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特 集 環境防災分野における情報システムの開発と今後の展望

山本佳世子T

1.はじめに

わが国では地震・洪水等の自然災害が頻発して

おり，災害対応は国家的な最重要課題の 1つであ

る。竹村 (2011)1)は，災害は最大の環境破壊であり，

防災，減災は環境保全対策の最も重要な根幹をなす

ものであることと，環境と防災の両面を環境防災学

として体系づけて両面を適切かっ過不足なく論ず

る必要があることを示している。武内ら編 (2012)2) 

も，地球環境問題の深刻化が災害リスクを増大させ

ることを指摘し環境と防災を融合したアプローチ

により地域の持続可能なリスクマネジメントを行

う必要性を提案している。またW官 Oは，健康で

人間的な基本的な生活を満たすものとして， 1安全

性J1保健性J1利便性J1快適性」の 4つを環境評

価指標として提唱し震災や水害等の災害時の安全

性を環境の基本的かっ重要な評価指標として位置

付けているため，防災性の向上は環境の質的向上に

つながるといえる。日本学術会議 (2008，2012) 3，4) 

の提言でも，自然と人間の持続可能な共生の重要性

が示されていることから，自然が人間にもたらす環

境と災害の双対性に着目し，環境保全と防災の双方

を1つの研究体系に位置付けて捉え，これらを融合

したアプローチが必要であると言える。以上のよう

に本稿で論じる「環境jとは，環境問題をも含む生

活環境としての広義の「環境」のことを指す。

一方，防災白書 (2012)5) によると，防災・減災

対策には地域住民，企業等が自らを災害から守る

「自助J，地域社会が互いを助け合う「共助J(1互

助J)，国，地方自治体等の行政による施策の「公助」

があり，最も基本となるのは個人による対策の「自

助」とされている。現在では「いつでもJIどこでも」

「だれでもJ情報システムを利用して手軽に情報の

送受信や共有ができるようになっており，情報シス

テムの効果的な利用によって地域住民が所持する

災害情報の蓄積・共有が可能になっている。また日

本学術会議 (2008)3)は， 1地域知」を科学的知見に

基づく「専門知」と地域住民の経験が生み出す「経

験知」に分類して重要性を示した。これらのことか

ら， 1地域知」としての災害情報のうちでも，行政

や専門家の「専門知」は活用・公開される機会が多

いが，他者に対して伝えられないままで可視化され

ていない「暗黙知」として存在する地域住民の「経

験知」を，情報システムの利用により蓄積・整理・

活用・公開できる形態である「形式知Jに変えて，

地域の関係主体聞で蓄積することが防災・減災対策

として必要不可欠となる。さらに中央防災会議の防

災対策推進検討会議最終報告書 (2012)6)では，災

害情報の収集・伝達における GIS(地理情報シス

テム:Geographic Information Systems)やソーシャ

ルメディアの役割の重要性が特に明示されており，

わが国では災害時等に無償で情報サービスを提供

する公共情報コモンズの役割が重要性を増しつつ

ある。

本稿ではまず， Vivacqua et aL (2012) 7) を参照し，

災害の危機管理を平常時，災害発生時，復旧・復興

時の 3段階に分類する。そして以上の社会的，学術

的な背景を考慮し，山本 (2009'2012・2014)ト 10)

で述べた GISに関する研究動向と今後の研究課

題を基に，大熊ら (2013)ll)，村越ら (2014)12)， 

Yamada et al. (2013) 13)の主として地震災害の防災・

減災対策を想定したシステム開発の成果を引用し，

上記の各段階における危機管理のための災害情報

システムとしてのソーシャルメディア GISの開発

と今後の展望について紹介することを目的とする。

2.災害情報システムとしてのソーシャルメディア

GISの開発の必要性

2.1 高度情報化の進展の影響

わが国では， 2000年に「高度情報通信ネットワー

ク社会形成基本法 (IT基本法)Jが施行され， 2000 

年の 1e-]apanJでは日本型 IT社会の実現を目指す

構想，戦略，政策が提案され， 2006年の 1u-]apanJ 
では 2010年に「いつでも，どこでも，何でも，誰

でも」ネットワークに簡単につながる社会の実現が

目指されてきた。また 2010年には，1デジタル安心・
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活力社会」の実現を謡った li-Japan2015Jが提案

