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　文理融合、学問の新しい体系の構築を戦略的な課題として、全学の共同利用研究所として 1996 年に

開設された中部高等学術研究所は、2016 年に 20周年を迎えます。これを機に来年度から、連続シン

ポジウム「デジタルアース時代の危機管理、安全・安心社会を考える」を企画しています。本シンポジ

ウムは、その序幕を開くものであり、平成 24年度から取り組んできた「デジタルアース（俯瞰型情報基盤）

による『知の統合』」１）の課題の一つである、「国際災害支援情報基地構想」２）の実現に向けた、文理融

合型産官学ネットワークの形成を目指して開催します。今回は特に、インテリジェント・オペレーショ

ンション・システムによる無人航空機 (UAV) の開発と応用分野３）に焦点をあて、機器展示を行います。

さて、災害に対する予防力や回復力を高めるには、

①平常時からの情報プラットフォームの構築と、多様な当事者で行う「エビデンスに基づく開か

れたリスクコミュニケーション」により想定外を克服すること

②災害時の当事者（産官学民）の協働による機動的対応を支援する「動的な情報の収集と共有、  

可視化」

が不可欠です。広域複合大災害には、組織単体では立ち向かえません。そこで、GIS、UAVなど最新の

ICT を活用した、「国際災害支援情報基地」という新しい危機管理のシステムの構想を提案するものです。

　安全・安心で持続可能な社会の構築、新産業創生、国際貢献など、多角的で総合的な視点から、「国

際災害支援情報基地構想」を夢のある未来プロジェクトとして、積極的に推進して参りたいと思います

ので、ご支援をどうぞよろしくお願いします。

中部大学　知の統合基盤デジタルアース研究センター長　福井 弘道

シンポジウムの背景とねらい
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福井 弘道
中部大学教授、中部高等学術研究所長
中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター長
国際GISセンター長
理学博士。名古屋大学大学院理学研究科、民間シンクタンク研究員、慶應義塾
大学教授等を経て、2011年から現職。中国科学院客員教授、（一社）環境創造研
究センター理事長、「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研
究拠点」代表等を兼任。
専門は地球環境学、国土学、空間情報科学で、「デジタルアースの構築」とその
環境や防災・減災等への応用に取り組む。

提　案　「国際災害支援情報基地構想について」

１）デジタルアース（俯瞰型情報基盤）による「知の統合」の研究拠点の形成とは
　地球温暖化やエネルギー問題、複合広域災害など、人類社会の発展にともなって生起した問題は、複数の 
学術分野を横断する「問題複合体」である。また常に不確実性や意思決定に関する多様な利害関係が存在す 
るため、専門知の統合だけではなく市民による集合知を含めた「知の統合」が必要不可欠である。そのため、 
関連する現象の様々なデータを統合し、地域から地球まで問題の全体像を俯瞰的に捉え、適切な対応策を解析・ 
検討するデジタルアース（俯瞰型情報基盤）の開発と、それを問題複合体に応用・運用し合意形成を支援す 
る仕組み（制度設計）が求められる。本研究プロジェクトではその実現のため、日常時のリスクコミュニ 
ケーションから緊急時の危機管理支援までを事例に、「知の統合」と「意思決定」手法の提案や実験を行う研
究拠点を形成し、その支援システムの社会的な実装および技術移転を最終目的とする。
　本研究により、専門家間や、専門家と意思決定にかかわる市民との間で情報の共有が進み、不確実性や利害 
関係に関する議論の深化が促進され、「知の統合」・「合意形成」が実現することで、社会的要請の高い問題複 
合体に対し、解決策を見出すプラットフォームが構築されるとともに、新しい知の創造が期待される。
　中部大学 中部高等学術研究所は、持続可能な社会の形成のために学問の再構築を目標に、文系・理系といっ 
た枠にとらわれない多様な研究者が参加する全学の学際的な知の融合拠点として設立され、国際 ESDセンター 
および国際GIS センターが設置されている。本研究プロジェクトは、デジタルアースによる知識・技術を活 
用して、「持続可能な社会の構築」「安心安全な社会の構築」を目標として設置された国際GIS セ ンター／知 
の統合基盤デジタルアース研究センターが中核研究機関として先導するもので、本プロジェクトはその具体 
的で実証的な研究活動として位置づけられる。

２）国際災害支援情報基地構想とは
　経済成長を支えてきた急激な工業化とそれに伴う都市化は、自然環境の悪化や都市環境の脆弱化という事 
態も招いた。少子高齢化が本格化する中、持続可能で、レジリエントで安全な国土・地域づくりは、喫緊の 
課題である。近年、地球の気候変動や自然災害に関する報道が大変増えたと実感されるように、日本では東 
日本大震災の複合巨大災害をはじめ、度重なる大型台風やゲリラ豪雨などの災害があり、アジアにおいても 
地震、津波、洪水といった災害が多数発生している。とりわけ災害に対する備えが脆弱なアジア地域にとって、 
自然災害は人間の安全保障に対する大きな脅威となっており、今後も恒常的に発生するものとして、適切に 
対処していかなければならないことを認識する必要がある。
　そこで、減災や防災に向けた災害救援活動について先進的に取り組み、先端技術と災害経験、知恵をもと 
に新たな社会基盤やシステムを開発、防災産業群を創生して、国内外にパッケージとして具体的に提供、実 
践する、新しい地域開発としての「国際災害支援情報基地構想」を提言する。特に中部圏は、南海トラフ巨 
大地震など広域大災害の想定される地域であり、同時に、先端産業の集積する地域で、日本の地理的中心 
かつこれまでの国際支援の発進基地でもあったことから、まず中部地域で本構想の実現を目指す。
　国際災害支援情報基地構想は、日本やアジアでの大規模災害の発生時に、地理空間情報システムや多様なセ 
ンシングシステムを活用して、迅速に情報収集を行い、瞬時に状況を把握して、その分析に基づき必要な資
機材を投入、最適な救援活動を可能にしようというものである。

３）インテリジェント・オペレーション・システムによる無人航空機の開発応用分野について
　大規模な災害発生直後には、人命救助のために、正確で迅速な情報把握は不可欠である。そのため、防災 
分野においての無人航空機への期待は高く、無人航空機等を活用することで、広域エリアの災害発生直後の 
被災地情報を迅速に収集・分析して、人命救助とその後の迅速な復旧作業に貢献することが可能になる。 
　特に、長距離の高積載無人航空機の開発は日本国内では、まだほとんど進んでいない。その背景には、電波 
法、航空管制法等の法律（社会環境）面と、機体およびその管制・制御装置、統合システム（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ・
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・ｼｽﾃﾑ）の開発など技術面の、双方に多くの課題が存在している。
そこで、インテリジェント・オペレーション・システムと同期した長距離無人航空機という新分野の研究
開発を行い、開発環境を整備する行政機関とも連携して、早期から災害目的の利用者のニーズに合致した日
本国内でのサプライチェーンを構築することが必要となる。今回の文理融合型シンポジウムは、このような
技術的、社会的、経済的、法律的等の側面からの議論を広げ、無人航空機の国際的な防災への発展的利用の
実現に向けて、広く社会へ認知を得ることを目的として実施する。

提　案「国際災害支援情報基地構想の実現に向けて」
Towards Global Disaster Force and Information Base for Emergency Management
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提　案　「国際災害支援情報基地構想について」

Tim Foresman is a senior Science, Engineering, and Education leader. He has been active in helping organizations reach their full potential and address the 
challenging issues of better stewardship for managing human and ecological resources while focusing on the goals for sustainable and higher living standards. He 
served as the United Nations’ chief environmental scientist with the United Nations Environment Programme in Nairobi, Kenya. He also served at NASA Headquarters 
as the national manager for the Digital Earth Initiative under Vice President Al Gore, which led to many developments, including Google Earth.
He continues to be an advocate for the use of scientific visualization technology and spatial information systems (Earth Observation, GIS, Big Data Analytics) and 
engaging citizens through crowdsourcing and innovative social media for community decision support and digital democracy. He currently serves as the SIBA Chair 
for Spatial Information at Queensland University of Technology where he leads a coalition of economic, academic, government, and community organisations 
targeting the integration of advanced technologies in engineering, planning, clean energy and operations for a prosperous and sustainable future.

基調講演「Disaster Management on a Digital Earth」
（デジタルアース時代における地球の危機管理）

Natural and human-related disasters are a reality for our lives on the planet. As populations grow, disaster events will increasingly impact signifi-
cant numbers of people and property. The frequency of disasters is potentially increasing due to shifts in climate patterns, while the density of 
human activities is increasing multiple risk factors for human and industrial operations. How insurance companies view disasters can provide a 
frank economic discussion of the valuation of lives and properties. People who cannot afford insurance are excluded from the global economic 
system of economic relief from loss of property and lives. Nations, however and the litany of relief organizations and humanitarian groups will 
continue to accept the challenge of coming to the aid of the less fortunate impacted by disasters. 
Japanese government leadership in the United Nations International Strategy for Disaster Reduction has been demonstrated by the Hyogo 
Framework for Action 2005-2015 and the more recent Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. This leadership is driven in part 
by the sober experience of Japan to disasters from typhoons, earthquakes, and tsunamis, as well as with recent complications from the Fukushi-
ma Daini Nuclear Power Plant disaster. The application of best-available-technology represents a strong area for Japan’s contributions to this 
important issue. The Chubu University symposium on Digital Earth and Disaster Management continues to these contributions.
How humans view and react to disasters is a lively topic across numerous disciplines including psychology, as humans tend to not harbor a 
balanced understanding of true risks. In fact, humans continue to place their families and communities into harm’s way as a result of this 
misguided behavior thinking. Therefore, many factors including human psychology and behavior economics must be brought to the equation 
when attempting to address or improve disaster management and relief. Improved design and planning by government agencies is required to 
overcome the short-term or misguided perceptions about risks to provide effective safety and security for their citizens. Unfortunately, there are 
myriad examples of shortfalls by governments, regulators, and industry that component unknown risks for humans.
Recently, the government officials of Michigan and the city of Flint have admitted to defaulting on their responsibilities in the supply of safe 
drinking water. Using the excuse of saving money, the city leaders switched water supply with the result that polluted water entered homes and 
corrupted the piping system causing serious lead poisoning to thousands of children and residents. Bridge inspections throughout the USA have 
been falling behind and lack sufficient funds for repairs. The 2007 Minneapolis bridge collapse was a stark reminder of the impact from lax 
infrastructure maintenance. The 2010 BP Deep Water Horizon oil well failure has demonstrated the outlier that exist in disaster management; 
conditions that can and will occur from industrial operations causing billions of dollars in environmental damage and loss of life. The Bhopal, 
India accident in 1983 was horrific with 1,700 lives lost. Whether acute catastrophes or chronic pollution, like the infamous Minamata mercury 
poisoning in the 1950s, industrial accidents represent the domain where effective engineering and governance should have a positive effect on 
disaster reduction. Unfortunately, lax inspections and corruption will continue to generate industrial accidents and infrastructure failures.
With respect to natural disasters, increased application of technology and global cooperation are having a positive impact. The 2004 Boxing Day 
tsunami in the Indian Ocean was a clarion call to nations of the potential for calamitous natural events to any country. The seeds for better 
tsunami warning networks and improved coordination of humanitarian efforts were borne of this horrendous event. International agencies and 
the United Nations stepped up their coordination activities and put forth new agreement vehicles to share in data and information resources 
when disaster conditions warrant cooperation. 
Both the Hyogo Framework and the Sendai Framework recognized the value of technology and communication in disaster management. This 
recognition allows the Digital Earth (DE) community an opportunity to share with the disaster management professionals and agencies a new 
model, with tremendous potential, for DE technology to significantly upgrade existing operations. It is suggested that through both educational 
awareness and alignment of key technology groups, that vastly superior capacity for disaster management could be achieved. These achieve-
ments can be made in the next five to ten years if the DE mode of data and information collaboration and diffusion is able to transform existing 
hierarchical command and control centers. A vision of a DE enabled disaster management era will be presented. 
A couple examples highlight the positive promise of DE technological collaboration for disaster management. The Committee on Earth Observa-
tion Satellites (CEOS), a DE affinity group, helped to foster the creation of the Group on Earth Observation (GEO https://www.earthobserva-
tions.org), which has a number of disaster related activities that include the major international space-related agencies, e.g., JAXA, ESA, ASI, 
CNES, CSA, DLR, NASA, NOAA, and USGS. The International Charter on Space and Major Disasters was created by these groups to provide for the 
charitable and humanitarian use of satellite data to relief organizations in the event of major disasters. Earth observations, standards for field 
operations and coordination, and other technological advances for interoperability and visualisation represent key elements of the Digital Earth 
community’s continued development and contributions for disaster management.
At the grass-roots level, international cooperation in using DE technologies is exemplified through the Digital Humanitarian community 
(http://www.digital-humanitarians.com/). This robust collaboration has adopted the use of drones and citizen-science based approaches to 
rapid mapping and field support for relief aid agencies using smart phones and innovative applications. Using advances in big data analytics and 
other advanced spatial-analytics and computational applications, volunteers are creating a force-multiplier for nations and relieve agencies. This 
volunteer humanitarian movement will need to be better understood for the disaster community to take full advantage of these incredible 
resources. The Digital Earth vision is coming of age to better prepare for and respond to the realities of our human and natural disasters. 

Prof.Dr. Tim Foresman
ティム・フォースマン
SIBA Chair in Spatial Information

QUT(Queensland University of Technology)
クイーンズランド工科大学

Institute for Future Environment
未来環境研究所
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取組紹介「JAXA における災害管理の取り組みー Sentinel Asia」

取組紹介「防災分野におけるUAVの利用事例と展望」

センチネルアジアは、JAXA の宇宙技術利用促進戦略の一環として進めているプロジェ
クトであり、APRSAF（アジア太平洋地域宇宙機関会議）の提唱で 2006 年より活動を開
始した、アジア太平洋地域におけるボランティアベースでの防災宇宙技術利用のための
国際協力枠組みである。　活動開始当初は 14 ヶ国 27 機関であった JPT（Joint Project
Team）メンバーは、10 年経過した 2016 年 2 月現在で 25 ヶ国 100 機関（15 国際機関
を含む）に増加しており、JAXA はその事務局を務めている。
センチネルアジアでは、アジア太平洋地域の宇宙機関、研究機関、防災機関が協力し、
自然災害発生時の状況を地球観測衛星を用いていち早く観測し、専用の WEB サイトを
介して情報共有し、災害対応活動や防災活動に役立てる取り組みを行っている。現在そ
の活動は大きく①緊急観測②キャパシティビルディング③ワーキンググループ④サクセ
スストーリよりなる。　緊急観測においては、防災ユーザ（JPT メンバー及びアジア防
災センター（ADRC）加盟国）からの緊急観測要求（EOR）により、DPN と呼ばれる衛
星観測データ提供機関（現在 JAXA、ISRO（インド）、NARL（台湾）、GISTDA（タイ）
他全 7機関が加盟）が緊急観測を実施し、取得した観測データをDAN（データ解析ノード）
と呼ばれる解析担当機関が被災状況の把握のための解析とGISプロダクツの作成を行い、
そのプロダクツを防災機関が現地災害対応活動に活用する。
キャパシティビルディングでは、DAN や防災ユーザが衛星データや GIS プロダクツを
有効に活用するための能力向上を目的としている。WG は災害種別毎の災害対応手法や
宇宙技術利用手法の向上に関する情報交換や研究を、サクセスストーリはパイロット国
における end-to-end の社会実証プロジェクトを進める取り組みである。
センチネルアジアは、その発足以来段階的に活動範囲を広げ、2013 年からは発災直
後の緊急観測対応に加え、測位衛星や環境観測衛星も活用して災害への備えや被災後の
復興計画にも役立てる活動を目指している（Step3）。更に 2015 年からは Step３の進化
の方向として、将来はセンチネルアジアが持続的なアジア太平洋地域防災宇宙技術利用
プラットフォームとして自律できるよう、参加メンバーである宇宙機関、研究機関、各
国防災機関が WIN-WIN の関係のもとセンチネルアジアを支えられる体制の構築を目指
した取り組みを進めている。

