避難し、避難所にて白地図に被災状況を記入する。さらに住民の安否確認（参加名簿作成）

などを行い、それらの情報を避難所に開設した地域防災拠点の担当職員に伝える。一方、校区避難

所（栄小学校）が遠い山田町・山田石塚町は、地域内の一時集合場所である山田公民館にて被災情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 豊橋市実証実験における対象地域と主な訓練項目 

図 3 豊橋市実証実験における対象地域と主な訓練項目 
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図 5 豊橋市実証実験における主な訓練項目と情報の流れ 
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報の集約と安否確認を行い、その情報を自治会役員が自転車で避難所まで運び、地域防災拠点の担当

職員に伝える。その後、住民は集団で避難所に避難する。両地域とも担当職員は校区の情報を集約し、

それを市災害対策本部へ伝達する。 

【フェーズ②】 

・市災害対策本部において八町校区と栄校区から送られる被災情報に加え、その他の校区のダミー情報

として続々と報告される被害情報を集約し、市全体の被災状況を把握して延焼火災や交通状況、避難

経路などの検討を行い、住民への避難勧告などの緊急時対応の判断を行う。 

【フェーズ③】 

・市災害対策本部で下した避難勧告などの緊急情報や被害の全体象などをまとめ、地域防災拠点の担

当職員の伝達し、校区避難所に集合している住民に説明する。 

 

建物(全壊)

防災訓練

防災訓練
豊橋市　
豊橋技術科学大学
工学院大学　

文部科学省科学技術振興調整費　
重点課題解決型研究プロジェクト

 
防災訓練

豊橋市　
豊橋技術科学大学
工学院大学　

道路閉塞
通り抜け出来ません

防災訓練

文部科学省科学技術振興調整費　重点課題解決型研究プロジェクト

 

消火器： 本
バケツ： 個

防災訓練

火災
防災訓練

豊橋市　
豊橋技術科学大学
工学院大学　

文部科学省科学技術振興調整費　重点課題解決型研究プロジェクト

 
図 6 被害看板の例（左：建物被害（全壊）、中央：道路被害、右：火災被害） 

 

３.２ 実証実験の経過および結果 

（１）フェーズ①：地域住民による発災対応、および市と住民との協働による情報収集 

フェーズ①における市職員と住民の対応は次の通りであった。まず職員は 8 時 30 分に東海地震警戒

宣言発令が出されたという想定のもとで、防災対策課・都市計画課の職員が第４非常配備体制をとり、防

災対策課職員２名が仮の市災害対策本部を設置する栄小学校（体育館）へ参集した。一方、防災対策課

職員の各１名が、八町校区の避難所である八町校区市民館へ、および栄校区の避難所である栄小学校

（体育館）へ参集し、校区の防災拠点（情報拠点）を設立した。さらに都市計画課職員の各２名が、飽海

町・東田町西脇二区および山田町・山田石塚町の住民防災活動支援のためにぞれぞれの町内へ参集し、

配備を完了した。そして９時に東海・東南海連動型地震が発生を前提に訓練を開始した。 

また、訓練開始直前に訓練コーディネータ（学生）が、図 6 に示した被害情報を記載した４種類の看板

を、図７、図８に示す２つの地域の電柱（図中のドット印）に設置した。記載情報は建物被害（全壊、半壊）、

火災、および、道路閉塞である。火災看板には必要な消火器とバケツの数が記載されており、住民には

看板発見後、10 分以内に必要個数を集めるように依頼してある。また道路閉塞の看板は学生が持ち、住

民には当該道路を迂回するように要請する。 

９時の訓練開始とともに地域住民による震災直後の発災対応訓練と、校区避難所を防災拠点（情報拠

点）とする情報の集約訓練を行った。まず八町校区の飽海町・東田町西脇二区では 73 名の住民が参加

し、地域を巡回して火災看板を見つけた場合、声を掛け合って必要な消火器とバケツを集める、または消

火栓にホースを繋ぎ、発火点にノズルを向けるなどの初期消火訓練を行った（写真 1）。10 分以内で必要

な処置が終了した場合、訓練コーディネータにより「消火済」ステッカーが看板に貼られ、一方、対応に失

敗した場合は未消火ステッカーが看板に貼られた。その後、地域の一時集合場所（飽海町は飽海幼稚園、
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東田町西脇二区は秋葉神社）に集合し、町会長（総代）および町会幹事のリーダーシップももとで地域の