された。そして現在では. 1 u-JapanJで目指されて

きたユピキタスネット社会から，様々な情報ツール

からインターネットにつなカ古ることカ宝できるクラ

ウド・コンピューティング社会へ移行しつつある。

そのため時間と場所を問わず，インターネットにつ

ながる情報環境さえあるのならば. PCに加えてス

マートフォンやタブレット型端末などの携帯情報

端末などでも，インターネットが利用できるように

なったため，誰でも容易に情報の送受信ができるよ

うになっている。また. Blog. Twitter. YouTube. 

Facebook. Lirぼなどの様々なソーシャルメディア

により，言葉だけではなく画像，動画，音声などを

組み合わせた複合的な形態での情報発信が可能に

なっている。

2.2 関連分野における既存研究・既存サービスと

開発システムの位置づけ

山本

本稿に関連する主に理工学分野における既存研

究は，研究方法に着目すると. (1)ワークショッ

プを実施する研究. (2)情報システムの開発・提

案に関する研究. (3) Web-GISの設計・構築に関

する研究. (4) ソーシャルメディアの開発・利用

に関する研究の大きく 4種類に分類することがで

きる。 (1)ワークショップを実施する研究では，松

田ら (2005)14). 謬ら (2005)15). 長坂ら (2009)16) 

は，ワークショップによる防災ラジオドラマづくり

や地域防災力診断シートの利用により，住民の問題

意識と知恵の共有化を行った。 (2)情報システム

の開発・提案に関する研究では，村上ら (2009)17). 

岡野ら (2009)18)は防災活動支援システムを開発

し，加藤ら (2010)19)は防災情報マッシユアップシ

ステムを提案した。 (3)Web-GISの設計・構築に

関する研究では，佐藤ら (2004)20).梶木 (2006)21). 

藤田ら (2008)22)は，地域安全マップを構築・公開

した。高谷ら (2008)お)はハザードマップを作成し

川崎ら (2010)24). 井ノ口ら (2011)お)は災害情報

のウェブマッピングの有効性を示した。さらに柳津

ら (2012)26) はWeb-GISにSNS.Wikiを1つの

アプリケーションとして統合し災害情報等の地域

安全情報の蓄積が可能なシステムを構築した。畑山

ら (2000)幻)は，平常時から災害時を連続的につな

ぎ計測やシミュレーションによって得られる成

果を災害現場で利用することを目指すリスク対応

型地域管理情報システム (RARMIS:Risk-Adaptive 

Regional Management Information System)を開発

し，阪神・淡路大震災後の神戸市長田区における倒

壊家屋の解体や撤去などの業務，新潟県中越地震の

災害復興支援活動で実際に用いた。 (4)ソーシャル

メディアの開発・利用では，山守 (2010)お)は地域

SNSを利用した災害時用掲示板，凍田ら (2011)29) 

は地域防災 SNSを開発し和崎 (2012)30)は地域

SNSの災害時の有用性を実証的に示した。また山

本ら (2012)31).吉村ら (2012)32)は，東日本大震

災時の Twitterによる情報発信・取得の状況を分析

し. Twitterでのリアルタイムの災害情報発信の可

能性を示した。

本稿に関連する既存研究として.(5)社会科学分野

における情報の収集・伝達手段としてのソーシャルメ

ディアに関する研究もあげられる。吉次 (2011)33).柳

田 (2012)担)は東日本大震災，田中 (2013)35)はア

メリカのハリケーンの事例を踏まえて，災害情報の

収集・伝達手段としてのソーシャルメディアの利用

可能性について，特に古川tterに焦点を当てて示し

た。遊橋 (2011)犯人本僚ら (20l3)37)は，東日本

大震災発生直後からの支援活動の経験より得た教

訓を基に，災害時のソーシャルメディアの利用の利

点だけではなく，課題も抽出していた。

さらに第 1章で述べたように，研究論文として発

表される以外にも，主として復旧・復興時を対象と

し，何らかの情報システムを用いて安心・安全に

関わる情報を迅速かっ効率的に提供することを目

的とした公共情報コモンズが近年では普及しつつ

ある。例えば安否情報に関するシステムの例とし

て. Googleによる「パーソンファインダーj注1)