伊藤 道夫
JAXA（宇宙航空研究開発機構）
衛星利用運用センター
Sentinel Asia 事務局長

東大大学院工学修士。JAXA衛星利用運用セ
ンター技術領域リーダ。センチネルアジア事
務局長。NASDA（現JAXA）入社後ロケット開
発、国際宇宙ステーション日本実験モジュー
ル開発等を経て2012年より国連アジア太平
洋経済社会委員会に宇宙技術専門官として
在籍、アジア太平洋地域防災への宇宙技術利
用に関する国際調整に従事。帰国後2015年4
月より現職。

　低高度からの機動的な空撮を可能とする小型 UAV は、災害のリスク評価、監視、対応
に有用な道具である。我々は東日本大震災以降、各種災害の調査研究に小型 UAV（回転
翼機および固定翼機）を活用して来た。回転翼機は操縦が容易で離着陸場所を選ばない。
一方固定翼機は長距離の飛行ができるとともに、機体が発泡スチロール製のため墜落時
の安全性が高い。
　【建物分布調査への応用】

災害リスクの事前評価には建物や構造物の種類と分布を把握しておく必要がある。小型 
UAV 空撮により、建物の位置、３次元形状と周辺微地形、外観から推定される構造種別 
など効率よく把握できる。対象が居住地で、かつ範囲も広いため、安全な固定翼機が適 
している。

　【災害調査】
小型UAVは災害発生時に機動的な運用が可能である。被害の把握、要救助者の捜索、二 
次災害防止のための状況監視、復旧・復興計画策定支援のための災害マップ、災害の記録、 
デジタル災害遺構、平時の住民向け防災マップ、街の開発記録など、様々な活用が考え 
られる。いずれも主として安全性の観点から固定翼機がより適している。

　【河川監視】
災害の河川施設の状況把握や平時の河川管理に、長距離を安全に飛行できる固定翼機が 
有用と考えられる。一か所の離着陸場所から上流と下流それぞれに向かって 10 ‒ 15km 
の区間を、２回のフライトで撮影できる。

　【火山監視】
火山活動の予測には火口内の地形や温度の、平時との比較と高頻度の監視が有用である。 
固定翼機を用いれば、立入制限区域の外から山頂火口までの高度差 1000m、往復距離 
10kmを超える飛行が可能である。

　【課題と展望】
近距離の詳細な調査や、医薬品等の物資の運搬には回転翼機が適しているが、居住地を 
広範囲で飛行する一般の災害調査では、安全性と飛行距離の観点からは固定翼機がより 
適している。固定翼機は着陸が難しいため、回収技術の確立が課題の一つである。大規 
模な災害の発生時には捜索・救援の有人航空機との干渉が起こり得る。小型UAVに野鳥 
のような衝突回避機能を付加すること、および有人機と無人機を統合した管制システム 
の開発・構築は大きな課題である。

　現在の小型 UAV は市販品であっても運用に専門知識と経験を要する。小型 UAV を災害
情報収集ツールとして実用化するためには、災害対応の担い手である全国の消防隊員や
自治体職員がより容易に活用できるように、電池を入れて放り投げるだけで決められた
コースを飛行して帰還し、写真のフォルダをドラッグドロップするだけでオルソ写真や
３次元モデルを作ってくれるような利用システムの開発が望まれる。

井上 公
防災科学技術研究所
災害リスク研究ユニット
統括主任研究員

1988年建設省建築研究所国際地震工
学部研究員
1996年防災科学技術研究所地震活動
研究室
2009年まで地震研究に従事
現在は主に開発途上国における災害
軽減技術の開発と普及に従事
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中部大学の取組紹介「相互運用GIS のセンサーネットワークの視点から」

中部大学の取組紹介「市民参加型GIS の視点から」

中部大学の取組紹介「情報インフラの構築の視点から」

中部大学の取組紹介「人間の安全保障の視点から」

　近年、センサーの小型化と低価格化、それらをフィールドに配置するためのプラットフォー
ムの普及、携帯インターネットにより、大量に環境センサーを屋外へ配置し環境データを取
得することができるようになってきた 。このようなデータはいままでの環境観測網に比べて
空間密度や即時性が高いので、 農業、災害をはじめさまざまな分野で大変有用なデータソー
スとなることはいうまでもない。一方で、そのデータが多様かつ多量であるので、効率的に
上位のアプリケーションへ供給するための仕組みとして、データとシステムの相互運用性（イ
ンターオペラビリティ）の実現が強く求められる。センサーデータの観測位置、時間、観測対象、
処理方法、単位が共通の記述方法および API によって Web Service として提供される必要が
ある。ここでは空間情報の標準団体である OGC ( Open Geospatial Consortium) が規定する
SOS ( Sensor Observation Service) を採用したインターオペラブルなセンサー情報基盤の IT 
農業への利用を紹介しながら、災害への応用を展望する。

本多 潔
中部大学国際GISセンター

竹島 喜芳
中部大学国際GISセンター

　安全・安心な社会を構築するためには、災害を察知し対処することが何よりも大切だ。
市民が、生活の中で受けている感覚を GIS によって蓄積し共有すれば、その情報は、災害
察知や災害規模把握のためのセンサーネットワークと同様の役割を果たすが、市民参加型
によって集積される情報の効用はそれだけに留まらない。現象を目にして判断された情報
は、災害の社会へのインパクトを直接記述するものであり、情報そのものが共助・公助に
おいて適切な行動の最適解となり得る。また、さまざまな立場の市民が、災害を想定して
行う地域の安全点検などによって集積される空間情報は、自助・共助・公助のどの場面に
おいても減災に貢献するものとなる。とはいえ、個人情報保護・匿名性の確保・責任ある
情報発信・情報利用の対象や可視化の方法など、まだ未整理な事柄も多い。今後、地域に
散在するローカル知活用のための環境整備が急がれる。

　現在、世界では「人間の安全保障」の観点から災害に対処しようという考え方が定着しつつあ
る。人間の安全保障とは、冷戦時代に盛んだった「国家の安全保障」だけでなく、民衆一人一人が
安全を保障される必要があるという思想である。2012年、この思想は国連総会で共通理解が決
議され、今やグローバルな概念として認定されている。今回のシンポジウムが提唱する災害情報
基地構想は、このような「人間の安全保障」の思潮にぴったりと合致している。すでに日本政府は
、国連の「人間の安全保障基金」に多額を拠出し、この思想にもとづく多くのプロジェクトを支援
してきた。中部大学も、地域の防災に役立つ体制と人材づくりをいっそう推進し、「人間の安全保
障」をローカルなレベルで、他に先駆けて実現すべきであろう。それこそ、「ローカルなものこそ
グローバルである」という思想を実行することにつながる。 三浦 陽一

中部大学国際人間学研究所

　3 つのキーワード ”Edge” “Triage” “Kizuna” を つかって、情報インフラの在り方について
紹介する。Edge とは防災基地から見たときの最外縁部を意味する。多くの人たちが持って
いるスマフォなどの携帯端末は、災害現 場においてリアルタイム・センサに早変わりし、
現場（Edge）から災害情報基地へと情報を伝えることができる。基地では、受け取った雑
多な情報の中から動的集合知へ統合 される。同時に、時間の経過とともに、情報の担い手
関係が動的に変質していく。動的な環境での「情報 Triage システム」が備えるべき特性の
理解について、また、基盤となる Kizuna を もった災害に強いコミュニティづくりについて、
取り組みを提案したい。 高丸 尚教

中部大学情報科学研究所
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展　　　示

試験機 Terra-06
翼長 /4m、全長 /2.6m
機体重量/20キロ
飛行速度/Speed
　最大 130km/h
　巡行 80km/h－100km/h
航続距離/500km
航行時間/５時間

最高飛行高度/5000ｍ
搭載物重量/15㎏
動力/ガソリンエンジン
排気量/110cc
燃料/5リットル

無人航空機管制システム

試験機 Terra-04
全長 /1.98m、翼長 /1.17ｍ
動力 / 電動モーター

試験機 Terra-05
全長 /2ｍ、翼長 /高 2ｍ
動力 /ガソリンエンジン

通信モジュールの開発
（衛生通信、LTE 他）

　衛星通信を活用した無人航空機の制御

展示①：中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター
　中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターは、2014年４月に
　「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」文部科学大臣の認定を受ける。

展示②：株式会社テラ・ラボ（中部大学GISセンターの研究協力のもと、中部大学発ベンチャーを目指す研究株式会社）
　株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける。
※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

危機管理情報収集車両

デジタルアース・ルーム（モニター）

フライトコントローラー
設計、開発

デジタルアース・ルーム（システム）

DJI Phantom 3→

←senseFly eBee
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―開会挨拶― 

学校法人中部大学 理事長・総長 飯吉 厚夫 

 皆さん、こんにちは。今日は、お忙しい中、「国際災害支援情報基地構想の実現に向けた文理融合型

産官学ネットワーク形成国際シンポジウム」に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。特に、

オーストラリアからお越しいただいたクイーンズランド工科大学未来研究所のフォースマン教授、JAXA

の伊藤様、防災科学技術研究所の井上様には、遠くからお越しいただきまして、まことにありがとうござい

ます。

 私からは、本シンポジウム開催までの経緯や背景といったことをお話しし、最初の御挨拶としたいと思

っております。 

 本シンポジウムは、平成 24 年に文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択され、

中部大学においてデジタルアース（俯瞰型情報基盤）による「知の統合」の研究拠点の形成ということで

研究を続けておりましたが、その成果の一部として実施するものです。この研究母体としては、福井先生

を長とする中部高等学術研究所（中高研）の国際 GIS センターが中心となっております。 

 中部大学中部高等学術研究所といいますのは、ちょうど今年で創立 20 年になりますけれども、1996 年

の発足当初から学外との共同研究、文理融合という二つのテーマを中心に活動してきた研究所です。

当初は人間の安全保障のようなことを議論してまいりましたけれども、2003 年からは、長期的に取り組む

べき社会の課題として SD（Sustainable Development）、すなわち持続可能な開発と社会、持続可能性

を追求する科学はどうあるべきかというようなことを研究テーマにしてきております。その後、2011 年には、

国際 GIS センターと国際 ESD センターの二つを附置研究所として構成することにいたしました。GIS セ

ンターを活用して空間（Space）と時間（Time）を軸に地球上で発生するさまざまな事象を多様な視点か

らマッピングし、それを統合する過程で「知の統合」を実現できるのではないかという考え方からです。

 時をほぼ同じくしまして、東日本大震災が発生いたしました。3.11 の東日本大震災、福島原発事故の

広域災害からも間もなく５年を経ようといたしております。1,000 年に一度と言われております規模のリスク

に直面したわが国は、いわば 1,000 年に一度の大きな社会変革を求められているのではないかと思いま

す。一方、昨年末の COP21 では、人類最大の脅威である気候変動にどう立ち向かうかという議論がなさ

れました。このように、気候変動と巨大災害というのが今まさにわれわれが受けている大きな課題ですけ

れども、この二つが示していることとして、変動する複雑な地球システムの中で安定した人間社会、人間

圏のあり方はどうあるべきかということが問われているのではないかと思います。 

 地球の未来を考えるには、まず地球の現状を正しく知り、複雑な人間と自然との相互作用について総

合的な視点から取り組むことが重要だと思います。それには、本事業で取り組む地球を俯瞰できる情報

基盤であるデジタルアースが必要になると思います。このような視点から、今年創立 20 周年を迎える中

部高等学術研究所において、今日の表題にあります「デジタルアース時代の危機管理、安全・安心な

社会を考える」をメインテーマとして、来年度の４月から連続のシンポジウムを企画したところです。本日

はその序幕ともいえる企画として、災害への対応を中心に、今後必要となるであろう新しい社会システム

としての国際災害支援情報基地を提案させていただき、そのために必要なものは何かなどについて文

理融合した幅広い視点から議論をしていただきたいと願っております。これにつきましては、この後、福井

先生から詳しい説明があると思います。 

なお、私ども中部大学は、このほかにも、国際 ESD 拠点の一つとして活躍しております。また、デジタル

アースを構築して地球的視野から地域のデザインを考え、環境や防災などの問題複合体に取り組む研
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究を積極的に推進してきたことが評価され、昨年の４月、国際 GIS センターが文部科学省からデジタル

アースを研究するわが国唯一の共同利用・共同研究拠点として認定されましたことを御報告しておきま

す。私は、この ESD 活動とデジタルアース研究が両輪となり、新しい価値観と方法論で未来を切り開くこ

とができる人材を輩出することを期待いたしております。

 デジタルアースの技術や知見が ESD 活動にもつながって持続可能な社会へ貢献することを期待する

とともに、中部大学がその一翼を担うことを表明して、開会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがと

うございました。 
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―来賓挨拶― 

小林 宏之 

中部圏社会経済研究所 前代表理事 

日本プロジェクト産業協会 中部委員会委員 

 ただいま御紹介を賜りました前中部圏社会経済研究所代表理事の小林です。本日は、「国際災害支

援情報基地構想の実現に向けた文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム」の開催、まこと

におめでとうございます。シンポジウムの開催に先立ちまして、一言御挨拶を申し述べさせていただきた

いと思います。 

 紹介がございましたように、私は昨年６月まで、公益財団法人中部圏社会経済研究所に在籍をしてお

りまして、現在の団体名に名称を変更する前の時代から通算いたしますと８年間にわたり、北陸３県を含

めた中部広域９県の社会資本整備や産業振興にかかわる仕事に携わってまいりました。中部圏社会経

済研究所（中部社研）は、中部経済連合会と名古屋商工会議所の御支援のもと設立されました民間の

地域シンクタンクとして、中部圏、そして日本全体の社会課題の解決に向けたさまざまな研究と情報発

信をおこなうだけでなく、大学や NPO などと協働で先導的なプロジェクトを推進していくという活動もして

まいりました。もっと平たく申しますと、報告書を書いて発表するだけでなく、案件によっては、その提言内

容の実現につながるプロジェクトにみずからも参画してきたということです。 

 東日本大震災の発生後まだ間もないころ、福井先生から国際災害支援情報基地構想をお聞きいたし

まして、当地域で今後予想される南海トラフ地震などの広域巨大災害への対応だけでなく、災害が頻

発するアジアの諸地域に対する日本の国際貢献の姿として、本構想の持つ意義は非常に高いと直感し

て確信をいたしました。そこで、2014 年４月には、中部社研の中に研究会を設置し、１年間かけて議論を

積み重ね、その結果を報告書に取りまとめるだけでなく、先ほど申しましたように、報告書を携えて当時

の古屋防災担当大臣や愛知県知事を初め多くの関係先に本構想の実現を訴えてまいりました。 

 また、中部社研は中部圏の地域シンクタンクですので、日本全体の課題を取り扱うには中央で活躍す

る団体と協働していく必要があります。このため、東京に本部があります一般社団法人日本プロジェクト

産業協議会（JAPIC）の防災委員会やその中部委員会の場で本構想の意義を御説明し、本構想が全

国区のプロジェクトに位置づけられるよう努力をしてまいりました。 

 現在、昨年８月に閣議決定されました国土形成計画、いわゆる全国計画を受けまして、この地域でも

今年度末までの策定を目指して中部圏広域地方計画の検討が進められております。その中で、南海ト

ラフ地震のリスクを抱える当地域におきましては、災害に対して粘り強くしなやかな国土構築を目指し、

国、県、市の行政機関が集中立地しております名古屋の三の丸地区が、静岡県庁とともに広域防災拠

点としての司令塔機能を期待されております。また、陸上の空港である県営名古屋空港も、名古屋港や

富士山静岡空港とともに広域災害に対する高次支援機能を担い、広域防災ネットワークを形成していく

という方向性が示されております。今後こうした計画が具体化されていく過程において東日本大震災の

教訓が真に生かされ、国際災害支援情報基地構想の目指しているところが反映されていくことを切に願

う次第です。

本日のシンポジウムの議論を踏まえ、今後構想実現に向けた歩みが一層進むことを期待いたしまして、

簡単ではございますが、開催の御挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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―提 案― 