被災状況の確認や、要援護者の避難訓練を行い、その後、校区避難所（八町校区市民館）へ集団での

避難訓練を行った（写真 2）。地域での緊急対応活動は訓練開始から約 25 分で終了し、全ての初期消火

訓練も 10 分以内の対応に成功した。一方、各町会 3 名の情報収集担当者は被害情報である建物被害、

火災被害（消火済または未消火）、道路被害を記憶し、校区避難所にて白地図にその情報を記入して被

災状況マップを作成し、総代(自治会長)の確認のもとで被災マップを基に地域の被災情報を一覧表とし

て集約した。被災マップと一覧表は約 30 分で完成し、避難所に開設された防災拠点の市担当職員に手

渡した。その後、地域住民の集合とともに避難者・要援護者名簿（訓練参加者名簿）を作成し、これも担

当職員に手渡した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 発災対応による初期消火訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 地域の一時集合場所への避難(左)と集合(右：総代が状況確認を行っている)の様子 

 

栄校区の山田町・山田石塚町では 153 名の住民が参加し、まず地域の巡回と初期消火訓練を行い、

その後に一時集合場所（山田公民館）に集合し、被災状況マップ、被災情報の集約（一覧表）、および避

難者・要援護者名簿を作成した（写真 3）。集約した情報は地区の情報収集担当者により自転車で校区

避難所（栄小学校）に運ばれ、そこで開設された防災拠点の市担当職員に手渡した（訓練開始から約 40

分で報告完了）。一時集合場所に集まった住民は、総代のリーダーシップももとで地域の確認を行った後、

校区避難所まで集団での避難訓練を行った。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

写真 3 一時集合場所（山田公民館）での被災情報収集と避難者・要援護者名簿の作成（右）の様子 
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図 7 飽海町（左半分の地域）と東田町西脇二区（右半分の地域）における被害看板の設置位置（ドット）

と住民による報告位置（白抜き○）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 山田町・山田石塚町における被害看板の設置位置（ドット）と住民による報告位置（白抜き○）の比較 
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図７には飽海・東田町西脇二区における被災情報看板の設置場所（図中のドット）と、住民の作成した