NTT. NHK. NTTレゾナントによる IJ-叩 piJ注2)

が代表例としてあげられる。また Googleと

Twitter Japanが幹事となって東日本大震災ビッ

グデータワークショップ運営委員会注3) を設立し

て，パートナー企業とともに保有するビッグデー

タを公開し震災発生時に流れた各種情報を産

官学の垣根を超えて分析・検証して今後の災害

対策に役立てる取り組みもある。さらにつむぎ

プロジェクト推進協議会注4) は，身元不明者の確

認支援だけではなく，仮設住宅を対象として情

報不足を解消するためのシステムを提供してい

る。デジタル地図を用いた例として，国土交通省

ハザードマップポータルサイト注5) 各地方自治

体の防災マップ，ハザードマップ等の行政の取り

組み以外に，東日本大震災の復興支援を目的とし

た情報収集・提供システムとして. Open Street 

Map Foundation Japanによる 1sinsai.info J注6)

独立法人防災科学技術研究所による 1ALL311J注7)

が代表例としてあげられる。前者では被災地域の現

状に関する多様な情報，後者では災害関連情報や復

旧・復興のために利用可能な情報を収集・提供して

いる。
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以上で列挙したように環境防災分野における情

報システムとして， Web-GIS，ソーシャルメディア

を用いた既存研究は多く，何らかの情報システムを

用いたサービスも増加している。しかし上記の畑

山ら (2000)27)が平常時から災害発生時を対象とし

ていたことを除いて，災害に関連した既存の情報

システムは多様であるものの，平常時の滅災対策

が中心であり，各段階をそれぞれ個別に対象とし

ていた。また既存の情報システムでは，情報収集と

一方的な情報提供のみしか行っていない。平常時か

ら復旧・復興時までの継続的な災害の危機管理を目

的とした一連のシステムは，本稿の著者らのシステ

ム開発の成果(大熊ら (2013)11)，村越ら (2014)12)， 

Yamada et al. (2013) 13)) を除いて，これまでに開

発されていない。本稿の著者らはまず 2012年度に，

平常時の防災・減災対策のための災害情報の蓄積を

目的としたシステム(大熊ら， 2013) 11)，複数地域

間での情報交換を目的としたシステム (Yamadaet 

aし 2013)13)を開発した。後者については，平常時

だけではなく，通信環境が確保された復旧・復興時

における利用可能性について示した。前者について

は，携帯情報端末の近年の急速な普及などの情報環

境の変化も考慮し 2013年度に平常時から災害発

生時までを対象とした防災・減災対策のための災害

情報の蓄積・活用支援を目的としたシステムに拡張

した(村越ら， 2014) 12)。このように本稿の著者ら

の一連のシステムの主目的は各段階で異なってお

り，平常時から災害発生時は災害情報の蓄積・活用

の支援，復旧・復興時には情報交換である。しかし

各段階でモードを変更することにより， 3段階全て

で同じシステムを継続的に利用できるように設定

している。また次節で詳述するように， GISにソー

シヤルメディアを統合することで双方向性の情報

の送受信を可能にすることにより，行政の提供する

情報に加えて地域住民から提供される情報も収集・

蓄積することができる。

本稿では以上を踏まえて， GISを基盤システム

として他の情報システムを統合することにより，災

害の危機管理の各段階全てに対応した総合的な災

害情報システムを新規に開発した成果について紹