「国際災害支援情報基地構想の実現に向けて」 

福井 弘道 

中部大学 中部高等学術研究所長、国際 GIS センター長 

 御紹介いただきました福井です。今日は、足元の悪い中を多数御参集いただきまして、まずお礼を申

し上げます。 

 私からは、今回のシンポジウムの背景と、今日御挨拶いただいた中で何度も出てきました国際災害支

援情報基地構想についての提案をしていきたいと思います。デジタルアースとはどういうものか、フクシ

マ以降私たちは何を学んだか、その後にどんな構想が必要であるかというようなことをお話しさせていた

だきます。

 まず、デジタルアースとはどういうものかということですが、地球の現状を知り、将来を考える道具だと考

えています。もともとは一瞬だけ大統領になったゴア副大統領が提唱したコンセプトですが、ネットワーク

上にある膨大な地理空間情報を集めて統合し、さまざまな解像度で可視化をして将来の地球を考える

という多次元のブラウザであります。人間と環境の相互作用を理解するための共同実験室として提案さ

れたものです。 

 これは、クリントン大統領、ゴア副大統領の時代にどんな行動がおこなわれたかという図で、当時のウ

ェブからのアーカイブ画像です。NASA にデジタルアースオフィスというのができていました。今日基調

講演をいただくティム・フォースマン博士は、この当時の最初のヘッドでありました。デジタルアースとはど

ういうものかといいますと、地球に関するさまざまなデジタルな情報を集め、今日のキーワードでありますイ

ンターオペラビリティで相互に運用し、システムあるいはデータベースが違っても自在にインターネットを

通じて取り出して重ね合わせることができるような環境をつくり、さまざまなアプリケーションに使っていこう

というものです。

 このコンセプトが出たころと現在では一体何が違うのでしょうか。ここにいわゆる情報爆発と呼ばれるデ

ジタル革命のすさまじい速さが示してあります。ゴアが提唱した2000年ごろから2007年を見ると、幾何級

数的にデータの量が増えております。さらに、2007 年には約 280EB であったものが 2014 年には 4,000EB

というような形で増えています。非線形的に膨大な情報量があるということです。 

 私たちが最初にデジタルアースを具体的に目にしたのは、グーグルアースでありました。これは 2006 年

のソフトウェアです。当時、グーグルアースが公開されてどれぐらいのアプリがダウンロードされたかといい

ますと、約２億セットがダウンロードされました。１年間で２億人のグーグルアース人口が発生したというわ

けです。パーソナルコンピューターがコンピューティングを一般化したように、グーグルアースは GIS ある

いは地理情報を非常に一般的なものにしました。 

 これはそのころの Nature の記事ですが、ワシントン DC が背景に描かれ、ワシントン上空の大気汚染

の状況がどうであるかがグーグルアースにより三次元の表現で可視化されております。 

ティム・フォースマンは「グーグルアースの父」でありますが、そもそもグーグルアースを開発したのはマ

イケル・ジョーンズらでした。こういう人たちが自在に見ることができる地球をつくったわけです。
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 現在私たちが取り組んでいるデジタルアースという構想は、いわばインターネット上にバーチャルな地

球をつくるということと、もう一つ、その地球をだれでも使えるようにすること、あるいは発生した情報をリア

ルタイムで自由に使えるようにすること、つまりオープンデータ、オープングローブであることが非常に重

要です。さらに、データだけでなく、そのデータにアクセスして付加価値の高いアプリケーションをつくる

サービス、モデルも流通できるような環境をつくろうというわけです。

私たち中高研でもこの構想は非常に基本的な重要なプロジェクトであると考えておりまして、国際 GIS

センターの英語名の中にも「Digital Earth」が入っております。「International Digital Earth Applied

Sciences Research Center（IDEAS）」と申します。先ほど理事長からお話しいただきましたが、昨年 2015

年からは、共同利用・共同研究拠点としてデジタルアースの基本的な技術の開発と環境・災害へのア

プリケーションの開発に取り組んでおります。

具体的に共同利用に供する施設としましては、例えば、55 インチのディスプレイを 15 個備え、マルチス

クリーンの上でデジタルアースを表現できるような部屋をお貸しして、ここをエビデンスベースの熟議が

おこなえるような、あるいは科学コミュニケーションがおこなえるような環境として使っていただいておりま

す。また、今日も多数展示いただいておりますが、無人飛行機（UAV）も貸し出しております。あるいは、

サーバーを貸し出すということもおこなっております。いろいろなデータをデジタルアース上で表現し、そ

のデジタルアースサーバー上で表現される情報をデジタルアースルームで見ながら議論をし、合意形

成あるいは政策決定につなげていこうといったことを考えております。

 ここで、3.11 以来何が変わったのか、あるいは何を変えなければいけないのかという視点から考えてみ

たいと思います。 

 もちろん 3.11 は地震、津波、原子力災害の複合災害、広域災害でした。さらに、1,000 年に一度という

ような低頻度の巨大災害でした。そして、原子力災害に特徴的な被災である放射線被害の長期的な影

響ということがありました。セシウム 137 ですと 100 年以上にわたって続きますが、そういう半減期が長いも

のがあるわけです。これはどうして起こったのか。天災であり、一種の人災であり、さらには構造災でもあ

ったわけですね。社会と科学と技術それぞれの境界領域のインターフェイスがうまくいかなかったために

生じた構造的な問題でもあった。こういった仕組みをどう考えていくかということが非常に重要だと私たち

は考えています。 

 3.11 から今年で既に約５年がたちますが、これが当時の放射線被害の線量分布です。こういった記憶

がだんだん風化していくわけですが、試しに今回の被災地でない地域においてこれを可視化してみます。

例えば、これは若狭湾にある原子力発電所が同じような事故を起こすとどれぐらいの影響範囲になるの

かを地理的な情報で表現しております。この地域でも福島と同じようなことが起こる可能性があるわけで

あります。このように空間情報でより身近に感じ、リスクを肌感覚でつかむことが非常に重要だと思ってお

ります。 

 先ほど 3.11 は構造災だという話をしましたが、例えば、放射線の雲をリアルタイムに予測し、的確な避

難行動がとれるようにということを目指してつくられた SPEEDI という計算システムは、残念ながら福島で

はうまく機能しませんでした。これは情報があっても利用できなかったわけですから、環境に問題があった

ということになります。 

 こういった構造的な問題を含めながらこれから考えられる災害に対してどう取り組んでいくべきかというこ

とで今日提案するのが、国際災害支援情報基地構想であります。先ほど小林さんからお話しいただきま

したように、中部圏社会経済研究所の協力を得て、報告書も既に出されております。今日はその提案の

中身を簡単に御紹介し、パネルディスカッションの中で次のステップへ進むためには今後何が必要かと

いうことを議論していきたいと考えております。 

 国際災害支援情報基地というのは、言ってみれば現代版のサンダーバード基地であります。昨年 10月

25日の中日新聞の社説では、ちょうどそのころ国会等で安保法制に関する議論が中心になっていたこと

もあって、このような記事になりました。私たちは、安全保障を広い枠組みで捉え、災害や環境を考える

中で一人一人の人間の安全保障を的確にサポートできる平和のためのサンダーバード、国際レスキュ
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ーのようなものが必要なのではないかと考えたわけです。 

 われわれが東日本大震災からどういったことを学んだのかというと、非常に広域的な災害に対応しなけ

ればいけないということと、頑強な通信インフラがないと現在の ICT の科学技術は使えないということ。ま

た、臨機応変に救助活動ができるヘリコプターのような航空機の大量集中の必要性というようなことがあ

りました。さらに、くしの歯作戦と呼ばれましたが、幹線道路を啓開して物資を輸送する TEC-FORCE な

どの活躍も非常に印象的なものでした。そして、想定外の大規模リスクに対して今後どのように対応して

いくかということで、不確実性のある事柄に対する意思決定のあり方が重要であるということが改めて認

識されました。その際には、専門知だけでなく、その地域の歴史性やローカル知が非常に重要だというこ

とも認識されました。日本の産業を支えるサプライチェーンのような複雑な産業界のつながり、あるいは

人間のつながりといったところも非常に重要だということがわかりました。 

 そこで、災害に強く持続可能なまちづくりに貢献できるような情報支援機能をどう実装するかということ

で、情報統合・意志決定支援のための仕組みを考えることにしました。 

 防災科研でも同じように地域防災に対して何が必要かを考えておりますが、そこでは二つのキーワード

が出されております。一つは、専門知も経験知もローカル知も含めいろいろな情報を統合して活用すると

いう「相互運用」の考え方です。そして、情報を統合して実際にアクションをするのはさまざまな主体、ス

テークホルダーですから、そういった人たちが「協働」できるようなガバナンス、制度設計が求められます。

よく言われる共助、自助、公助ということが必要になるわけです。 

 今回私たちが提案する災害支援情報基地構想は、具体的には特に共助を支えるプラットフォームで

あります。 

 例えば、災害支援情報センターとして、電力、ガス、水道等のインフラに関する情報、交通の情報、通

信事業者の情報、国が持っている情報、自治体が持っている情報、さらにはそれぞれの地域コミュニテ

ィあるいは市民自身が持っている情報といったさまざまな主体が持つ情報を集め、災害時に必要な対応

ができる仕組みをつくろうとしております。 

 これを具体的に実現するのがいわゆるクラウド型の防災アプリケーションです。ネットワークを介した分

散型の処理システムということになります。 

 例えば、共助と公助の協働による自治体災害対応がどうありうるかといいますと、自治体の災害対策本

部では、最初に国あるいは県が持っている情報が必要になります。さらに一般の市民が災害情報をどう

捉えているかというようなSNSを初めとした市民からの投稿情報も必要です。もちろん地方自治体はそれ

ぞれ信頼できる情報収集網を持っていますから、そういう情報網も使い、分散しているものを相互運用し

つつ情報の取得をしていきます。次のステップとしては、それらの情報を統合します。そして、どういう避

難をすればいいのかというようなことで、例えば首長が避難指示等の意思決定をおこないます。それを

市民に伝えると、市民が具体的なアクションをとれるようになります。こういう仕組みを自在につくれるよう

なものが、情報システムとしてのサービスということになります。 

 さらに、最近ではいろんなセンサーシステムが使われています。地上に設置したセンサーだけでなく、

今日の課題であります無人飛行機（UAV）からもリアルタイムで高精度な情報が得られます。今日は特

に UAV、センサーシステム、相互運用といったことについて、これから具体的な話題提供や御報告がい

ただけると考えています。 

 この国際災害情報支援基地では、情報収集だけではだめでして、具体的にその情報をうまく生かして

オペレーションすることが重要になってまいります。ですから、情報を統制して指揮をするオペレーション

センターが必要になります。 

 国の災害対策標準化検討会議では、三つのことが必要だとよく言われております。一つ目は、現在どう

いう事態が発生しているのかという状況認識を統一できる仕組み。二つ目は、その情報を使って即応で

きるような、命を守れるような災害対応オペレーション。三つ目は、復興の過程でどのように災害対応の

マネジメントをしていくか。この三つが検討課題となります。 

 これはイリノイ州の災害対策本部ですが、ネットワーク上のイメージとして、われわれは災害対策本部、
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国際災害支援情報基地のセンターをいわばこんなふうに考えております。 

 例えば、日本アイ・ビー・エムが IBM インテリジェント・オペレーション・センターという構想を提案してい

ますが、その最も進んでいるのが今年オリンピックのおこなわれるリオデジャネイロのインテリジェント・オ

ペレーション・センターであります。リアルタイムの画像を見ながら状況認識を統一し、いろんなシミュレ

ーションサービスを受けながら時々刻々と判断していくことをサポートできる仕組みがまず必要だろうと考

えています。 

 これは機関の状況認識の一例ですが、東日本大震災でも、それぞれの市町村がどのレベルに達した

かということで、こういったものをホワイトボードに張ってチェックボックスを埋めていくということをおこなって

います。これをさらにマッピングして空間的に把握できるようにし、電子媒体で相互に運用できるような環

境にしていくことが重要です。 

 そして、情報を統合するだけでなく、動的な処理サービスを提供することも必要になります。例えば、こ

れは実際にその地域にどういう被害があるのかを被害想定するアプリケーションです。必要な情報を集

め、サーバーで処理し、処理結果を被害想定情報として捉えるといったことがリアルタイムに近い速さで

できる仕組みが必要です。 

 さらに、SNS を介した人間系センサーも重要です。例えば、避難所に何が足りないかというときに、「足り

ない」という述語表現からツイッター上で主語を集め、何がどこに足りないのかを表現するようなもので

す。 

ツイッター情報にアクセスすることにより、それがどの地域の話かを判定し、さらに書かれたテキストの

表現からどういう災害であるかも判定できます。例えば春日井なら、「春日井」という名前、あるいは春日

井市にある河川の名前、駅の名前、山の名前といったものを登録し、その表現が出てくるツイートだけを

選び出します。そして、さらにその中から災害に関する言葉で選び出すというわけです。 

 昨年の事例をちょっと見てみましょう。2015 年８月３日の情報です。昨年の夏、春日井でゲリラ豪雨があ

りました。春日井市がどういう状況だったのか、春日井市役所のデータなどは、春日井市の消防のサー

バーからリアルタイムですぐ見ることができます。赤線がそのときの降雨量の状況です。夕方５時ごろから

急に雨が降り出し、６時半には終わってしまったというゲリラ豪雨でした。棒グラフは、それを一般の人々

がどう感じたかというツイートの情報数です。雨がたくさん降ってくると、ツイートの情報がどんどん増えて

います。画像も加えられていますから、さらに画像を見ることもできます。こういうセンシング情報を実際に

デジタルサイネージとして見ることができる、あるいはマッピングできるというような仕組みも、こういったシ

ステムには必要です。

もう一つ、ビッグデータということが最近よく言われております。日本は携帯電話の普及率が非常に高く、

スマートフォンに代表されるような GPS、位置情報を持つデータが多くあります。これはソフトバンク系の

データ運用会社がつくっている一つのビッグデータの表現ですけれども、岐阜県でどのように人が集まっ

ているかを示しています。これをさらにメッシュで集計しますと、人が滞留している場所はどこか、あるい

は、携帯電話ですので一人一人が動いている状況がわかりますから、50キロ以上で動いている点はどれ

か、どこへ向かっているか、50 キロ以下はどうかといったことがわかります。例えば、白川郷に一体どこか

ら、だれが、いつ、どういうふうに来ているか、この日の白川郷には人がどういうパターンで訪れたかという

こともわかります。こういうビッグデータも、避難対応あるいは帰宅困難者という視点で非常に重要になりま

す。

 私たちは、こういった最先端の情報システムは、まず原子力発電所が再稼働を始めているところにこ

そ必要だろうと考えております。言うまでもありませんが、原子力発電所では、もし事故が発生した際には

退避等によって安全が確保できるということが一つの安全目標になっています。では、もし原子力発電所

の事故が自然災害と重なって発生したら、もし複数のサイトで広域的に同時に事故が発生したら、本当

にそれに対してオペレーションできるような仕組みになっているのか。こういったことを再検討する必要が

あります。 

これは、まだ再稼働していないところも含めた 22 のオフサイトセンター、つまり原子力発電所のオフサ
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イトに避難誘導できるような仕組みをつくろうとした施設の位置です。現況はどうかというと、例えば、これ