被災マップによる情報（白抜き丸印）とを重ねている。まちなか発災対応訓練は地域を６区に分けて行い、

全ての区で初期消火訓練を行ったが、10 分以内に指定された消火活動（消火器・バケツの集約など）は

全て成功し、消火済のステッカーが貼られた。一方、情報収集訓練に関しては、第１区の外れにある看板

の発見ミスを除き、全ての情報は位置・内容とも正確に再現されており、地域住民の協力があれば、約 30

分という非常に早い時間で、かつ精度の高い被災情報が集約できることが確認できた。 

同様に図８は山田町・山田石塚町における被災情報看板の設置場所と、住民により作成した被災マッ

プによる情報である。訓練は地域を６区に分けて行い、全ての区で初期消火訓練を行ったが、第６区を除

いて１０分以内に指定された消火活動は成功し、消火済のステッカーが貼られた。第６区では訓練内容が

事前に住民に伝わっておらず、地域活動をしないまま一時集合場所に集合してしまった。一方、情報収

集訓練については、第６区、および第２区の町外れの看板の発見ミスと、第４区での火災位置のわずかな

誤差を除き、やはり全ての情報は位置・内容とも正確に再現されており、地域住民の協力があれば、速や

かに高精度な被災情報が集約できることが確認された（この場合は約４０分）。 

一方、南栄町・町畑町（栄校区、調査員 3 名）と豊橋市役所 13 階展望室（八町校区、調査員 1 名）では、

被災などで活動できない自治会や情報空白地域での情報ボランティアなどによる情報収集を想定し、

ICT を活用した被害情報収集システム実験を実施した（写真 4、図 9・図 10 参照）。調査員は工学院大学

の学生とした。南栄町・町畑町では町内に設置された消火器（27 カ所）を建物被害・火災被害・道路被害

と仮定し、豊橋市役所 13 階展望室では展望室から見える八町通 1・2・3・4 丁目ならびに曲尺手町内の青

い屋根の建物（6 カ所）を火災被害と仮定して実験を行った。対象地域内の被害情報を収集後、南栄町・

町畑町の調査員 3 名は栄小学校内に設置された防災拠点(情報拠点)の担当職員、市役所 13 階展望室

の調査員 1 名は八町校区市民館内に設置された防災拠点(情報拠点)の担当職員へ収集端末を渡し、被

害情報を報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 八町校区内の被害情報等、および被害情報収集システムの実験エリア 
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八町校区市民館 
校区活動拠点 
○地域住民収集・集約情報（ダミー情報含む） 
  建物被害，火災被害，道路被害，避難者数，災害時要援護者安否確認情報

  ※被災情報・避難者数入力，情報集約表は FAX で本部事務局へ送信 

○中遠距離被害情報収集システム収集情報 
  火災被害 

  ※防災対策課職員が確認後，本部事務局へ送信 

飽海町・東田町西脇二区 
 

被災マップ，被災状況・避難状況集約表 
※地域住民が一時集合場所（飽海保育園，秋葉神社）と住民活動拠点（八町校区市

民館）で集約，校区活動拠点へ駆けつけ 

①被害情報：火災被害，建物被害，道路被害 

（被災マップ，被害数，火災情報：初期消火の有無） 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 

旭町，旭本町，西新町，鍛治町，談合町，八町通 5 丁目
（※八町校区内のみ） 
 
被災マップ，被災状況・避難状況集約表 
※校区活動拠点でダミー情報（住民収集・集約想定，紙）付与 

①被害情報：火災被害，建物被害，道路被害 

（被災マップ，被害数，火災情報：初期消火の有無） 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 

八町通 1・2・3・4 丁目，曲尺手町 
 

中遠距離被害情報収集システム（1 台） 
※豊橋市役所 13 階展望室待機，1 時間程度の情報収集後， 

校区活動拠点へ 

①被害情報：火災被害 

 

避難状況集約表 
※校区活動拠点でダミー情報（住民収集・集約想定，紙）付与 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 
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図 10 栄校区内の被害情報等、および被害情報収集システムの実験エリア 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 ICT 等を活用した被害情報収集システム実験 

（左：南栄町・町畑町内での実験の様子、右：豊橋市役所 13 階展望室での実験の様子） 

 

システムによる情報収集実験の結果を図 11、図 12 に示す。南栄町・町畑町では被害情報とした消火

器（27 カ所）の写真を持って栄小学校からそれぞれの調査区域に向かい、写真をみながら被害情報の収

集を行ったが、短時間で効率良く被害情報を収集できることが確認された。豊橋市役所 13 階展望室では

方位角の補正等に問題はあったものの、同様に効率良く正確に被害情報を収集することも確認された。 

上述した地域住民と情報収集システムにより収集された被災情報などは、避難所の防災拠点（情報拠

点）にいる担当職員によって被害情報入力表示システム（図 13）に入力され、長距離無線 LAN を介して

（仮）市災害対策本部へ速やかに伝達されるとともに、Web カメラおよび IP 電話・FAX によって状況報告

がなされた（写真 5）。 
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栄小学校体育館 
校区活動拠点 

○地域住民収集・集約情報（ダミー情報含む） 
建物被害，火災被害，道路被害，避難者数，災害時要援護者の安否確認情報 

※被災情報・避難者数入力，情報集約表は FAX で本部事務局へ送信 

○現地被害情報収集システム収集情報 
建物被害，火災被害，道路被害 
※防災対策課職員が確認後，本部事務局へ送信 

山田町・山田石塚町 
（※山田町，山田一番町・二番町・三番町，高師石塚町を代用） 

 