介する。この情報システムは複数のシステムの集合

体であり，運用対象地域の実情に応じてカスタマイ

ズして提供することができる。

2.3 災害情報システムとしてのソーシャルメディア

GISの概要

わが国では 1995年に発生した阪神・淡路大震災

の被害状況の GISを利用したデータベース化を行

い，復興計画に対して効果的な情報提供を行った

ことから， GISの有用性が認識されるようになっ

た。また GISに関連した法律として， 2.1節の「高

度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (IT基本

法)Jに加え， 2007年には「地理情報利用推進基本法」

が相次いで施行され，現在では私たちの日常生活の

様々な側面での利用が大いに期待されている。図 l

に示すように GISは，デジタル地図を基盤として，

データベース構築機能，情報解析機能，情報提供・

共有化機能，意思決定支援機能の大きく 4つの基本

的な機能を持つ。 GISはこれらの機能を利用して

現実世界と仮想世界をつなぎ，人や社会と密接な関

わり合いを持つ情報システムであるといえる。従来

はデータベース構築機能や情報解析機能を利用し

た研究が主流であったが，高度情報化の進展に伴っ

て情報提供・共有化機能がよく利用されるように

なった。

このことにより市民参加型 GISの開発が進むよ

うになり，住民への情報提供・共有化ツールとして

GISが利用されるようになった。この点について

は， Sieber (2006)お)によると， 1996年にアメリカ

のNationalCenter for Geographic Information and 

Analysis (NCGIA) のワークショップで， Public 

Participation Geographic Information Systems 

(PPGIS) という言葉が初めて使用された。また

Goodchild (2007)泊)は，一般の人々から自発的

に提供される情報をデジタル地図上に蓄積し，提

供・共有化することができる GISをVolunteered

Geographic Information (VGI)と呼ぴ，ソーシヤ

ルセンサとしての一般の人々の役割の重要性を示

した。市民参加型 GISの環境防災分野における例

として，新しい公共をつくる市民キャビネットの災

害支援部会注8)では，危機対応情報システム (ICS:

Incident Command System)と災害図上訓練 (DIG:

Disaster Imagination Game) を活用した協働型災

害訓練を提案・実施している。巴コミュニテイ・プ

ラットフォーム注9)では SNSとGISを統合したシ

ステムを開発し，環境防災分野においても利用して

いる。

本稿の著者らは，これらの市民参加型 GISから

さらに踏み込み，ソーシャルメディアと Web-GIS

を統合することにより，図 lに示すように GISに

利用者間における双方向性のコミュニケーション

機能を持たせた。そして環境防災分野における実

運用を目指し前章で紹介した一連の研究(大熊ら

(加13)ll)，村越ら (2014)12)， Yamada et al. (お13)13)) 

において，近年の普及が著しいソーシヤルメディア

とWeb-GISを統合して災害情報システムとしての

ソーシャルメディア GISを開発した。この災害情
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現実世界への
反映

山本

;推薦システム，
iセンサシステム ;