が再稼働を始めた川内原発のオフサイトセンターの様子です。せいぜいこんな形の情報システムという

ことになっています。

 今まさに再稼働を検討している原子力発電所が非常にたくさんあるわけですが、一体それぞれの発電

領域でどれぐらいの人が影響を受ける可能性があるのでしょうか。川内原発の場合を見てみますと、原

子力発電所で事故があった際に避難誘導しなければならない地域である 30km 圏内に約 20 万人がおり、

そのうち約６万人が高齢者であるという状況がわかります。位置関係を見ますと、川内原発があって、オ

フサイトセンターがあって、遠く鹿児島市に避難場所があるという状況です。これは現地の風配図を示し

たものですが、福島の例にあるように、風の向きが避難誘導に際して非常に重要な情報となります。

リアルタイムな誘導ができるようにするためには、それぞれの市町村が持つ情報システムを結び、オフ

サイトセンターが持っているセンサー網と重ね合わせ、リアルタイムな気象情報を参考にしながら避難誘

導していくことが重要です。

 私たちの国際災害支援情報基地構想ですが、現在のところ三つのステップで考えていこうと思ってお

ります。一つは、今日話題にしている情報拠点の構築です。次に、情報だけでなく、実際に避難・救援が

できる重機や救急システムのオペレーションの仕組みを確立します。そして最後には、サンダーバード

のように海外に出ていって支援活動を展開するということであります。 

 言うまでもありませんが、南海トラフは面積的に、今回動いた東日本と同じぐらいか、あるいはそれ以上

です。既に皆さんも新聞でごらんになっていることでしょうが、国の被害想定が出ていまして、かなり広い

エリアで被害総額 220 兆円、死者 32 万人に及ぶだろうと言われています。こういった広域災害に対して

どのように立ち向かうのかということを、本当に真剣に考えるべきときが来ています。

 そこで、まずこの地域で災害が起こった際に必要な情報基地をつくろうということで、例えば、小牧の県

営名古屋空港、あるいは三の丸でもいいのですが、そこに情報センターを構え、実際にオペレーション

できるような仕組みをつくろうと考えました。単に情報センターであるだけでなく、平常時のリスクコミュニ

ケーションやインフラの点検といったことも含めた防災産業のクラスター形成にもつなげてまいります。私

どもがまず考えているのは、今日の展示にもあります UAV を使って遠隔地の情報を捉えるということです。

この後で展示をごらんいただく機会がありますが、衛星を使って通信をしながら航続距離 500km を自在

にオートパイロットで飛んでいけます。こういったものを使って日ごろのモニタリングと災害時のモニタリン

グをすることができます。

 さらに、本日は JAXA の伊藤様からこの取り組みについての一端をお話しいただきますが、災害に対し

て脆弱性の高いアジア地域に具体的に貢献していくために、情報基地あるいはそれを使ったオペレー

ション基地といったものをインフラシステムのパッケージにして使っていければと考えております。衛星観

測のデータ、測位のデータ、通信のデータなどを使い、今回私たちが議論しているような相互運用可能

な GIS解析クラウドとスマホのようなモバイル端末を使って、頑強なアジア地域に即応できる仕組みをつ

くっていこうというわけです。

 非常に駆け足で説明させていただきましたが、国際災害支援情報基地構想の実現に向けて、われわ

れは一体どのような災害救助組織を考えるのか。現在あるどういった技術を、あるいはどういった部隊の

何を強化し、統合していくのか。そこに必要なデータ、求められる能力は何か。ヒューマンリソースを含め、

求められるリソースをどうつくっていくか。また、この後ティム・フォースマンから地球規模の危機管理につ

いていろいろお話があるかと思いますが、先進各国の取り組みとどう協働し、海外とどうコラボレーション

しながら、当初から多国籍部隊として国際災害支援情報基地構想を立ち上げていくのか。 

 こういった数々の課題を前に、われわれは昨年エディー・ジョーンズ率いる日本のラグビーチームがジ

ャパンウェイを実現してくれた姿から改めて気づかされました。日本は、これからの国際貢献において、

安保法制のような取り組みとは別に、やはりヒューマンセキュリティに貢献できるような平和で具体的な仕

組みをつくっていかなければいけないのです。そこが重要な点であるということを申し上げ、私の提案とさ

せていただきます。御清聴ありがとうございました。 
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国際災害支援情報基地構想
その実現に向けて

国際ＧＩＳセンター長

福井弘道
International Digital Earth Applied Science Research Center (IDEAS)

Joint Usage/ Research Center

2016年2月20日
国際災害支援情報基地構想の実現に向けた

文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「デジタルアース（俯瞰型情報基盤）による「知の統合」の研究拠点の形成」

俯瞰型情報基盤、Digital Earth

フクシマ以降のリスク社会、科学と社会の関係

国際災害支援情報基地構想の提案

インテリジェント・オペレーション・センター

UAV

地域総合防災・原子力防災

今後の展開

概要

デジタルアース：地球の現状を知り、将来を考える道具

• 1998.1 ゴア米国副大統領（当時）の提唱によりスタート

• ネットワーク上にある膨大な地理空間情報を統合して、様々

な解像度で可視化することが可能な多次元のジオブラウザ

• 人間と環境の相互作用を理解するための共同実験室として

利用（科学コミュニケーションや計画のプラットフォーム）

Pu
bl

ic

Tools &
Technology
Tools &

Technology
Enabling Citizens
and Communities
Enabling Citizens
and Communities

InteroperabilityInteroperability

Collecting DataCollecting Data

EARTHEARTH

Pr
iv

at
e

Digital ResourcesDigital Resources

Understanding Digital Earth

(White paper by NASA Digital Earth office, 2000)

相互運用性

デジタル革命・情報爆発の時代

Nature Vol.439, 16 February,2006

Mapping for the MASSES

“Just as the PC democratized 
computing, so systems like 
Google Earth will democratize 
GIS.”
Google Earth Population 
>200,000,000

Michael Jones
CTO, Google Earth
at Map World Forum 2007, India

18



俯瞰型情報基盤：デジタルアース/ Virtual and Open Globe

Data + services providers 
(Credibility and Reliability)

Scientists as data, model‐providers
(peer‐reviewed results)

Citizens as sensors, actors
(perception, individual actions)visibility,

communication, 
acessibility

collaboration

Virtual and 
Open Globes

trust

(Open Globe definition :The Vespucci 2020 Vision) 
collection of trusted spatial data and services, available 
operationally and reliably on a open access policy

(Virtual Globe definition :The Vespucci 2020 Vision) 
digital collection of data and services contextualized 
within a global (spatial) view of a world
Virtual Collaborative Globe = virtual globe that allows 
collaborative participation

国際GISセンター IDEAS
(International Digital Earth Applied Sciences Research Center) 
問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点

デジタルアースルーム
エビデンスベースの科学コミュニケーション支援

危機管理情報収集車両

無人飛行機（UAV）

デジタルアースの共同利用研究設備

（文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成事業）

デジタルアースサーバ群
クラウドGIS

衛星インターネット
360度三次元カメラ
GPS

プロジェクトの進め方

②Digital Earthサーバー

【サイエンスの議論】
計測手法/情報処理/計量/社会/
科学認識/合意形成/不確実性

研究会・シンポジウムの開催
社会実験等

データ
コンテンツ

シミュレータ

③Digital Earthルーム

【問題複合体の議論】
地球環境/災害対応/ESD/
流域環境等の議論・政策決定へ

不確実性の理解・表現
モニタリング時の誤差 処理時の誤差・手法の差 表現の差

センサー
スマートシティ

TWEETS・SNS

人工衛星

①情報収集デバイス
・三次元景観計測カメラ
・情報収集車両/UAV等

・衛星画像ライブラリ
・ニュースクローラー
・ビッグデータ
・WebGIS・データベース
・不確実性可視化システム

・マルチディスプレイ・熟議支援
・相互画像表示システム
・GISインターフェース

Processing

情報公開
社会貢献

想定事例：
災害時の意思決定支援への応用
避難等関連情報の公開・合意形成 etc

エ
ビ
デ
ン
ス
ベ
ー
ス
情
報
の
提
供表現

公開

３１１巨大複合災害：構造災から学ぶ

社会

科学

技術

人災・天災・構造災？
安全性を棚上げにした安心感の醸成だった
確率論的リスク評価に基づく多重防御だけでは。。。
複雑性（非線形性）と相互依存性は人のふるまいや社会のしくみにも

・地震・津波・原子力災害
・1000年に一度(低頻度巨大）
・放射線被害の長期影響
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迅速な避難に機能しなかったSPEEDI
System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information

国際災害支援情報基地構想研究会

中部大学中部高等学術研究所

国際救助隊（現代版サンダーバード）
非軍事の常設の災害情報支援と派遣専門部隊を

---- 国土強靭化のために、産官学の協働による
国際災害支援機能とレジリエントなセンサー国土の実現

2015年10月25日 新聞社説から

「安保法を問う 甦れサンダーバード」

非軍事でいかなる国家にも属さず、支援も受けない。
あらゆる難事も分け隔てなく地球を守るという究極の
国際貢献。サンダーバードの衰えない人気の一因は、
この誰にも分かりやすい政治的中立の精神にある…

… 率先して自衛隊の軍縮を進め、それに代わるサン
ダーバードのような人命救助優先の専門組織をつくる
。国家単位でも同盟関係でもない。貧困や飢餓や環境
破壊など人類平和を脅かすさまざまな災禍から、地球
全体を守る志を問いかけた… (中日新聞）

①平常時からの広域戦略

（１）複数の県の統括指揮機能と専門家によるサポート体制、
後方支援拠点機能が重要

（２）消防・警察の継続的活動を支える機能
（３）医療等専門的人材・補給物資・燃料の確保と配分、民間事業者との連携
（４）自衛隊・国際救助機関・外国支援・企業・NPO・NGO活動との総合的訓練
（５）避難場所・仮設住宅・医療施設等の確保

②災害時に機能する頑強な通信インフラ（携帯・インターネット・衛星）

（１）広域ネットを可能にする共通基盤・SNSの活用
（２）多言語化とリスクコミュニケーションのプラットフォーム
（３）放送（ケーブルテレビ・地域FM）の復旧と活用

③ヘリコプター・航空機大量集中運用

東日本大震災からの教訓１

④高規格幹線道路・高速鉄道網・内陸部の空港による物流・人流

（１）過去の震災教訓からの減災力が発揮された

⑤想定外の大規模複合リスクへの対応

（１）発生予測の不確実性に対する認識不足、異界（荒ぶる自然）への対応
（２）社会的共通資本（ローカル知）（空間・時間集積・暗黙知・非専門知）
（３）不確実性を前提とする自然との付き合い（管理からマネジメント）

⑥サプライチェーンマネジメントと広域BCPの再考

（１）高度ネットワーク社会の脆弱さ
（２）従業員一人ひとりの現場力

東日本大震災からの教訓２
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国際災害情報支援基地構想の目指すもの

災害に強く持続可能なまちづくりのための情報支援機能の「実装」

複
合
大
災
害
を

想
定
し
た

計
画

小
規
模
・

分
散

自
立
型
都
市

環境・情報・エネル
ギー・防災の一体化

行政・市民・コミュニ
ティー・企業の協働

日常からの防災・減
災の組み込み

相互支援・対口支援
海外連携

初動・救急支援
（命をつなぐ）

センサー都市、市民参加
情報モニタリング

（持続可能なまちづくり）

通信・ライフライン・
情報DB・地域BCP
（暮らしをつなぐ）

情報統合
意思決定支援

共通標準
相互運用

（地域をつなぐ）
ローカル知・絆

公共主導 公共主導民間主導・公共連携

自然災害

目指すべき「地域防災」の形（防災科研）
高潮・津波／地震／洪水・浸水／豪雪・雪崩／噴火／土砂崩れ・地すべり／etcの自然現象

災害から受けた「知」

（教訓本、災害エスノ
グラフィー、等）

経験知
災害に向かう「知」
（ハザードマップ、
地震動予測地図、等）

専門知

災害に対する自らの「知」（地域特性、災害文化、等）

自分知・地域知への知の統合と活用（相互運用）

自助

共助 公助

協働（ガバナンス）

公助・共助・自助の支援基地

被害

事
故
・

災
害
発
生

Private
企業
住民

NGO,NPO

Public
国

地方自治体
公共公益団体

支
援
活
動

大学・
専門家
（判断）

ボランティ
ア、etc.

行政
（判断）

公益事業
自衛隊
警察
Etc.

自
立
的
活
動

災害支
援情報
基地

（共助）

公助

自助

災害発⽣時に必要な情報の提供
各種データをマッシュアップした情報を提供

インフラ事業者
A12-o

A101-01

A103

B01

A101-10

A10-019

A111

A111

2000-6-15 15:00:00
2000-6-15 15:00:00

被災状況・要救助者マップ インフラ被災状況マップ

状況認識の統⼀ （Common Operational 
Picture）

災害⽀援情報
センター

地⽅⾃治体

交通事業者

通信事業者

損害・保険会社

指定⾏政機関
警察・消防・⾃衛隊等医療機関等

情報提供

情報提供

市⺠

NPO

情報提供

平時には公開できない個⼈情報
やデータも災害時には「臨機の措
置」として公開可能とするなど、⾮
常時のガイドラインを作成しデータ
の適応性の拡充を図る

災害支援情報センターの構築 相互運用

・頑強な通信インフラでデータの可
⽤性を確保する
・⾏政ソフトウェアや各種基盤情
報の標準化など、相互運⽤性を
促進する

平時には公開可能な各種情報を
マッシュアップしたデータを有償・無償
で提供する

その他⺠間企業

総務省
公共情報コモンズ

各種放送事業者

情報提供

報道

ソフトウェア会社

コンテンツベンダー

・アプリケーション
・基盤データ、センシングデー
タ
(衛星画像・

気象データ)

⼤学・研究機関

防災クラウド（防災研）

……
……

災害記録

災害リスク情報の流通

地震災害ﾘｽｸ情報

火山災害ﾘｽｸ情報

水・土砂災害ﾘｽｸ情報

雪氷災害ﾘｽｸ情報

防災科研

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ被害想定結果

制度・ｻｰﾋﾞｽ情報

各種地理空間情報

災害ﾘｽｸ情報
相互運用環境

地域コミュ
ニティ

自治体

災害リスク情報を
活用した地域防災

災害ﾘｽｸ情報ｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾊｳｽ

個人・家庭

×□_災 害危険度メータ

危険度３

大丈夫？

自宅の登録 家族の登録 自宅の耐震評価 備蓄登録

ファイル 編集 表示 ツール ヘルプ

なし

なし

緊急地震速報

台風や豪雨予想

×□_災害危険度メータ

危険度３

大丈夫？

自宅の登録 家族の登録 自宅の耐震評価 備蓄登録

ファイル 編集 表示 ツール ヘルプ

なし

なし

緊急地震速報

台風や豪雨予想

個人・家庭

×□_災害危険度メータ

危険度３

大丈夫？

自宅の登録 家族の登録 自宅の耐震評価 備蓄登録

ファイル 編集 表示 ツール ヘルプ

なし

なし

緊急地震速報

台風や豪雨予想

×□_災害危険度メータ

危険度３

大丈夫？

自宅の登録 家族の登録 自宅の耐震評価 備蓄登録

ファイル 編集 表示 ツール ヘルプ

なし

なし

緊急地震速報

台風や豪雨予想

個人・地域の連携
災
害
リ
ス
ク
情
報
の
活
用

災
害
リ
ス
ク
情
報
の
高
度
化

災害ﾊｻﾞｰﾄﾞ･ﾘｽｸ評価ｼｽﾃﾑ
「災害ﾘｽｸ情報ｽﾃｰｼｮﾝ」

防災計画
アプリ

リアルタイム
被害推定

罹災証明
アプリ

復旧計画
アプリ

救助救援
支援アプリ

事業継続
アプリ

協定連携
アプリ

災害時
情報集約
アプリ

被害想定
アプリ

クラウド型防災アプリケーション群（官民協働・府省庁連携）

防
災
ア
プ
リ
の
共
有
活
用

個々のシステム構築無しに、平時・発災時・復旧復興時の対応をシームレスに実行可能な情報活用環境

ボランティアセンター

地域コミュ
ニティ

平時→発災時→復旧・復興期

首長

消防
警察

水防団 区長
（町内会長）

市職員

避難情報
（避難準備情報
・避難勧告
・避難指示
・避難所開設情報）

市民からの
投稿情報
（浸水発生等）

職員等からの
投稿情報
（対応状況等）

市災害対応システム（仮称）

＜市民＞
地域住民
地域コミュニティ
事業体など

災害対策本部

国土交通省
リアルタイムハザードマップ

詳細地盤高

新潟県
河川情報

土砂災害危険箇所

インターネット

市民からの投稿情報
（浸水発生等）

市民活動支援システム（仮称）
ハザードマップ等
（浸水想定区域・
防災資源など）

（１）情報の取得・発信

分散相互
運用環境

（３）判断・意思決定

（２）
情報
の

統合

避難情報
（避難準備情報
・避難勧告
・避難指示
・避難所開設情報）

共助と公助の協働による自治体災害対応
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センサーシステムによる情報収集 無人飛行機UAV（Unmanned Air Vehicle）の運用例

国際災害情報支援基地の機能配置の例 出所：災害対策標準化検討会議 資料

出所：災害対策標準化検討会議 資料

司令塔の情報機能は大丈夫か

出所：総務省 防災・減災等に資するICTサービス事例集
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機関の状況認識の統一（COP) 、これらをマップ化（EMT）