被災マップ，被災状況・避難状況集約表 
※地域住民が住民活動拠点（山田公民館）で集約，校区活動拠点へ駆けつけ

①被害情報：火災被害，建物被害，道路被害 

（被災マップ，被害数，火災情報：初期消火の有無） 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 

小松町・弥生町・北山町（※栄校区内のみ） 
 

被災マップ，被災状況・避難状況集約表 
※校区活動拠点でダミー情報（住民収集・集約想定，紙）付与

①被害情報：火災被害，建物被害，道路被害 

（被災マップ，被害数，火災情報：初期消火の有無） 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 

北丘町・南栄町・町畑町 
（※愛知大学敷地内，栄小中学校等敷地内は除く） 

 

現地被害情報収集システム（3 台） 
※栄小学校から出発，1 時間程度の情報収集後，校区活動拠点へ 

①被害情報：火災被害，建物被害，道路被害 

 

避難状況集約表 
※校区活動拠点でダミー情報（住民収集・集約想定，紙）付与 

②避難者情報：避難者数（性別，総数） 

③災害時要援護者情報：安否確認情報 
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図 11 南栄町・町畑町における被害情報(消火器)の設置位置（ドット）と被害情報収集システムによる

収集結果（白抜き○）の比較（図中の A、B、C は各調査員の調査担当エリアを示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 豊橋市役所 13 階展望室から収集した被害情報(青い屋根の家屋)の設置位置（ドット）と 

被害情報収集システムによる収集結果（白抜き○）の比較 

火災（正解位置）

有効発見総数 5/6 

中遠距離情報収集システムにおける収集結果（八町校区） 

豊橋市市役所 
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建物被害 
 

道路被害 

2 

3 4

5
6 

7
8 9

1

10 

11 12 

13 
14 

15 16 
17 

18 

19 
20 

21 
22

23 
24 

25 26 27 B 
C

A

情報収集結果 
  収集数 正解数 

タブレットＡ  7/9  7/9 

タブレットＢ  8/9  8/9 

タブレットＣ  8/9  7/9 

合計  23/27  22/27（81.4%） 

は実際の位置と大き

くずれた収集情報を示す。
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図 13 被害情報入力・表示システムの画面例と、住民によって報告された被災情報・避難情報を担当職

員がシステムへ入力している様子 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5 IP 電話による災対本部への状況報告(左)と、Web カメラによる他拠点映像の確認(右)の様子 

 

（２）フェーズ②：災害対策本部における情報集約と緊急対応 

フェーズ②における災害対策本部（栄小学校体育館に仮設置）における対応は以下の通りであった。

まず訓練開始の 9 時に本部長役の防災対策課・課長が IP 電話を用い、本部および２箇所の地域防災拠

点（校区避難所）に一斉放送により訓練開始を宣言し、次いで避難所の開設状況の確認、簡易型地震被

害想定システムによる豊橋市の被害推定結果による被災イメージの把握、必要とされる応急対応や行動

の検討、IP 電話・FAX による２箇所の地域防災拠点の状況報告・確認、などを行った（写真 6）。 

地震発生から暫くして、市内全域から報告されるダミーの被害情報に加え、避難所からデジタルデータ

として逐次送られてくる被災情報・避難情報が情報共有支援システムにより表示し、実被害の全体象の把

握や重要情報の判断などを行った（図 14）。同時に火災延焼シミュレーション（東京大学関澤研究室）・交

通シミュレーション（産業技術総合研究所）が自動的に起動し（図 15、図 16）、その結果が表示された。さ

らに、延焼シミュレーションの結果を参考に、各避難所の危険度を予測し、そこから広域避難所や第二指

定避難所までの避難ルートシミュレーション（安全安心マイプラン）が行われ、住民への避難勧告などの

緊急対応の検討を行った（図 17）。また、カメラ付携帯電話からの画像データの確認（図 18）、状況付与

の入力・対応の各班への割り当て、重要度の判断等を共有・一覧可能なシステムによる、人員の再振り分

け、応援等の判断のための情報が提示された（図 19）。最後に県などの上位機関への報告票（消防 4 号

様式）を作成した。一方、本部で統合された市内の被災概況や延焼シミュレーション結果、避難所での収

容人数などの情報は、長距離無線 LAN を介して避難所内の防災拠点にある被害情報入力・表示システ

ムへ速やかに共有され、地域住民への状況説明に利用された。 

 