などとの統合

多様なデータ
ソースの利用

データの入力と

データベース
構築

データベース
構築機能

図 1 GISの諸機能

報システムの最大の特徴は，Web-GIS単体だけで

はデジタル地図を用いた単方向性の情報発信にと

どまってしまうため， Web-GIS にSNSや Twitter

というソーシャルメディアを統合することにより，

双方向性の情報の送受信を可能にしたことである。

このことにより利用者は，情報の閲覧だけではな

く投稿も可能になるため，投稿された災害情報を

Web-GISのデジタル地図上で効率的に蓄積 ・共有

することができる。また次章で詳述するように本稿

のソーシャルメディア GISでは，情報の投稿・閲

覧機能だけではなく ，他の情報システムをさらに統

合することにより ，投稿情報分類機能，災害時支援

施設確認機能 (3.2節)，コメント機能，ボタン機

能，ランキング機能 (3.3節)などの機能を追加す

ることができる。以上のように開発したソーシャル

メディア GISのコミュニケーション機能を用いて，

長期間の運用が実現できるならば，ソーシャルセン

サとしての一般の人々の意識・行動に関する情報を

収集して GISのデジタル地図上に蓄積し，空間情

報付きのソーシャルビッグデータとして GISの情

報解析機能等を用いて解析を行うことが期待でき

る。

Web-GISと統合するソーシャルメディアとして

SNSをまずは選定し，危機管理の各段階に対応し

たシステムの主目的に合わせて独自に設計 ・構築

した。これは，他のソーシャルメディアとは異な

り，SNSでは利用目的に合わせてシステムの設計-

構築を独自に行うことと，運用対象地域の地域特性

に合わせて詳細なシステム構成を行うことができ

るためである。ただし，スマー トフォンを中心とし

た携帯情報端末の普及率を鑑み，2012年度に開発・

運用評価を行った平常時，復旧 復興時を対象とし

た2種類の災害情報システムは，ソーシャルメディ

アとして SNSに加えて，主として携帯情報端末か

らの利用を想定して Twitterをさらに統合した(大

月長ら (2013) ll)， Yamada et al. (2013) 13))。しかし，

2013年度に開発・運用評価を行った平常時から災

害発生時までを対象とした災害情報システムでは，

PC用インタフェースだけではなく携帯情報端末に

最適化 したインタフェースも用意し， Web-GISと

統合するソーシャルメディアは SNSのみとした。

これは， 2012年度に開発 ・運用評価を行った結果

から，Twitterのアカウントを持たない利用者に配

慮する必要があることが明らかにな ったためであ
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る。なお日経BPコンサルテイング注10)は，わが国

では スマートフォンの利用率は個人携帯電話所有

者の 2012年には約 19%，2013年度には約 28%で

あり，近年急速にスマー トフォンの利用率が増大し

ていることを報告している。

3，災害情報システムの開発

本章では， 2.3節で紹介した災害情報システムと

しての 3種類のソーシヤルメディア GISの開発に

ついて順次説明する。

3.1 平常時の災害情報の蓄積を目的としたシステム

災害時には消防隊等の救助の手は全被災者に届

くわけでなく，平常時の防災・減災対策で被害を最

小限に抑えるためには，一人一人が日常生活におい

て防災意識を高く持つことが必要となる。そのため

には常日頃から災害時に通行すると危険な場所，自

分達の住む地域の避難場所等を的確に把握し，空間

情報付きの災害情報として蓄積することが重要で

ある。そしてこれを 「共助J["公助」へとつなげる

ためには，平常時から地域住民，企業，地方自治体

等の地域の関係主体問での災害情報の十分な蓄積・

共有が必要で、ある。防災 減災対策として，国土交

通省ハザードマップポータルサイト，各地方自治体

の防災マップ，ハザードマップ等の行政の取り組み

が代表例としてあげられる。しかしこれらは地域住

地域の災害情報

民が災害時に実際に必要とする詳細情報が少ない

ため，あまり使い易いものではなく， PDF形式で

公開される場合には情報を一括して閲覧すること

ができない。

以上の問題点を解決するために，大熊ら (2013)11) 

はWeb-GISにSNS，Twitterというソーシャルメ

ディアを加えて lつのアプリケーションとして統

合することにより，ソーシャルメディア GISを開

発した。このシステムには，基本的な機能として情

報投稿 ・閲覧機能がある。さらに地方自治体の防災

マップを参照し災害時支援施設 (避難所，帰宅支

援ステーシヨン，給水拠点等)や地域危険度に関す

る情報をあらかじめデータベースに格納している。

以上のことから平常時の防災・減災対策のために，

地方自治体と地域住民が提供する災害情報を GIS

ベースマップ上でマッシュアップし，蓄積するこ

とができる。図2にはこのシステムの PC用インタ

フェースを示す。

この災害情報システムでは， Web-GIS単体だ

けではなくソーシャルメディアを統合することに

より，ソーシャルメディアの諸機能を利用して地

域住民の経験知としての災害情報を収集・伝達し，

Web-GISのデジタル地図上で形式知として災害情

報を蓄積 ・共有することができる。以上から地域住

民が居住地域周辺の脆弱性について理解し災害
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図 2 大熊ら (2013)11)の PC用インタフェ ス
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情報の蓄積を行う経験を通して地域住民の防災意