人命 生活支援 ライフライン 社会機能 被災者支援 産業・雇用 復旧・復興

遺
体
収
容

安
否
確
認

相
殺
・埋
葬

弔
慰
金
支
給

食
料

燃
料

日
用
品

電
気

水 ガ
ス

固
定
電
話

I
T
環
境

携
帯
電
話

ア
ク
セ
ス
道
路

下
水

行
政
機
能

警
察
機
能

常
備
消
防
機
能

医
療
提
供

一
般
外
来

学
校
再
開

商
店
再
開

仮
設
候
補
地

仮
設
着
工

罹
災
調
査

罹
災
発
行

生
活
再
建
支
援
金

義
援
金

農
林
被
害
調
査

水
産
被
害
調
査

中
小
企
業
相
談
窓
口

雇
用
相
談
窓
口

復
興
計
画

ガ
レ
キ
撤
去
（道
路
）

ガ
レ
キ
撤
去
（民
有
地
）

ガ
レ
キ
処
理

都
市
計
画
等

A市 Y Y Y R YG YG Y Y Y Y Y Y Y G Y Y Y Y Y R Y R Y Y Y Y R R Y Y G G Y Y Y B R

B町 Y Y Y R YG YG Y Y Y Y Y Y Y G Y YG Y YG Y Y Y Y G Y Y Y R R Y Y G G Y G YG B R

C町 G G G R YG YG Y Y G Y Y Y Y G Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y R Y Y Y G G Y YG Y B R

D村 G G G R Y Y Y G G Y Y Y Y G Y G Y Y Y Y Y Y G YG YG Y R Y Y Y G G Y Y YG B R

B: 情報なし

R: 取り組みなし・未完了

Y: 対応中

YG: 一部完了

G: 完了

京都大学防災研が東日本大震災において岩手県に提案した例

現状はFAX情報収集やホワイトボード手書き

→ DBと連動した機械判読可能な電子媒体での情報流通へ

Common Operation Picture Emergency Mapping Team

地域被害想定アプリ

被害量算定・空間分析
システム（WPS）

地図配信サーバ

建物情報

地図配信サーバ 相互運用ｇサーバ

分散相互運用環境

WFS WFSWCS

①処理リクエスト

③処理結果

②処理用の地理空間情報を取得

災害リスク情報
クリアリングハウス

メタデータDB
想定結果の地図
またはテキスト表示

情報統合だけでなく、動的な処理サービスも

WPS: Web Processing Service国際標準の処理方式

社会統計
ハザード
マップ

地図配信サーバ

基盤地図

地図配信サーバ

衛星画像

地図検索

検索結果

SNSを活用した人間系センサーシステム

足りない→何が、どこで

Twitter

災害
データ

Tweet収集

地域判定

災害判定

数分単位で処理
地名 河川名 山名 駅名

春日井 庄内川 弥勒山 勝川 定光寺
東大谷川 道樹山 春日井 味美
八田川 大谷山 神領 牛山
地蔵川 内津峠 高蔵寺 間内

災害キーワード
大雨 台風 氾濫
増水 強風 豪雨
浸水 雷雨 雹
ひょう ヒョウ 冠水

春日井市ゲリラ豪雨 投稿数と降水量比較
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2015/08/03

件数(件) 降水量(mm)

2015/8/3 17:28
春日井 雹降ってる。 かなりデカイからボディ
ボコボコいってる。('ω') 

http://www.syobo.city.kasugai.aichi.jp/syobo/real/cgi/jihou.cgi
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twitter Twitter
早期検知システム

API

表⽰スポットごとのデジタルサイネージ
写真付のtweetを対象に分析し、
短時間のうちに集中した
Tweet群の写真をサイネージで表⽰。
時々刻々と進⾏する市⺠からの被災
状況投稿写真を災害対策本部で表
⽰、
必要部隊をいち早く派遣。

Twitterのタイムラインを、ストリーム処理でほぼリアルタイムに解析

カテゴリとキーワード

事前に作成した
カテゴリ体系に基づき
キーワードを整備し、
情報のフィルタリングを⾏
う。

[浸⽔] [⽔位] [⼟砂
流出] [避難]等の
キーワードを抽出し、⼀
定時間以内で組合せが
似ている記事をグループ
とする。

マッピング
位置情報付（地名、ジオタグ)のtweetを
対象に分析し、短時間のうちに集中した、
マッピングを⾏い、GIS上に表⽰、
インタラクティブな、写真や投稿⽂の閲覧。
必要物資（⼟嚢など）、状況に応じた、
キーワードごとの表⽰。
［浸⽔予想地域とTweet発⾔のオーバーレ
イ］

Twitterからの早期情報検知システム

Apache Hadoop, Hive/ JSON

ビッグデータ ：携帯電話の位置情報

最先端の防災システムは
原発再稼働にこそ対応すべき

（日経）原発再稼働、後続なお課題 安全確保へ審査に時間 2015/8/12

政府は30年時

点の望ましい電
源構成（ベスト
ミックス）で原発
比率を20～
22％としたが、

今のままでは達
成が困難。温暖
化ガス排出量を
同年に13年比
26％減らす国

際公約にも黄信
号がともる。
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原子力発電所の安全目標

「施設周辺住民でも、通常時はもとより、事故時
においても放射線による被ばくの影響がないこ
と、たとえそれを凌駕するような規模の事故が発
生しても、退避等により安全が確保されること」

究極の目標は「退避の必要がないこと」それと並
行して、「プラントの安全に常に目を配り、技術力
や安全確保策の後退を防ぐこと」

「エネルギー技術の中の原子力」の視点から、エ
ネルギーセキュリティーも必要

平成２６年）９月１７日 日本学術会議総合工学委員会報告
工学システムに関する社会の安全目標

想定外を再度理由にしない、まさかを想定

原発事故と自然災害が重なる複合災害

複数サイト、複数原子炉の同時事故

緊急時のオペレーションは本当に可能か

迅速な人や機材の配置は

リアルタイムに適切な助言ができるか

政府や自治体、電力、原子力業界の全体の即
応能力は

複数同時事故に対応した連携は可能か？

計画では自衛隊や警察など国の実動部隊の役割を明確にした。原発に緊急事
態が起きると、県の要請で事故対応の拠点となる「オフサイトセンター」と呼ばれ
る拠点に実動部隊が入る。

川内 

玄海 浜岡
上関

伊方 

島根 

高浜 

敦賀 
美浜 

大飯 

志賀 
柏崎刈羽 

東海 

福島第一 
福島第二 

女川 

東通 
大間 

泊 

既設原発 

計画中 

原子力発電所の立地、影響人口
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川内原発

オフサイトセンター

鹿児島

システム・情報の
連携

県のシステム

A市のシステム B町のシステム

■オープンなデータ流
通基盤を等して、ハ
ザードマップ、航空写
真などを共有。地図上
に重ね合わせてリアル
タイムに利用可能

■気象情報、観測情報
などをリアルタイムに
取得し、アラーム、本
部開設などに利用。

■他の自治体の状況を共有
し、後方支援などに利用
■県への報告や支援要請な
どに利用

広域対応相互運用可能な危機管理システム、GIS

日本近海海流予報格子点資料の時系列表示

MapServerを利用した時系列表示
日本近海海流予報格子点資料

国際災害支援情報基地の三段階

第１フェーズ 情報拠点

第２フェーズ オペレーション拠点

第3フェーズ 海外支援拠点

・最新のICT、頑強な通信インフラにより、情報共有プラットフォームを構築
・関係機関がどのように対応中であるかを分かりやすく可視化（マップ）して提供
・被災後の復興支援、被災認定、保険。
・平時には国土強靭化のための、脆弱性評価、インフラ点検などを実施、
・自治体、企業をはじめとする地域全体のBCP（事業継続計画）の教育訓練

・日本全域をカバーする支援部隊の配置とそれを支える機材開発（重機、ロボットなど）
・必要資機材の備蓄と管理・運搬システムの構築
・災害発生時・平時の訓練およびオペレーション体制の確立
・多国籍チームの養成

・海外へ防災・減災インフラパッケージとしてシステム輸出を検討
・災害に弱い東アジアを中心に国際支援活動を展開（現代版サンダーバード基地）
・高速輸送能力・展開力

構想のステップ
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南海トラフ地震

面積的にはあまり変わらない

災害初動支援とリスク点検に特化した専門部隊（情
報支援と救急支援＋研修・訓練）の基地の構築、防
災産業の創生、アジア・世界への貢献

情報解析センター
初動支援

中部圏での立地案

ゾーンＢ（サブ）
・企業等の立地エリア
・一般・防災グッズ系

ゾーンＣ
・展示・体験機能
・多目的空間機能

ゾーンＥ
・特殊車両基地機能
・特殊機材備蓄機能
・防災グッズ等備蓄

ゾーンＡ（メイン）
・企業等の立地エリア
・特殊先端技術開発系

ゾーンＤ
研修・交流機能
各種事務局機能
※防災産業クラス
ター運営本部

平常時における地域住民、地元企業との交流（地域防災力向上等）
被災時における地域住民、地元企業の支援

地
方
自
治
体
・
警
察
・
消
防
・
自
衛
隊
等
と
の
連
携
（
出
動
要
請
等
）

愛知ものづくり産業との連携強化（特に、航空宇宙、自動車産業等）
※地域ＢＣＰへの貢献も含む

防災産業クラスターの形成
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新産業の創出へ from Innovation to Integration 災害に脆弱なアジア地域への貢献

自然災害の４割近くがアジア内で発生
しており、しかもアジアにおける死亡者数
の割合は世界全体の８割にもおよぶ。

→自然災害に備えた救援体制の構築
がアジアにおける喫緊の課題

75,908人

出典：災害疫学研究センター（CRED)
EM-DAT: The International Disaster Database

地域別にみた自然災害発生件数（1990年〜2010年の年平均）
（自然災害の4割近くはアジアで発生）

368件

地域別にみた自然災害による死亡者の割合（1990年〜2010年の年平均）
（自然災害による死亡者の８割がアジアで発生）

66,106人

災害の種類別にみた死亡者数（1990年〜2010年の年平均）
（地震・暴風・複合災害等の自然災害への対応が課題）

国内外の災害発生、危機管理に対応した
社会システムパッケージの構築と技術移転

Water resource

Forest 

diseases

Sea transport

Piracy
Logistics transport

Air pollution

Mineral
resources

Business
development

tourism
衛星観測

衛星通信

Fishery resource

Climate change

衛星測位

Biodiversity

GIS解析クラウド

モバイル端末

Data link

Data link

電子基準点の国際ネットワーク

（参考）
宇宙技術と地理空間情報技術による
安全安⼼インフラパッケージ構想

国際災害支援情報基地の実現に向けて

国際救助隊（現代版サンダーバード）、
非軍事の常設の災害派遣専門部隊
民間（産学、NGO）主導？官主導？

・どのような災害救助組織を考えるか、何を強化、統合するか
消防（国際消防援助隊）・警察（広域緊急援助隊、国際警察緊急援助隊）・自衛隊

（災統合任務部隊）・海上保安庁・災害医療派遣チーム（DMAT）、JICA、国際緊急援
助隊（JDR)

・求められる能力、リソースは
機動力（不整地・路外走行能力・陸海空輸送能力・NBC偵察車（中央特殊武器防護

隊）など戦闘用装備の転用ではなく人命救助・災害支援に特化した機材）、情報処理
能力（宇宙からのセンシング・情報空間SNS解析）、自己完結性、組織力、コマンドシ
ステム、民間支援部隊、予備役

・先進各国の取り組みとの協働は
-民間防衛組織や軍機能が改組改編されて、大規模災害対策に移行
-市民・自治体のボランティア精神を市民の視点にたった災害対策に結集
-国内災害だけでなく、地球のどこかで起こる大災害に備える（Global Disaster 

Force)

Japan Way
「Can do（できる）」

エディー・ジョーンズHC
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Digital Earth for Future Earth,..

デジタルアース拠点への
ご参加お待ちしています

International Meeting on 
Impact Assessment

IAIA 2016 , Japan
“Resilience and Sustainability”

May 8-15, 2016, Aichi-Nagoya
The 36th IAIA Annual Conference

Organiazed by

With the 
help of

Local Organizer Japan Committee for IAIA16 

International Meeting on 
Impact Assessment

（国際影響評価学会）

IAIA 2016 , Japan
“Resilience and Sustainability”

May 8-15, 2016, Aichi-Nagoya

環境情報プラットフォームのセッション開催

デジタルアースによる「知の統合」を目指して

リアルタイム シミュレーション

不確実性の可視化

社会分野
データ

地理分野
データ

工学分野
データ

環境分野
データ

企業等

市民・NGO等

各種主題図
都市計画図
ハザードマップ

避難状況、
口コミ等
個別情報

リアルタイム
モニタリング

センサー・情報収集車・UAV・調査

大型マルチモニター付き会議室
被災時の対策検討室

（研究者・政策担当者）

ユビキタスセンサー

大学等

観測値
計算値
研究データ

俯瞰型情報基盤
(デジタルアース)

迅速な状況把握
検討・対策
情報発信
発言・議論

状況把握
情報発信
発言・議論

サイバー会議室

（研究者）

専門的説明
根拠説明
発言・議論

技術情報
支援技術

（政策担当者）

様々な主体が相
互の情報を統合
し閲覧・議論で
きる「場」を提供意思決定支援

意思決定支援

防災情報・対応
発言・議論

被災状況等
収集データ

多次元多解像度
相互運用
統合DB

問題複合体への応用 （防災・環境）

民セクターと学セクターの多元的協働

不確実性がともなう専門知が関与する
公共的争点の社会的意思決定の問題

・立場を明示して、エビデンスに基づく議論を
・無限責任の有限化する努力

科学技術と社会をつなぐ立場明示型研究構想 科学的知見の不確かさの表現
可能性と確信度（ＩＰＣＣ報告書から）

「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについ
ての確率的評価である。
「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実性の程度を
表す用語であり、証拠（例えばメカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家の
判断）の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関する文献間の競合の程度
等に基づく見解の一致度に基づいて定性的に表現される。
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―基調講演（同時通訳）― 

「デジタルアースの時代における地球の危機管理」 

Tim Foresman（ティム・フォースマン） 

SIBA Chair in Spatial Information、クイーンズランド工科大学 未来環境研究所 教授 

 御紹介どうもありがとうございました。今回ここに来ることができて非常にうれしく思っております。福井さ

んと御一緒できて非常にうれしく思っておりますし、日本の皆様にも会えて非常にうれしく思っております。

何ができるかということは非常に重要ですので、私のビジョンを皆様とシェアしたいと思います。 

 さて、これが私の出身地です。今は夏で非常に暑いのですが、こちらは状況が違うので、これになれる

のは非常に難しいところです。ここがクイーンズランド工科大学です。技術系で優秀な学生を輩出して

おりまして、中部大学とよく似ていると思います。そういうわけで、ここに来られて私はうれしいわけですけ

れども、皆さんがブリスベンに来ても楽しんでいただけるかと思います。将来のビジョンとして、スマートビ

ル、インテリジェントビルなど、ハイテクを使ってどのように持続可能な生活、いわゆる低炭素社会といっ

たことを御提案できるかも、皆様にお示しすることができると思います。それから、緊急管理センターとい

うようなものも始めておりますから、こういった点でも私どもが協力できるのではないかと思います。

 今日は、まず災害の現実についてお話しします。それから、デジタルアースのできること、将来何ができ

るのかということを皆さんとシェアしたいと思います。 

 何千年、何万年も前に宇宙ができ上がり、そこから非常に大きな進歩がなされてきました。すべてが混

乱の中ということであります。いろんな問題が今あがっています。過去はうまくいったから今度もうまくいくと

思うかもしれませんが、そうではありません。いろんな大きな課題、問題があります。ですから、経済的に、

そして人道的にそれらを解決しなければならないわけであります。 

 今このような数字をあげておりますが、これはわれわれにとって非常に重要な問題です。この数字を見

て、災害対策をとらなければならないと考えているわけです。特にわれわれ科学者にとってはロケーショ

ンというのが重要です。日本はといいますと、残念ながら非常に大きな地震や地殻変動や台風といった

災害があり、こういった形でいろんな影響があるわけであります。特に新しい状況、つまり異常気象が今ま

での常識を覆しております。台風が何度も何度も来ることもよくないのですが、一度に二つの台風がどこ

を目指していくのか思って見てみると、日本だったりするわけであります。

 国連が今提唱しているのは、「天災」と言われているけれども、実は「天災」ではないということです。こ

れは今後考えていかなければならないことです。今は異常気象も起こってきているのですが、「天災」で

はなくて「人災」である。人間の生活パターンが変わってきてこうなってしまっているというわけであります。

これはフィリピンの台風ですけれども、私どもの生活パターンのテンポが変わったからこのように災害が増

えてしまったのではないかという考え方があります。 

 このように傘を差して避難することもできますので、これも一つの方策ではありますが、すべての場合に

傘を差せるわけではありません。例えば、これは東日本大震災の写真です。福井さんはいろんなチャレ

ンジがあるとおっしゃいましたけれども、この震災の場合、傘を差しては避難できないわけであります。

私たちは、1,000 年ぐらい昔のことについて、その情報をトラックダウンすることはできますが、それだけ
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では十分ではありません。いろんなことを視野に入れて対応していかなければならないわけです。これが