Web カメラ 

情報端末 

IP 電話＆FAX 
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写真 6 豊橋市・災害対策本部での緊急対応訓練の様子（左：IP 電話を使って地域防災拠点と連絡して

いる防災対策課・課長、 右：避難所の開設状況の表示画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 情報共有支援システムによる被害情報等の表示画面（八町校区周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 被害情報と延焼予測結果の表示（八町校区周辺） 
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図 16 被害情報と延焼予測結果、および第二避難所までの避難経路（八町校区周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 被害情報と延焼予測結果、および交通予測結果（栄校区周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 カメラ付携帯電話からの画像データの確認    図 19 重要度の判断等の共有システム 
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（３）フェーズ③：地域住民への緊急情報伝達 

飽海町・東田町西脇二区および山田町・山田石塚町の住民は、被害情報収集や発災対応訓練等を

終えた後、前者は約 9 時 45 分に校区避難所である八町校区市民館に避難し、後者は一時集合場所（山

田市民館）にて救援救護などの諸訓練を行った後、約10 時30 分に栄小学校（体育館）に避難した。各避

難所では、本部で統合された市内の被災概況や延焼シミュレーション結果、避難所での収容人数などの

情報を被害情報入力・表示システムで確認し（図 20）、担当の市職員から広域避難所までの避難経路や

第二指定避難所までの要援護者の搬送経路情報の説明を受け、午前 11 時には全訓練が終了した（写

真 7）。 

 

   
図 20 本部から避難所へ提供された市内の被災概況や延焼シミュレーション結果 

 

   
写真 7 システムを利用した市職員による住民へ被害情報や避難勧告の説明（八町校区市民館） 

 

４. 2006 年実証実験に関するアンケート・ヒアリング調査と考察 

本実証実験で提案した仕組みに関する検証を行うため、中心的な役割を果たした防災の専門家であ

る豊橋市・防災対策課の４名を対象として、アンケート及びヒアリング調査を行った。調査内容は住民・自

治体の協働体制や訓練から、使用した各種システムやシミュレーションまで多岐にわたった。アンケート

およびヒアリングの結果、下記のような高い評価を得た。以下の文はアンケート結果の原文をそのまま載

せている。 

・ 現在の市が持っている情報収集・共有の手段としては、有線電話、防災行政無線・地域防災無線が

あるが、仮にこれが使えたとしても、市の一部の地域から被害の一部が伝わってくるだけで、全貌は

速やかに把握できない。例えば市内全域で被害が発生し 160 か所の避難所が高い割合で開設され

たとすると、各避難所の状況をまとめるだけでもかなりの時間と労力が必要である。つまり、大量の情

報を収集・共有するような体制にはなっていないのが現状である。今回の実験では、大規模災害が
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市全域を襲った場合の情報収集・伝達の手段として、校区の避難所を情報収集・伝達拠点としてい