識を高めることも期待できるため，このことで「自

助」から「共助H公助」へとつながる可能性がある。

またレジリアンス概念(回復力，復元力)に基づき，

蓄積された投稿情報を活用することにより，復旧・

復興に関する対策・準備を行う災害発生前の事前復

興の取り組みにもこのシステムを応用できる可能

性がある。

3.2 平常時から災害発生時の災害情報の活用支援

を目的としたシステム

わが国では防災・滅災対策として，各地方自治体

が地域の危険箇所や避難場所等を防災マップ，ハ

ザードマップ等として地域住民に情報を提供して

いるが，主に紙媒体.Web上の画像や PDP形式等

の地図で公開しているため，リアルタイムで情報更

新をすることが難しく，災害発生時の情報共有には

あまり適していない。また災害発生時にも効率的に

情報を蓄積・共有するためには，平常時から使い慣

れた情報システムをそのまま利用できることが望

ましい。しかし災害発生時には投稿情報が増加し

情報過多な状況となることが予想できるため，シス

テムによる投稿情報の自動分類が必要となる。

村越ら (2014)12)は以上の問題意識に基づき，大

熊ら (2013)11)のシステムを基盤として，利用期間

を平常時の防災・減災対策から災害発生時の避難行

動支援，帰宅困難者支援まで拡張し災害情報の蓄

積・活用支援のために.Web-GISとSNSを統合し

たソーシャルメディア GISを開発した。利用期間

を拡大した最大の理由は，平常時からこのシステム

を利用して慣れ親しんでおくことにより，災害発生

時の緊急性がとても高い段階でも，このシステムを

そのまま利用し続けることが期待できることであ

る。このシステムでは Twitterを統合せず. PC用

インタフェース(図 3) に加えて，携帯情報端末向

けに最適化したインタフェース(図 4) も用意した。

このシステムでは，情報投稿・閲覧機能，地方

自治体と地域住民が提供する災害情報のマッシュ

アップという機能は大熊ら (20l3)11) とほぼ同様で、

あるが，さらに投稿情報分類機能，災害時支援施設

確認機能が追加されている。前者の機能では，投稿

情報が危険性，安全性のうちのどちらに関連するも

のであるのか，テキスト情報からシステムが自動で

判断し.Web-GISのデジタル地図上に危険情報は

赤色，安全情報は緑色の半透明で、描画する。この

ことにより，災害発生時に避難者が避難行動中に携

帯情報端末の小さな画面を見る時であっても，危険

地域，安全地域を一目で判断することができる。ま

た後者の機能では，地方自治体が、提供する情報を基

に，利用者は災害時支援施設のカテゴリや現在地

からの距離を任意に指定して検索し，検索結果を

Web-GISのデジタル地図上に表示させることがで

きる。

この段階で問題とされるのは，インターネットの

通信環境(インターネットの接続，電気情報端末

の利用など)である。しかし自動車等に搭載した移

動性のインターネット基地局，ソーラ可搬基地局に

よる無線通信，衛星通信などによるインターネット

の接続環境の確保，ハイブリッド自動車等を用いた

電気供給，携帯情報端末のバッテリー持続時間の延

長など，関連分野における技術開発が急速に進みつ

つあるため，近い将来に解決される可能性が高い。

3.3 復旧・復興時の複数地域間での情報交換を目

的としたシステム

第1章及び第2章で述べたように，東日本大震

災の復旧・復興時に多様な公共情報コモンズが重

要な役割を果たしていたが，単方向性の情報提供

だけではなく，双方向性の情報交換を行うことが

できるシステムもよく利用されていた。 Yamadaet 

al. (2013) 13)は2.2節で列挙した既存研究・既存サー

ビスを参考に，複数地域間での情報交換を行うこと

ができるソーシヤルメディア GISを開発した。図

5にはこのシステムの PC用インタフェースを示す。

このシステムは情報投稿・閲覧機能，システムの基

本的な構成は大熊ら (2013)11) とほぼ同様であるが，

コメント機能，ボタン機能，ランキング機能をさ

らに付加していた。コメント機能を用いることによ

り，複数地域間，特定地域内で利用者間でのコミュ

ニケーションを取ることができる。ボタン機能を用

いることにより，利用者間での簡易なコミュニケー

ションを取ることができるとともに，投稿情報の重

要度を評価することができる。また投稿情報一覧で

は，ランキング機能を用いてボタン機能の利用頻度

が多い順に投稿情報を掲載することにより，重要な

投稿情報が埋没することを防ぐことができる。

さらにこのシステムの目的は，平常時と緊急時で

異なっている。平常時は地域・観光に関する情報を

それぞれの地域内で発掘して発信し合い，複数地域

間で情報交換すること，災害の復旧・復興段階など

の緊急時は被災地域域内外で必要なヒト・モノ等に

関する情報を交換し被災地域域外から必要とされ

る場所にこれらを迅速に届けることが目的である。

つまり緊急時には，被災地域域内の利用者には被害

に関する情報，必要なヒトやモノ等に関する情報を

発信していただくこと，被災地域域外の利用者には

これらの情報に対応していただくことを想定して

いる。以上のことより，姉妹都市などの地域間交流
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を行っている地方自治体問で，このようなシステム