グローバルな災害の現実です。私たちがこのような災害をしっかりと見据えることができれば、それをわれ

われの文面の中に取り込んで対応することができると考えられます。 

 私どもの自然はこういった火山というものも与えました。アイスランドで火山が爆発し、ヨーロッパの飛行

場がすべて閉鎖されてしまったということがありました。アイスランドだけではありません。いわゆる火山帯

というのがありますので、日本にとっても火山というのは現実問題としてあるかと思います。 

クイーンズランドにはグレートバリアリーフがあります。生物多様性の宝庫でありますので、われわれの

遺産とも考えておりますが、これが産業、交通、化石燃料によって今危機的な状況にあります。こういった

危機は 1,000 年に一度と言われておりますけれども、まさに今発生しているわけです。なぜかというと、

2010 年、メキシコ湾でこのような事故があったからです。何十億という被害になりました。こういった事故

が起こるわけであります。なぜこういった事故が起こるかということですが、政府、企業がしっかりと検査を

していないというところがあります。ですから、われわれはそれをしっかりとモニターしていかなければなり

ません。 

 それから、自然に対しての影響ということで、新たな外来種がその地域を襲うということが世界中で起こ

っています。そうなりますと種が乱されてしまいます。それによりまして稲作ができなくなったり、漁業ができ

なくなったりします。今まで考えたこともない種の多様性への被害ということになります。これは東日本大

震災の後の日本からのお土産です。ポートランドのビーチなのですが、桟橋が流れてきて、その桟橋に

こういった日本の自生種がついてきてしまったわけです。これはアメリカにとっては外来種なのですね。大

震災の後にこのような外来種の問題が起こってしまったというのは、だれのせいでもないのですが、現実

ではあります。 

 そして、化学工場の事故というのは非常に深刻な問題です。この事故は世界中の科学者に対する警

鐘となりました。今までなかったようなことが発生しました。これは自然の責任ではありません。すぐれた科

学技術に基づいていても、それがちゃんとしっかりモニターされていないというケースがあるのです。また、

政府がしっかり検査をおこなっていなかったために貴重な人命が失われてしまうということもあるわけであ

ります。これがいい例です。この場合は 1,700 名の方が亡くなったにもかかわらず、説明責任が果たされ

ていません。私たちはこういった災害を真剣に捉えていかなければなりません。 

 これは米国で起こった事故です。米国は科学技術が進んでいるとよく言われますが、フリントというとこ

ろで水の鉛汚染の問題がありました。パイプから水の中に鉛が溶け出し、何千人という子供が鉛汚染の

被害を受け、そのクリーニングのために何十億ドルという費用がかかってしまいました。節約のためにカバ

ーアップをおこなった結果、これだけの被害になってしまったわけです。 

 このような産業の問題は非常に古典的なものですから、もう起こらないと思っていたのですが、まだいろ

んなところで起こっています。それによって非常に深刻な問題が社会に投げかけられています。例えば、

これは新潟の例です。これについて政府は何の責任もとることができませんでした。だれがこういった産

業問題についての責任をとれるのかというのは非常に難しい問題です。 

 これはミネアポリスであった事故ですが、橋が崩落しました。これはだれのせいでしょうか。しっかりと検

査をおこなわなかった政府のせいでしょうか。工事側が手抜きをしたからでしょうか。何かが悪かったから

人が死んだわけですね。しかし、残念なことに、米国ではちゃんとした検査がおこなわれていません。市

にその予算がないというケースがアメリカには非常にたくさんあるのです。これがアメリカにとって非常に

大きな頭痛の種になっています。 

 これらはすべてお金絡みの問題です。2008 年のことですが、実はこれは人間に責任があったのだという

ことがわかりました。しかし、中にはその刑に服した人もいるわけですが、だれが悪かったのかというのはま

だわかっていません。こういった産業事故についても、汚職がおこなわれたことによってダメージが発生し

ていることがよくあるわけであります。日本でもそういった例がありました。経済産業省のスキャンダルがあ

って辞任されましたよね。お金というのがいつも問題の元凶にあって、それによって事故が発生していると

いうのが現実です。 
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 また、お金が大きな環境問題にもつながっています。再保険の問題です。同じアメリカでも、フロリダで

はハリケーンについて保険がかかっていてもミネソタではかかっていないというようなケースがあります。

再保険はお金の問題でもありますが、政治の問題でもあるわけです。「Tragedy of the Horizon」というこ

とが提唱されていますが、つまり産業界は長きにわたって本当のリスクが何なのかを考えてこなかったわ

けです。とにかく短期的なファイナンスの問題のみに焦点を当て、人命を守っていないということを言っ

ています。ですから、ロイズは政治家や科学者に対して「もっとちゃんと仕事をしろ。でなければわれわれ

は保険をかけないぞ」と言っているわけです。これが大きな警鐘となりました。 

 さて、今地球はどんな状況なのでしょうか。これは皆さん見たことがない図かもしれませんが、非常にお

もしろいと思うのですね。この左側の地球にある緑色の小さなボールがすべての水です。海も氷も川も全

部入れてこれだけしかないのです。小さな赤い点が淡水の量です。右側の地球にあるピンクのボールは、

皆さんが息をするときの大気がどれだけあるのかということです。つまり、リソースは有限であって無限で

はない。汚染といっても、この小さな部分なのですね。このようにちゃんとビジュアル化することによって問

題を理解できます。 

 これから将来の方向性に関する私の考えをお話ししたいと思います。 

 これは圧縮される地球です。今 73 億人の人間が地球の上で息をしていますが、これがすぐに 100 億人

になります。しかし、それは持続可能ではありませんから、地球が圧縮されます。制限がかかるということ

です。その中で多くの人たちが苦しみます。名古屋ではそうでもないかもしれませんが、世界、例えばバ

ングラデシュやアフリカや南米といったところの人は苦しむわけであります。このように圧縮されて、それ

がプラスの影響になればいいのですが、状況はどうでしょうか。私は国連にいましたから、その中で 2002

年と 2012 年にレポートを出しました。レポートカードの中にその結果が出るわけですけれども、2012 年は

すべてがＦでした。 

 では、ここから今後どうなっていくのかということですけれども、残念ながら悲観的にならざるをえません。

私はふだん前向きな人間なのですが、このレポートを見ますと悲観的になってしまいます。例えば、皆さ

ん刺身はお好きでしょうか。私も刺身は大好きですが、もし刺身がお好きでしたら今食べておいてくださ

い。なぜかというと、将来は食べられないからです。将来はもっと高くなりますよ。次に、生物ですけれども、

これは絶滅してしまいます。第二の大量絶滅がやってくると言われています。前のものといたしましては恐

竜が大量絶滅しましたが、これがなぜかはわかっておりません。喫煙のし過ぎということではないと思いま

すが、いずれにしても恐竜は絶滅しました。 

 今地球に 73 億人が住んでいるわけですが、非常に多いですよね。あまりにも人が多過ぎるということで、

ローマクラブが 54 年前にレポートを出しています。ただ、おりの中にネズミが多ければ非常に悲惨な状況

になるけれども、われわれは人間だから、そんな状況を許すことはできないというわけであります。 

 今は食料の問題もあります。これは今後もっと増えてくるでしょう。ピークオイルの問題もあります。化石

燃料ですね。皆さんは石油ならたくさんあると思っているかもしれませんが、それにも制限があります。そ

して、石油についてはさらに問題があります。それを燃やすと CO2 が発生するのです。この CO2 の発生が

今 400ppm という非常に高いレベルで、その濃度はまだ増えています。気候が変わってしまう。それが今

後さらに大きな展開となります。この問題はなかなか解決することができておりません。 

 キーリング博士が CO2 に関するレポートを出していますが、CO2 があまりにもたくさん大気に放出されると

氷が溶けてしまうという状況があります。皆さん北極に住んでいるわけではないので重要ではないかもし

れませんけれども、近くに住んでいる人たちからすれば、これは非常に大きな災害のもととなります。私は

シロクマが大好きなのですが、北極にすむシロクマも大きなダメージを受けることになります。 

 非常によいニュースといたしまして、日本がリーダーシップをとっているということがあります。皆さんはそ

れを非常に誇りに思っていいと思います。兵庫のフレームワークというのが日本で始まっております。大震

災の前にこのようなダイアローグがもう既に兵庫で枠組みとして始まっているということであります。 

 これがその四つの優先事項であります。まず初めに、災害のリスクを理解するということ。それから、リス

クのガバナンスを強化するということ。また、強靭性を担保するために災害リスク軽減に対して投資をし
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なければならないということ。そして、その準備をするとともに、リハビリテーションなどの努力もしていかな

ければならないということであります。 

 これは仙台の会議ですけれども、このフレームワークでも日本がリーダーシップをとっています。2015 年

のフレームワークということで皆さんが今やっていることは将来の成功の種になります。日本はまさにその

中心になっているわけであります。 

 UNISDR の事務総長、特別代表のグレイザー博士は、科学が非常に重要だと言っております。これは

まさに大学がやっていかなければならないことであります。どのようにサイエンスをリードしていくかというの

が大学の皆さんにとっては非常に重要でありますし、このようなミーティングが非常に重要な理由もそうい

うところにあります。 

 仙台のフレームワークの将来性がこちらに書いてあります。このようにローダーマップがあります。このよ

うなものを開発し、そして将来に向かっていくわけであります。その間、私どもは科学を活用していかなけ

ればなりません。 

 日本の気象庁がこのような情報を使って現状を広く知らせています。このようなシステムを今後さらに

拡充していかなければなりません。 

 そのために、福井先生もおっしゃってくださいましたが、デジタルアースというものがあります。今回のよう

なシンポジウムがおこなわれることによって、人々がこれから何を議論していかなければならないかという

ことが明確になることを非常にうれしく思っております。過去から学び、そして将来への提言をする、それ

が福井先生のおっしゃったことの真髄にあると思います。 

 デジタルアースというのは、当時のアル・ゴア大統領の指導のもとに始まりました。テクノロジーを集めて

将来の地球のために尽くしていこう、そのために地球観測衛星その他のテクノロジーを調和させていこう

ということを述べておりました。 

 このスライドは 1980 年代に私が NASA に勤めておりましたとき実際に使ったものですけれども、アプリケ

ーションの最も大きなものの二つが気候変動と災害でした。当時もそうでしたし、現在もこれが大きな問

題であるということであります。 

 これは人工衛星です。今日、これほどまでの数の衛星をもって現在の地球の観測をすることができるよ

うになっているわけです。 

 これは 1968 年に見た地球です。皆様方はまだ高校生だったかもしれませんが、これ以来、物事の見方

が地球規模で変わってまいりました。今日となっては、地球は宇宙の中の小さな生命体であると考えられ

るようになっております。 

 2002 年、国連の持続開発に関する会議がおこなわれました。当時の私のボスはコフィー・アナン事務

総長でしたが、彼が強調していたのは、タイプⅡのパートナーシップが必要であるということでした。産官

学に市民、NGO が加わるといった形のパートナーシップこそがわれわれに本当の意味での成功と力を与

えるのだということを言っていました。 

 また、この同じ年、デジタルアースのプロトタイプが完成いたしました。４人の若者と私が開発してきたこ

のテクノロジーを公開して契約をし、国連で発表する手伝いをしてもらいました。このとき初めて、コンピ

ューターでズームをすれば地球にあるさまざまな場所がわかるという非常にわくわくするような仕組みがで

き上がったのです。つまり、家庭において地球上のどこでも目にすることができるようになったわけです。 

 2002 年にはグーグルアースのようなものがここまで進化するとはだれも考えておりませんでしたが、今日

皆さんの間でこれは非常に人気のあるアプリケーションの一つとなりました。もとはといえば４人の若者だ

った彼らは、今お金持ちになっています。私自身も彼らから少しキックバックをもらいたいと思うぐらいで

す。 

 そして、2006 年には中国の科学院がデジタルアースに大きな興味を持ちました。彼らも 10 年前に発表

されたデジタルアースが非常に社会の役に立つものだと考え、それを支持したわけです。これは中国の

科学時報の最初のページでありますが、福井先生や私の写真が大きく載りました。デジタルソサイエティ

に光が当てられたのです。 
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 そして、ここに書かれているようなさまざまことに対して役に立つということが言われました。ここで大切な

のは、これらのトピックすべてに国連の機関がかかわっているということです。多くのステークホルダーがこ

の共通の問題にかかわってまいりますが、そのときデジタルアースを使えばみんながつながっていけます。

これが非常に大切なコンセプトでありました。 

 では、われわれは力を合わせてどのように前進していけばよいのでしょうか。考えねばならないことの一

つは、中国科学院も既に３回会議をおこない、特に減災ということに触れていますが、そのためのテクノロ

ジーをどのように伸ばしていけばいいのかということです。これについては北京と当大学の共同研究も進

められております。 

 そういった点で、まず災害が起きたときにどんな対応をするのかを考え、そして復興対策をし、さらに減

災を考え、準備をしていくという一つのサイクルがあるというふうに考えられております。この災害サイクル

を進めるために中心となる原則をこれからお話ししたいと思います。 

 空間テクノロジーを使って新しいアプリケーションをさらに進めていこうということで、ビッグデータを解析

するときに従うべき三つの原則が発表されました。PIVOTAL という会議が昨年ブリスベンでおこなわれ、

持続可能な開発のために、そしてミレニアムゴールを達成するために簡単な形でデジタルアースを使っ

ていくに当たって、この３原則を発表したわけです。 

 その一つ目はオープンデータです。情報を相互の接続性の中でどのように伝えていくかという部分を強

化していく必要があります。そして二つ目は実世界の中で使っていく必要があるということ。三つ目は皆が

共通のものを見ることによって正しい意思決定ができるようにするためのビジュアル化です。 

オープンデータに関して申しますと、データというのは魚のようなものだと私は思っています。使わない

でほうっておくと魚はどうなりますか。３日もたてば腐ってしまいます。それと同じことがわれわれの仕事の

中でも起こりえるわけです。データが政府だけで使われているのは非常にもったいないことです。データ

は産官民の中で使われることによってさらにその力を増します。そして、節約ができ、命を救っていくこと

ができるわけです。 

 また、原則の二つ目の実世界で役立てるというのは、世界を構築していくということでもあります。現在

では特にスマートシティというものが望まれておりますが、これによって低カーボンで強靭性があり、安心

で安全な世界をつくることには非常に意味があると思います。みんながデジタルアースを使ってこれをし

たいと考えています。 

 これは現在クイーンズランド工科大学でおこなわれている例ですが、空気や人々の動きをすべてビジ

ュアル化することができています。非常に複雑なビルであっても、このように視覚化しております。例えば、

太陽光発電がいかに持続的、開発的に使われているかというようなことをさまざまなテクノロジーを使っ

て視覚化しているわけです。 

 このようにして新しい思考方法を進めておりますが、それを助けてくれる一つがインテリセンシングであ

ります。これが非常に豊かな世界をわれわれにもたらしてくれます。テクノロジーを使って情報を世界中

に普及させられるわけです。右の端にあるのはコペンハーゲンで実際に使われている自転車ですが、こ

れで大気の質をはかることができます。これと似たようなテクノロジーを使えば、津波のデータもより簡単

に観測できるようになることでしょう。 

 また、テクノロジーの使い方として、クラウドベースのテクノロジーを使えば、実際には見えていない地

下のデータを集めてこのような表現をすることもできます。この iPad に見えているような世界が地下にあ

るわけです。 

 われわれのデータは常に人工衛星を使って送られております。次にお話をされる JAXA の伊藤先生や、

またデジタルアースの関係者たちがこれに携わり、情報を集めるシステムの向上に努めております。 

 これは日本です。質問があります。これは夜ですけれども、どうして明るいのでしょうか。こういったことが

わかれば、効果的に電力を使い、エネルギー問題を解決していくことができます。東京は光っております

ね。電気の節約を考えるとき、このようなビジュアライズが非常に必要になってきます。CO2が増えれば気

候が変動し、さらに災害も増えるかもしれません。このような悪循環を断ち切る必要があります。その議論
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を始めるためにも、このような視覚化が必要なのです。 