るが、面積の広い豊橋のような場合には非常に有効な方法であると感じた。特に発災直後の情報が

少ない中、できるだけ多くの情報を市全域から収集しようとした場合には、WebGIS など各種システム

や長距離無線 LAN などを設置した校区の避難所を情報収集・伝達の拠点とすれば、それだけ多く

の情報を早く確実に得られることを実感した。ただし、そのためには避難所との通信網が現在よりも

太く確実なパイプである必要がある。しかも、同時に多くの情報を共有し、処理する仕組みが求めら

れる。そのためには今回実験したような体制は非常に有効であると考える。 

・ 豊橋市は市域が広く 51 も校区があるため、各校区の避難所を拠点として情報収集を行った方が迅

速に対応できるので、こうした体制は有効である。地域住民からの情報については、自治会として総

代の最終確認のもとまとめられた情報であることから、信憑性の面は問題なく、地域の情報も整理さ

れ重複することはないと考えられる。従って、こうした体制は行政機関等が行う情報収集と合わせ有

効な手段となりうる。 

・ 避難所要員が避難者情報の収集をすべて行うことは不可能に近いので，地域住民との協働が必要

であり，こうした方法は有効である。住民が被害情報を収集することにより災害の詳細な地点が把握

できるとともに，自主防災会として情報を集約するため情報の集約も迅速に行える。 

・ 避難者などの確認を地元住民が行うことで不明者などの確認ができるという利点もある。 

・ 訓練として考えた場合，今回の実証実験で住民の防災意識が高まったと思う。 

・ 発災型の訓練を他の地域（町単位）でも実施するようにしていきたい。 

・ 住民と協働した情報収集により、災害時に防災関係機関の対応も迅速に行える。 

・ 住民への状況説明では、災害対策本部から送られてくる周辺状況などを、システムを介して説明で

きたので内容を伝えやすく、また住民も理解できていたように感じた。 

 

また、今後改善すべき課題として以下のような意見も寄せられた。 

・ 災害情報や避難者情報は時々刻々と変化していくものであり，住民が避難所などに避難した後の地

域で発生した災害（火災や要救助者の有無など）情報の収集を仕組みの中にどのように組み入れて

いくかが課題である。 

・ 大規模災害時には記録（災害の記録，災害史など）をとることが必要であり，発災から災害対応，復

旧全てにシステムが活用でき，そうした記録，情報を整理できるようになるとよい。 

・ システムへの要求事項は特にないが，避難所にいる住民にどこまで情報を提供するのか，どの時点

でどういう情報を提示するのか，検討する必要があるが，住民が報告した情報への対応については

最低限住民側へ提示する必要があろう。 

・ システムの入力画面は見やすく、操作も容易であったが、場所によっては住民が報告した位置をシ

ステム上で探すのに時間がかかったものもあり、もし電話での連絡など地図無しで報告を受けた場

合には入力に時間を要してしまう。地図に世帯主等すべて表示するのは困難だと思うので、ある程

度の主な目標物（主要幹線道路、小学校など）でもあれば迅速に入力できると考える。また索引図や

住所検索機能が追加されるとよい。 

・ 入力に要する時間については慣れで一定の短縮は可能であるが、情報が多い場合処理するための

時間又は人的負担が必要になる。 

・ 避難者情報の入力機能については、高齢者や障害者の人数といった詳細な避難者属性まで入力

できるとよい。 

・ 複数の被災状況（火災、建物被害等）が同時に表示されたときは、被害の多さはすぐ理解できたが、

状況を解釈しイメージするには少し時間がかかる。 

・ 入力した情報がすぐにアップされず、表示されるのに時間を要した。こうした状況になった場合、シス
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テムを熟知していないと表示された情報がいつ時点のものか、正しい情報なのか、判断にまようかも

しれない。 

・ IT は進化のスピードが速く、一方安定度を欠いている部分がある。今回実験で使ったシステムは現

在の最先端のものであるが、10 年後には陳腐化されていることはほぼ間違いなく、ソフトウェアがサ

ポートされていないなど、そうしたことにもなりかねないというアキレス腱を持っていると考える。現在の

行政が求めているシステムは進んだシステムより安定したシステムである。ある意味「枯れた」システ

ムと言えるかもしれない。長期にわたって安定したシステムができれば、非常に心強いものであると

考える。 

・ このような多くのシステムを導入し、その後大規模地震が発生した場合、市役所は非常用電源がある

ので機器を稼動させることができるが、各避難所には非常用電源がないので、災害時の電源の確保

を考える必要がある。また、購入するにも、発電機や非常用電源は高価であり、また発電機は定期

的な運転と確認も必要な「維持に手のかかる」機械である。このような機械を 160 か所の避難所に展

開することは事実上不可能であると考える。そのため、別の電源を検討する必要がある。自動車の

12 V をつないで、これらのシステムが動くような仕組みを考えるなど、簡単にこれらのシステムが動く

電源を確保することも大きな課題としてご検討いただきたい。 

・ 大規模災害時には記録（災害の記録、災害史など）をとることが必要であり、発災から災害対応、復

旧全てにシステムが活用でき、そうした記録、情報を整理できるようになるとよい。 

 