を平常時から利用していただくことにより，災害の

復旧・復興段階では被災地域の効率的な支援が実現

できる可能性が期待できる。

4.災害情報システムとしての

ソーシャルメディア GISの今後の展望

前章で紹介した 3種類の災害情報システムとし

てのソーシャルメディア GISは，表 1に示すよう

に18歳以上の地域住民を対象としてそれぞれ2ヶ

月間運用した。運用対象地域は，平常時，平常時か

ら災害発生時の災害情報システムは東京都調布市

であるが，復旧・復興時の災害情報システムは東京

都多摩地区と山梨県東部地区の2地域間とした。全

てのシステムともに，災害の中でこれらの地域で最

も懸念されている地震災害を主として想定し，前章

で紹介した各主目的に従って平常時にそれぞれ運

用した。つまり，平常時のシステムは防災・減災対

策のために，地域住民から災害情報を収集し，地

方自治体の提供する災害情報とともに GISベース

マップ上でマッシュアップして蓄積した。平常時か

ら災害発生時のシステムは，主として投稿情報分

類機能，災害時支援施設確認機能の利用により，平

常時から災害発生時まで同じシステムを継続的に

用いて，行政の提供する災害情報に加えて地域住民

から収集した災害情報の蓄積・活用が可能か確認し

た。復旧・復興時のシステムは，平常時に運用した

ため，地域・観光に関する情報を上記の 2地域内で

発掘して発信し合い， 2地域間でこれらの情報を交

換した。表lから， 3種類の災害情報システムと

もに，利用者としては 20歳代が過半数以上であり，

日常生活において多様な情報システムの利用に習

熟している世代が多かったことがわかる。

運用後には，利用者への Webアンケート調査結

果，本運用中のログデータを利用したアクセス解析

と投稿情報の分析の結果を基に運用評価を行った。

評価項目は， Webアンケート調査結果では各機能

に関するシステムの操作性，利用者意識や今後の利

用希望に関するシステムの利用効果，本運用中のロ

グデータを利用したアクセス解析結果ではシステ

ムの利用状況，投稿情報の分析結果では投稿情報の

傾向である。運用評価結果から共通して抽出できた

課題として第ーに，運用対象地域において，地域コ

ミュニテイ，市民団体，地方自治体だけではなく消

防や警察などとも連携し，より幅広い利用者層の参

加によりシステムを運用することがあげられる。そ

のためには，地域社会との連携をさらに強化して，

システム， PCや携帯情報端末等の情報ツールの利

用講習会を開催するとともに，防災訓練や避難訓練

等では災害発生時を想定して幅広い年齢層に実際

にシステムを利用していただくこと，情報ツールの

利用に長けた若年層等が特に高齢者層のシステム

の利用を支援するしくみ(利用時のサポート，代理

での情報投稿など)を作ることも含めて検討する必

要がある。

第二の課題として，各利用者のニーズ，噌好に合

わせてインタフェースをカスタマイズすることに

より，ユーザピリティをさらに向上させることがあ

げられる。また第三の課題として， 2.3節で述べた

ように災害情報システムの長期的な実運用が実現

されることにより，空間情報付きのソーシャルビッ

グデータとして投稿情報を収集し， GISの情報解

析機能にテキストマイニング等の手法を組み合わ

せた解析を行うことにより，地域社会における防

災・滅災対策に対してより効果的な情報提供を行う

ことがあげられる。