われわれの青い美しい宇宙船地球号をこれからも維持していく必要があります。 

 そして、子供たちには客観的な物の考え方を植えつけてやりたいものです。彼らは現在テクノロジーを

学ぶ立場にありますので、新しい世界を見せてやる必要があります。エネルギー、気候、環境の問題に

対処していくのは彼らだからです。そして、今日ではそのためのツールがたくさんあります。かつて月に送

ったのと同じだけの演算能力が現在ではスマートフォンの中にあるのです。 

もう一つわれわれが注意を払わなければならないのは、今日新しいデジタル人道主義があらわれてい

るということです。私の同僚にパトリック・メイヤーという人がいますが、人々がインターネットで共有をし始

め、災害に協力していくというコンセプトを打ち出しております。 

 例えば、災害が起きますと、人道主義に従ってドローンを飛ばします。そして、それがスマートフォンとつ

ながり、人々がどこで被害を受けているか、何が必要かというような情報を得ることができます。政府の力

に頼るだけでなく、クラウドソーシングにより、人々の力を、例えば軍がしなければならないようなことに似

ただけの力を発揮させることができ、さまざまな形で資源を節約することができるわけです。非常に新し

いコンセプトですが、これからそれを進めていく必要があると思います。 

 今日、2020 年までに 80％の大人がスマートフォン等を手にすると予測されております。買えば使いたく

なることでしょう。 

 これはクイーンズランド州で現在起こっているよい例ですが、コミュニティの人々が写真を撮って政府

を助けております。大量の情報がコミュニティから集められ、デジタル民主主義によって人々がこれを享

受するという新しい動きが起きています。クイーンズランド州でも大洪水が起きますが、このようなデバイ

スを使いつつ測量、災害のマッピング等がおこなわれ、どこにどういった支援が必要なのかという意思決

定がおこなわれました。また、これを保険や埋め立てのための資料としても使うことができました。情報が

タイムリーに得られますので、災害にスマートフォンを使うという新しいエリアがどんどん増えております。

また、皆様方はエボラ熱についても御存じのことでしょうが、これに対しても私の同僚がマッピングのア

プリケーションを使っています。どこで何が起こっているのかを正確に知ることができれば、それによって

アフリカの人々が問題解決することを支援できるわけです。非常に危険なエリアでも、互いにアプリケー

ションを使い、どこで勃発しているか、どこに作業者がいるかということの把握を以前より正確におこなえ

るようになりました。非常にポジティブな動きです。

 では、これから人々はこのテクノロジーをどのように使っていけばよいのでしょうか。自分でも勉強をされ

ると思いますが、老いも若きも皆がこれを使いこなせるように進めていく必要があります。そうすることによ

って大きなボランティアの軍団ができます。これを「集団知」と呼びたいと思います。 

 100 年前、フランシス・ガルトン卿という人がいまして、数のマジックというのを見せてくれました。より多く

の人々から出る情報のほうが個人の情報よりも正確であるということが統計的に証明された過去がありま

す。実際にG20 サミットでもデジタルアースを使ったビジュアル化がおこなわれました。QUT は、デジタル

テクノロジーを使ってどのように複雑なデータが相互に関連しているかということに答えました。インドのモ

ディ首相は非常にテクノロジーに詳しい人で、これに大変興味を持ち、彼の友達に話しました。

 これは現在 QUT でおこなわれている意思決定の一つの場面でありますが、これに加えて人々の教育

にも使うことができ、簡単に情報にアクセスすることができるようになっています。ビジュアライゼーション

によって情報をより正確にリアルタイムで理解することができているというのが今日の状況です。 

 これはブレインマッピングの例ですけれども、神経科学者でさえ現在正確に把握できないことでも、視

覚化をすることによって大きな前進を見ることができるでしょう。これからわれわれは世界を違った形で見

ることができるようになると思います。 

 ただ、このテクノロジーをどのように使うかということには注意を払わなければいけません。そして、持続

可能性を高めていかなければなりません。人工知能界の友達ペッパーもわれわれも手伝ってくれること

でしょう。そして、さまざまな市民が今この動きに加わっています。これはフェイスブックのコネクティビティ

を示した写真で、人々がどれぐらいコネクトしているかを示しています。これが市民なのです。 
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 これからわれわれはさまざまな事態に直面していくことでしょう。しかしながら、われわれには機会があり

ます。この機会をどのように理解していけばよいでしょうか。プラスの形で使っていくことができるでしょうか。

この未来の波乗りの中で、われわれはどのように進んでいけるのでしょうか。緑豊かな道を行くのでしょう

か。それとも荒れ果てた道を行くのでしょうか。 

 われわれは、力を合わせることによって、デジタルテクノロジーを使ってすべての人々の未来を進めて

いくことができます。QUT が日本の中部大学ともさらに協力を進めていけることを願っております。御清聴

大変ありがとうございました。 

36



Disaster 
Management on a 

Digital Earth 
Prof Tim Foresman

Chubu University

20 February 2016  

The Project [R]evolution
31Aug12/twf

Nov2013/twf

Showcasing state of the art 
research and development 
facilities for a Digital Earth

30Oct08/twf

37



My Talk Today

• Realities of Disasters
• The Opportunities on a Digital

Earth
• The Future

Cosmic Chaos

30Oct08/twf

30Oct08/twf

Location is Important Weird Weather a New Normal
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Facts

30Oct08/twf

Facts

30Oct08/twf

Great East Japan Earthquake in March 2011

Global Disasters Reality

30Oct08/twf

VOLCANOES – LOCAL 
AND GLOBAL IMPACTS
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Nov2013/twf
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Deepwater Horizon 
oil spill- 2010

30Oct08/twf 30Oct08/twf

Bhopal, India - 1984 1,700 killed from 
Union Carbide gas leak 

30Oct08/twf
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30Oct08/twf

Attorney Akira Takashima 
and Niigata Prefecture

30Oct08/twf

2007 Minneapolis 
Bridge 

Munich Re Insurance Maps 
Define Economy Risk

30Oct08/twf

30Oct08/twf

Getting a Grip on Common Reality

.

7 – 10 billion 3-4 billion New Equilibrium
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7 – 10 billion 3-4 billion New Equilibrium 7 – 10 billion 3-4 billion New Equilibrium

A View from the Earth Summits
2002

2012

¾2002 Report
Card
¾Ds and Fs

¾2012 Report
Card
¾All Failing

Grades 30Oct08/twf

•Fisheries – Collapse by 2048

"You have scientific consensus and nothing moves. It's a sad example; and what 
happened in Canada should be such a warning, because now it's collapsed it's not 
coming back." Boris Worm, 2006.

Global Assessment Facts

30Oct08/twf

•Fisheries – Collapse by 2048
•Biodiversity – 25% of mammals this century

“We are witnessing the 6th episode of mass species extinction.” E.O. Wilson

Global Assessment Facts

31% loss of terrestrial species from 1970 to 2003 (WWF)

Extinction Sucks

5th Mass Extinction of Species Biodiversity

42



Cretaceous-Tertiary 5th mass extinction
The Cretaceous-Tertiary (K/T) mass extinction of the dinosaurs. 

This happened: 65 million years ago 

30Oct08/twf

•Fisheries – Collapse by 2048
•Biodiversity – 25% of mammals this century
•Human Population – 7,300,000,000 BUREA OF CENSUS

Global Assessment Facts

30Oct08/twf

Club of Rome and The Limits to Growth

Too bad this isn’t just a rat experiment!

30Oct08/twf

•Fisheries – Collapse by 2048
•Biodiversity – 25% of mammals this century
•Human Population – 7,300,000,000
•Safe Water Access – 1,000,000,000+
•Food Security FAO 2007

– 923,000,000 undernourished

Global Assessment Facts

30Oct08/twf

•Fisheries – Collapse by 2048
•Biodiversity – 25% of mammals this century
•Human Population – 7,300,000,000
•Safe Water Access – 1,000,000,000+
•Food Security – 923,000,000 undernourished
•Petroleum – Peak Oil is now, Plenty of Coal!

Global Assessment Facts

30Oct08/twf

Global Assessment Facts

•Fisheries – Collapse by 2048
•Biodiversity – 25% of mammals this century
•Human Population – 6,717,387,042
•Safe Water Access – 1,000,000,000+
•Food Security – 923,000,000 undernourished
•Petroleum – Peak Oil is now, Plenty of Coal
•CO2 – 400+ ppm is a record high
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30Oct08/twf 30Oct08/twf

The Arctic Climate Impact 
Assessment reports region 
is facing dramatic changes

8.5% per Decade

30Oct08/twf

A Disastrous Future
Japanese Leadership

30Oct08/twf

Hyogo Framework for Action 
2005-2015

• Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the resilience of 
nations and communities to disasters and accelerates its 
implementation through evidence-based advocacy, capacity 
development, partnerships, and field-testing of innovative Eco-DRR 
solutions that promote sustainable and resilient development. 

Four Priorities for Action
Priority 1. Understanding disaster risk

Priority 2. Strengthening disaster risk governance to 
manage disaster risk

Priority 3. Investing in disaster risk reduction for 
resilience
.

Priority 4. Enhancing disaster preparedness for 
effective response and to “Build Back Better” in 
recovery, rehabilitation and reconstruction
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The Sendai Conference outcome 
represents the “first step of our 

journey to a new future "Ban Ki-moon, 
United Nations Secretary–General

The Sendai Framework is a 15-year, voluntary, non-binding agreement 
which recognizes that the State has the primary role to reduce disaster risk 
but that responsibility should be shared with other stakeholders including 
local government, the private sector and other stakeholders. 

“Government leaders and decision makers should 
give greater attention to the science on disaster risk 
and climate change to reduce exposure to extreme 
disaster events and to promote sustainable 
development. Dr Robert Glasser

30Oct08/twf 30Oct08/twf

Nov2013/twf Digital        Earth
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Vice President Al Gore Launches 
Digital Earth Initiative

Vice President Gore's 1998 vision to 
create a "Digital Earth" will enable 
people to explore our planet in its 
infinite variety.

Vice President Gore's 1998 vision to 
create a "Digital Earth" will enable 
people to explore our planet in its 
infinite variety.

NASA leads InterAgency Digital Earth Working Group (IDEWG)

30Oct08/twf

Digital Earth Vision includes…
Technology
Visualization

Data Fusion

Simulations

Modeling

Geo-location

Interoperability 

Networks

SuperComputers
3D Geobrowsers

Applications
Climate Change

Disasters

History & Culture

Biodiversity

Health & Safety

Social Networks

Education

Museums & 
Libraries

From NASA 1998 30Oct08/twf

NASA Earth-
Sun 

Research 
Spacecraft

30Oct08/twf

Apollo 8 Christmas Eve, 1968

Type II 
Partnership

• Business
• Government
• Academic
• NGOs

Digital Earth
Technology

UN Secretary-General 
Kofi Annan Introduces: 

2002 
Johannesburg
South Africa
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2001

View the World from Your Home

… accessible through every smartphone.

Everyone Knows Google Earth !
The Most Popular Digital Earth Prototype
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Receptive International Audience for 
Digital Earth Design for a Better Planet

Front page story on launching Digital Earth in China

2006 
International 
Society for 
Digital Earth

Digital Earth Commons – Needed to Serve 
Humanitarian and Disaster Reduction

Applications 
FIRES
- FAO, UNOCH, WMO,

ECE, UNCHS

FLOODS
- UNDP, UNOCH, WMO,

FAO, UNESCO

EARTHQUAKES
- UNCHS, UNDP,

UNOCH, WHO

FAMINE
- WFP, UNDP, WHO,

UNICEF

DROUGHT
- UNSO,WFP,UNDP

POLLUTION 
- WHO, UNESCO, UNCHS

CONFLICTS &
REFUGEES
- UNCHS, UNOCHA

30Oct08/twf

How Can We 
Protect and 
Preserve?

ISDE 1st Workshop held 11-22 November 2013
Hainan, China

ISDE 3rd Workshop held 23 Nov – 4 Dec 2015
Sanya, China
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Pivotal Principles

Open Data

Real World Context

Visualization

Data is like Fish

If it isn’t well managed it rapidly 
loses its full potential and value

Without Open Data…
…most fish will spoil!

Real World Context

Smart Cities
Resilient
Low Carbon
Transport smart
Safe & Healthy
Cost effective
Promote jobs
Intellisensing
Visualisation and Spatial 
Technology Driven Future 
is Now

49



23Feb12/twf

Spatially enabled in societal sensor webs
- Intellisensing -

23Feb12/twf

Superman Visual and Intellectual Powers for Everyone

Nov2013/twf 30Oct08/twf
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May 2014

You are here.

4th DE Summit
3Sep2012/twf

Technology for Science 
Visualisation

in the 21st Century
In the eyes of a child…the 
future awaits.

Energy

Climate

Environment

The Power of Science & Social Media
in the 21st Century

Monitoring and Managing 
our modern world 

The Project [r]evolution
30Aug2012/twf

Drones Provide Real-time Views
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80% of Adults with Smartphones by 2020 -
Each as Powerful as a Supercomputer

Smartphone apps 
can be used to 
document, 
measure, and 
report for our world.

Citizen run command and control.

Rebuilding Queensland – Flood 
Recovery Services

3/22/2016

Flood Recovery – PM Services

Toowoomba 2010, 
photo credit: 
Brisbane Times

Ipswich 2011, 
photo credit: 
Courier Mail

Scenic Rim 2013, 
photo credit: 
Beaudesert Times

Hinchinbrook 2010, photo credit: Hinchinbrook Shire Council

Dalby 2010, photo credit: The Guardian

DARMS
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Critical to Real-Time Field Data

30Oct08/twf

Ebola Outreach in West Africa

30Oct08/twf

Smart Phones & Apps
for Field Workers

Magic of Connecting People

The young…

…and the 
younger.

The Magic of Social Media and Spatial 
Technology in the 21st Century

Tremendous and obvious benefits
– Connecting peopleWisdom of Crowds 

Sir Francis Galton – Vox Populi - 1906
Nov2013/twf Digital        Earth
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Time Scale

G20 Visualization to 
Transform Our World 

18SEP14

Visualization and eResearch

18SEP14

Visualization Innovation 
for:
• Trade and Commerce
• Construction
• Tourism
• Resource Extraction
• Environment

G20 QUT Cube 
World 

Visualisation
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Light Up the Brain Like a Christmas Tree

We are just learning to map 
and visualize the human brain.
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Can we harness Digital Earth 
technology to visualize 

a sustainable path to the future?

Nov2013/twf
f

The Magic of Social Media
in the 21st Century

Navigating our modern world 

The Project [r]evolution
30Aug2012/twf

Facebook Connections Nov2013/twf

Disaster 
Management
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Do we have a chance?

in our future?