一方、参加した地域住民には系統的なアンケート調査など調査は行なわなかったが、総代（自治会長）

や役員とのヒアリングから、まちなか発災対応型訓練は従来の会場型訓練に比べて臨場感があり、防災

意識や地域の連携意識が高まった、初期消火訓練によって街頭消火器が少ない地域や、見つけにくい

場所があることが分かり、至急改善したい、などの好意的な意見を頂いた。一方、地域住民による被災マ

ップの作成に関しては、速やかに地域の被災全体像が把握できる点は概ね好評であったが、それが実

際に市対策本部に送られ、本当に避難勧告の発令などに有効に活用されるのか、疑問の声もあった。さ

らに住民に提示された避難経路は、延焼予想地区を避けた最短距離等から機械的に計算されたもので

あるが、地域の実情からは安全面で最適なルートとは言い難いなどの意見があり、今後の検討課題となっ

た。 

 

５. まとめ 

 豊橋市を実験フィールドとして、自治体と地域住民との協働による地震被害情報・避難者に関する情報

収集・伝達、市災害対策本部における情報の統合と判断を円滑に行うための各種シミュレーションツール

（延焼・避難・交通）と表示システム（災害対応支援）、避難所における住民への表示システム、通信の輻

輳時でも確実に情報を伝達が行える通信手段である長距離無線 LAN 等のプラットフォーム利活用技術

を統合し、(1)地域住民による発災対応、および市と住民との協働による情報収集、(2)災害対策本部にお

ける情報集約と緊急対応、(3)地域住民への緊急情報伝達、の 3 つの場面を想定した実証実験を行った。

実験後、豊橋市防災対策課 4 名にご協力頂き、実験結果に関してアンケートならびにヒアリングを行い、

提案した仕組みの有効性を検証した。 

「地域住民による発災対応、および市と住民との協働による情報収集」では、地域住民との協働による

被害情報および避難者情報の収集・伝達の仕組み、被害情報・避難者情報等の収集伝達における各種

情報端末・長距離無線 LAN システム利用が有効であることが確認された。しかし、WebGIS 情報端末の情

報入力機能の強化といった幾つかの課題も明らかになった。 

「災害対策本部における情報集約と緊急対応」では、情報共有支援システムおよびシミュレーション技

術の適用により、発災直後の災害イメージの早期把握、応急対応行動指針の大局的検討、市全域や避
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難所周辺の被災状況等の迅速な把握、住民の安全確保のための意思決定の支援等、災害対策本部の

効果的支援が行えることが確認された。しかし、平常時から災害時にかけてのシステム・機器類の連続利

用、多数の避難所数に対応できる避難所開設通知システムへの改良、シミュレーション結果の精度の改

良等が今後の課題となった。 

「地域住民への緊急情報伝達」では、市全域や避難所周辺の被災状況、避難所周辺の延焼予測結果、

避難経路等の提示方法の妥当性が確認されたが、情報端末の操作性や表示速度の改良等が今後の課

題となった。 

 本実証実験を通して、各種情報技術の実用化に向けたいくつかの課題が確認されたが、実際の災害

対応業務にあたる現場職員からは、地域住民と協働した被害情報収集・共有の仕組みおよび自治体の

地震災害対応における各種情報技術の有用性に関し一定の評価を得ることができた。ハイテクとローテク

をうまく組み合わせ､住民と公的機関とが情報を共有するしくみをもつことが､今後の情報収集、ひいては

迅速・適切な応急対応活動の遂行に極めて重要であることが確認できたことは極めて大きな成果であり、

我々は情報収集等に係る一つのあるべき姿を提案できたと考えている。 
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