さらに災害情報システムの開発の次段階として

図1に示したように，ソーシャルメディア GISに

表 1 一連の災害情報システムの運用と運用評価の概要

本稿の
利用期間の想定 運用期間 運用対象地域 利用者 利用者の特徴

該当箇所

3.1節 平常時
2012年

東京都調布市 75名
20歳代が約 72%，30歳代と 40

11 月 ~12 月 歳代がそれぞれ約 40%

3.2節
平常時から 2013年

東京都調布市 56名
20歳代が約 52%，40歳代が約

災害発生時 10 月 ~11 月 20%， 50歳代以上も約 16%

3.3節 復旧・復興時
2012年 東京都多摩地区と

45名 20歳代が約 93%
11 月~ 12月 山梨県東部地区
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は，推薦システムとの統合により膨大な量の情報の

中から各利用者に適切な情報を提供することと，セ

ンサネットワークシステムとの統合により多様な

情報を継続的に収集・蓄積することなどが期待でき

る。前者に関しては， Ikeda et al. (2014) 40)では観

光スポット情報を対象として，ソーシャルメディア

GISと推薦システムとの統合により，各利用者の

晴好に適合した情報を提供するソーシヤルリコメ

ンド GISを既に開発している。このソーシャルリ

コメンド GISを環境防災分野に応用し，日常生活

を考慮して，居住地・勤務地の地域特性，防災・減

災対策などに合わせて，各利用者に必要な災害情報

を効率的に提供するシステムを開発できる可能性

がある。

5.おわりに

以上のように本稿では，環境保全と防災の双方を

1つの研究体系に位置付けて捉え，これらを融合し

たアプローチが必要であるとの認識に基づき，災害

の危機管理を平常時，災害発生時，復旧・復興時の

3段階に分類して，本稿の著者らの主として地震災

害の防災・減災対策を想定したシステム開発成果を

引用し，上記の各段階全てに対応した災害情報シス

テムとしてのソーシャルメディア GISの開発と課

題について紹介した。環境防災分野における災害情

報システムの開発では，特に災害発生時に実際に利

用可能なことが必要不可欠な条件となるため，イン

クルーシブデザインの手法を用いてシステム設計

の段階から地域コミュニテイ，市民団体，地方自治

体など実際に利用していただく方々の意見を的確

に反映させるとともに，社会的変化，情報通信技術

の進化を考慮して継続的に改善していくことが重

要である。また開発したシステムは，地域コミュニ

ティにおいて実際に運用し，利用者へのアンケート

調査，ログデータのアクセス解析，投稿情報の分析

などによる運用評価を必ず、行って，システムの改善

を図ることが必要である。さらに運用評価の結果に

基づき，地域コミュニテイ，市民団体，地方自治体，

警察，消防，研究者等の参加による運用・管理体制

を，運用対象地域の実情に合わせて提案し，開発し

たシステムの本格的な導入と長期的な運用を目指

すことが望まれる。以上のことに加えて，開発した

災害情報システムの環境防災分野における応用と

して，実際の環境対策に用いることができる機能を

このシステムに組み込んで運用し，利用範囲をさら

に拡大することを検討する必要もある。
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