Nov2013/twf

30Oct08/twf

The Future

30Oct08/twf

Domo Arigato for your kind attention!
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―展示紹介― 

「ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑによる無人航空機の開発応用」 

展示①：中部大学 中部高等学術研究所、国際GISセンター 

展示②：株式会社テラ・ラボ 

コーディネーター：松浦 孝英

中部大学人文学部事務長 

株式会社テラ・ラボ 代表取締役（中部大学発ベンチャーを目指す研究株式会社） 

 今日は後ろのほうにたくさん展示がありますので、一通りこちらから御説明をさせていただいて、その後、

そちらもゆっくり見ていただければと思います。国際 GIS センターからの出展と、私が今やっておりますテ

ラ・ラボという会社からの出展であります。今日はデジタルアースをフル活用して今何が開発できるのか

という視点で機材を持ってきました。

では、今から展示の紹介に入っていきます。皆さんを会場後方に御案内したいと思います。人数も多い

ので見にくいかもしれませんが、先ほどの福井先生の話、ティム先生の話を受け、まず御紹介させていた

だければと思います。 

皆さん、この大きな飛行機があるあたりに来ていただけますでしょうか。先にこちらの大きなものから御

紹介していきます。今ここに５号機、６号機という試験機をお持ちしております。翼長が、５号機は２ｍ、６

号機は４ｍあります。 

５号機は実際に運用していまして、既に制御だけで、つまりロボットの状態で５時間飛行した実績があり

ます。このほかに国内で５時間飛行している機体があるかないか私は存じ上げませんが、かなり珍しい試

験に成功していると言えます。われわれは「ペイロード」と表現いたしますが、最大積載量３kg で 500km

相当の飛行ができるものです。 

そして、後ろ側の６号機は、実は今年度と来年度で試験をしようということで今準備をしております。衛

星通信を搭載した長距離無人航空機でして、これも 500km、５時間ぐらい航行可能です。機体も当然大

きくなるのですが、最大 15～20kg まで積載物を載せられます。これからデジタルアースを使ってセンサ

ーやカメラからリモートセンシングでいろいろな情報を収集するに当たり、機体が大きければ大きいほど

試験できる測量物がたくさん搭載できますので、われわれとしては大きくもしたいわけですが、大きくする

と今度は長い滑走距離が必要になりますので小型化もしたい。こういった非常に大きなせめぎ合いの中

で今研究開発を進めています。 

さらに今は、２ｍや４ｍという UAV を飛行させようと思いますと、愛知県では恐らく難しいのですね。何が

難しいかというと、昨年 12 月に航空法が改正され、危ないから UAV を飛ばすなということが法律で決ま
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ってしまったわけです。われわれ研究開発者にとってこれはものすごく大変な事件でした。町中で飛ばし

てはいけない、夜間飛行もだめ、飛ばすなら制御する飛行の高さを150ｍ以上にせよと、そんな中ではわ

れわれの開発が進まないわけです。ただ、最近ではマルチコプター、ドローンが事故を起こしたというよう

な新聞記事がたくさん出ておりまして、ついこの間も首相官邸に落下した事件で実刑が出てしまっていま

す。そんな話にもなりかねませんので、われわれとしては、少なくとも愛知県からちょっと離れた場所、例

えば海上で試験ができるような場所を探さないといけないと考えております。場所をどこにしようかというこ

とで今調整をしているところです。 

 この４ｍのものは実は国外で生産されておりまして、110cc のエンジンを搭載しています。110 ㏄というの

は、皆さんが知っているもので言いますと、原動機付自転車のエンジンの２倍ぐらいの大きさです。今の

社会では、そういう大きなエンジンを積んだ飛行機をわれわれのような一般市民が開発して飛ばすこと

ができるようになっているということです。これは本当にこの１～２年でできるようになってきているわけです

が、こうした固定翼と呼ばれる飛行機の開発をぜひとも中部大学発で開発していきたいということで、福

井先生にもいろいろ御相談させていただいているところです。 

 もう１点、この飛行機には今までのこうした飛行機と大きく違う非常に珍しい要素があります。私、ここに

白い翼の一部を切り取って持ってきたのですが、軽々と持ち上げていると思われませんか。実はコンポ

ジット素材と呼ばれるものでできているのです。「コンポジット素材」という言葉に触れることはなかなかな

いかもしれませんが、複合素材といいまして、ものすごく軽量ですし、何よりも安価で、かつ強度が高いわ

けですね。これは航空機にも非常に都合がいい素材です。これまでもカーボンなど値段が高くて丈夫な

ものはあったのですが、これですと非常に軽くて丈夫なものが安くできます。成形で形を決め、そこに素

材を流し込んでフレームをつくるのですが、日本国内でこれを設計して製作できる会社を私は聞いたこ

とがありません。特に２ｍの機体はすべてがコンポジット素材です。後ろの機体も一部主翼も含めコンポ

ジット素材をたくさん使っております。材料の面でも非常に期待できるものと思われます。これも置いてお

きますので、ぜひ触ってみていただければと思います。 

 では、少し移動していただいて、右側のプロジェクターのほうをごらんください。マルチコプター、ドロー

ンなどで最近話題になっている映像伝送の装置です。設計の担当の方に今コントロールしてもらっており

ますが、ちょっと動かしていただいてよろしいでしょうか。カメラがついていて、こうしてジンバルをコントロ

ールしてカメラを移動させつつデータを飛ばします。電波としては1.2GHz帯のデータを飛ばし、アンテナ

が後ろにあるのですが、あのアンテナで拾ってプロジェクターに映しております。今皆さん手元でスマー

トフォンを使われていると思いますが、スマートフォンでは 2.4GHz 帯を使っています。ですから、この伝送

を 2.4GHz 帯でやると混線するということで、一般的には 2.4GHz 帯がたくさん売られているのですが、わ

れわれは 1.2GHz 帯とか 5.4GHz 帯といった周波数帯を使っております。そうした電波の問題もクリアして

情報を収集しなければいけないということです。 

 実は今回、これは一番自信があるのですが、恐らく国内初のものをお持ちしました。皆さん、少しこちら

へ来ていただけますか。コックピットで操縦をしているのがごらんいただけるかと思います。既にコントロー

ルをしていただいて飛ばしています。どこを飛ばしているかといいますと、名古屋空港の上をシミュレーシ

ョン的に飛ばしているのですね。先ほどティム・フォースマン博士からもデジタルアースでの UAV の利用

というお話がありましたが、われわれは、ものすごく簡単に、しかも安価にそれをすることができる環境にあ

るわけです。こうしたデジタルアースをフル活用した新しいコックピットの開発は、それを実証する装置の

一つであると言えます。 

 一見ゲームのようにも見えますが、この装置がノートパソコン１台ですべて制御されています。横にある

もう１台のパソコンは別のものです。モバイル管制をするという意味合いでは、非常に簡単でコンパクトな

装置として開発しております。今フライトシミュレーターの方が地図を見ながらコントロールしています。左

側のアプリケーションは、これがまさにデジタルアースでして、地理情報、鉄道情報、海岸、川というよう

な建物以外の情報を集積したものが画像として映っています。これはアメリカ連邦航空局が認めている

フライトシミュレーターでして、実際に航空する人たちを訓練するために使っているアプリケーションを組
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み込んでいます。また、真ん中の地図の右側ではメーターが動いています。今はコンパクトな装置があり

まして、その装置のアンテナから電波を送り、飛行機をコントロールすることができるアプリケーションが

映っているというわけです。 

 何が言いたいのかといいますと、これがすべてオープンソース、オープンデータでつくられているのだと

いうことです。われわれはものすごく安価に、そして使いやすくいろいろなものを同期できる状況にありま

す。このため、デジタルアースをコントロールし、この大型の無人航空機のコックピットを半年で開発でき

ています。私がこういうものを実現したいと思ったのが２年前、そして、このプロジェクトについて福井先生

と話をしたのが半年ほど前のことですので、まさにこのコックピットの仕様を考えてから実現するまでに半

年しかかかっていないということになります。 

 多分触ってみたいという方もたくさんおられると思いますので、紹介が終わったらぜひ触ってみてくださ

い。離着陸は難しいのですが、飛んでいれば多少落ちても何ら問題ありません。こちらでオペレーション

いたします。すごくこだわったのはいすです。それともう一つ、コントローラーにもかなりこだわっています。

本物の使用感があります。これはちょっとゲーム的な感覚になりますが、そういったこだわりがいろいろな

ところに入っておりますので、ぜひ触っていただきたいと思います。 

 それでは、今度は国際 GIS センターの展示のほうに移動したいと思います。こちらはパネルの展示もあ

りますので、ぜひ話を聞いてみていただきたいと思います。 

 まず、デジタルアース（俯瞰型情報基盤）による「知の統合」の研究拠点の形成についてのパネルがあ

りまして、その母体になっている国際 GIS センターのパネルがあります。また、GIS センターに設置されて

いるデジタルアースルームについてのパネルがあります。福井先生から先ほど紹介がありましたが、15 面

から成るマルチディスプレーが設置されております。また、人文学部の渡部展也先生が実際に UAV を

使って考古学調査をしておられまして、設計図がないような古い建物を空中から撮影し、立面図を起こ

すアプリケーションの紹介をされています。そして、こちらに DJI の Phantom3 という機体と senseFly の

eBee という機体があります。この機体はもともと航空会社が設計したもので、見ていただきますと、地図の

情報にマッピングし、ルートを決めて自動航行させるという情報が展開されております。これもシミュレー

ションができるようになっておりますので、ぜひ皆さんも後で見ていただければと思います。

展示物はたくさんございます。私もここにおりますし、スタッフが各所におりますので、いろいろ質問して

いただければよろしいかと思います。それでは、15 時まで皆さんが展覧できる時間として割り当てたいと

思いますので、ぜひごゆっくりお過ごしください。どうもありがとうございます。 
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―事例報告①― 

「JAXA における災害管理の取り組み－Sentinel Asia」 

伊藤 道夫 

JAXA（宇宙航空研究開発機構）衛星利用運用センター 

Sentinel Asia 事務局長 

どうもありがとうございます。御紹介にあずかりました JAXA の伊藤です。 

 本日は、JAXA の特にセンチネルアジアの活動について紹介する機会を与えていただきまして、福井

先生、中部大学の皆様に御礼申し上げます。 

最近は JAXA でも防災に宇宙技術を利用しようという活動を積極的に進めております。実際私も、東日

本大震災まではスペースステーションの活動にかかわっていたのですが、東日本大震災以降、今度は

目を宇宙から地球に向け、防災に宇宙技術を役立てるという活動をおこなっております。その中でも今

回は国際活動、特にセンチネルアジアという活動について紹介させていただきます。 

 順番としましては、まず「センチネルアジアとは」、次に現在進めている「センチネルアジア Step３の進

化（エボリューション）」ということで説明させていただきます。 

まず、センチネルアジアというのは、日本語で言えば「アジアの監視員」といいますか、宇宙技術をアジ

ア太平洋地域の防災活動に利用し、衛星から災害を監視していこうというものです。2005年10月に北九

州市で開催された APRSAF の提唱によって翌年２月に発足し、JAXA を中心として活動を開始しました。

APRSAF というのは、アジア太平洋地域宇宙機関会議といいまして、アジア太平洋地域の宇宙利用の

促進を目的として1993年に設立され、大体年に１回の頻度でアジア太平洋地域の国がホストとなって開

催しております。アジア太平洋地域の宇宙機関を含め、NASA や ESA や ROSCOSMOS等、世界の宇宙

機関が一堂に会して宇宙利用政策を議論し、提言をするという活動をおこなっています。昨年 12 月にイ

ンドネシアのバリで開催された APRSAF22 には 450 人以上が集まっております。

さて、センチネルアジアとはどういうものか。これは、アジア太平洋地域の宇宙機関・研究機関と防災

機関・防災コミュニティと国連等の国際機関が協力し、アジア太平洋地域の宇宙技術を利用した防災

活動をおこなっていこうというものです。現在、世界 25 の国・地域から 85 の機関、15 の国際機関が参加

し、ちょうどこの２月に合計 100 機関がそのメンバーとなっております。このメンバーのことを JPT（Joint 

Project Team）と呼んでおります。 

センチネルアジアの活動のコンセプトとしまして、宇宙機関が人工衛星を使って災害情報を収集し、

その収集した情報をウェブサイトを使って各国の防災機関や地方の防災機関に提供して防災活動に役

立ててもらうということがあります。また、この情報を利用する際に、解析機関が間に入り、衛星からの情

報を防災機関にもわかりやすいよう GIS という形に変えて提供しています。そして、この活動の中では、災

害情報を提供するだけでなく、災害情報を使えるようにするための能力開発やヒューマンネットワークの

形成ということもおこなっております。こういったことをセンチネルアジアのコンセプトにしています。 

理念としましては、アジア太平洋地域宇宙機関会議（APRSAF）により提唱・支援されたイニシアチブ
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として運営すること、宇宙技術、ICT 技術による宇宙コミュニティによるアジア太平洋地域の災害管理へ

の貢献をすること、宇宙機関と防災機関の共同作業であること、人道支援のための参加機関によるボラ

ンタリーなイニシアチブであることをセンチネルアジアの理念としております。

宇宙には地球観測用の人工衛星がありますが、アジア太平洋地域の宇宙機関の人工衛星を使って

災害情報の観測をおこないますと、その情報が一旦日本のサーバーに入ります。それを JAXA の

WINDS という超高速インターネット衛星を使って各地域に送り、各地域の防災機関が利用するというの

が大きな流れです。 

衛星からの情報を提供する機関をデータ提供ノード（DPN：Data Provider Node）と言っておりますが、

アジアでは七つの機関に参加してもらっています。インドの ISRO、タイの GISTDA、台湾の NARL、シン

ガポールの CRISP、韓国の KARI、日本の JAXA、そして今年ベトナムの VAST という機関が

VNREDSat という衛星を参加させ、今現在はこの七つが衛星による観測情報の提供機関となっておりま

す。

 衛星から提供されたデータを今度は防災機関にとって使いやすい形に解析するわけですが、これを担

当する機関をデータ解析ノード（DAN：Data Analysis Node）と呼んでおります。この地図にあるように、ア

ジア太平洋地域の大学や防災機関や研究機関など多くの機関が衛星画像を解析する役目を負ってお

ります。現在、100 ある機関のうちの約 40 がデータ解析ノードとして登録されております。 

 データを伝送するための WINDS という超高速インターネット衛星を使ったシステムの紹介をいたしま

す。日本の JAXA の中央サーバーに転送されたデータは、現在アジア 12 カ国に設けられている地域サ

ーバーに送られます。キルギスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカ、モンゴル、ベトナム、タイ、

台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、そしてフィジーです。これらの国々にはインターネット衛星を

使ってすぐにデータが送られるようになっています。左上にカザフスタンがありますが、ここは現在使われ

ておりません。 

さて、災害が発生したときの緊急観測のフローです。まず、災害が発生しますと、センチネルアジアの

メンバーとセンチネルアジアの協力国であるアジア防災センター（ADRC：Asia Disaster Reduction

Center）の加盟国とが、その災害の状況を察知して緊急観測要求を出します。緊急観測要求を現在神

戸にある ADRC が受けますと、ADRC は各データ提供ノードに観測要求を出します。観測要求のもとに

各衛星による観測がされると、それはすぐにセンチネルアジアのウェブサイトであるセンチネルサーバー

にアップロードされます。そのアップロードされたデータから、今度はすぐにデータ解析ノードが必要な情

報を抽出するための処理をおこないます。例えば、衛星が観測した画像から土砂災害の場所や洪水の

場所や地震による断層の変化といった情報を即座に解析します。解析した情報をまたセンチネルアジア

のサーバーにアップロードしますと、先ほどの通信網を通じて各地域・国に情報が送られます。そうすると、

それぞれの地域・国の周辺の防災機関がそれをピックアップし、現地の災害活動に役立てることができ

るというふうな流れになっています。

 現在センチネルアジアに参加している衛星データ提供機関は７機関ですが、場合によってはその機関

だけでは必要な情報が得られないときもあります。そういうときには、さらに大きな国際的な枠組みとして

もう一つ、国際災害チャーターというものがあります。これは日本、ヨーロッパ、アメリカ等の宇宙機関を含

め 30 以上の人工衛星が協力しておこなっている災害観測機関です。エスカレーションというのですが、

そこにセンチネルアジアとして要求をおこないます。そうすると、その機関からデータが提供されるので、

センチネルアジアを経由してそれらの情報を各防災機関に提供するという流れになっています。

2011 年には、3.11 の東日本大震災により、われわれ日本は非常に大きな影響、非常に大きなダメージ

を受けました。そのときにも、センチネルアジアとして各国の多くの協力を得て災害対応に役立てまし

た。 

 これは一つの例ですけれども、青い枠で囲ったところが ALOS という日本の地球観測衛星、黄色い枠

で囲ったところが THEOS というタイの地球観測衛星、ピンクの枠で囲ったところが FORMOSAT という台

湾の地球観測衛星、緑の枠で囲ったところが CARTOSAT というインドの地球観測衛星のデータです。
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人工衛星はそれぞれ軌道が違いますので、必ずしも一つの人工衛星で観測したいところ全部をすぐに

撮れるわけではありません。ですから、各機関の多くの衛星がコンステレーションとして協力することによ

って、東日本大震災では広い範囲を同時に観測し、その情報を即座に把握することができました。 

 これは台湾の FORMOSAT による観測の例です。宮城県沖での津波による広い範囲の被害を即座に

観測して情報を提供してくれました。 

 これはインドネシアで起こった一昨年の台風のときの大きな土砂災害の様子です。PLEIADES というフ

ランスの衛星が観測し、非常に広い範囲での土砂災害であったことを即座に発見できました。 

 先ほどの福井先生やティム博士の話にもありましたが、現在、アジア太平洋地域での災害が非常に増

えております。2015 年、去年１年間でセンチネルアジアの観測を 20 数件おこなっております。例えば、２

月にはインドネシアで洪水がありましたし、ベトナムの石油流出は人為的なものですけれども、バヌアツ

のサイクロン、ネパールの地震。ほかにも、ミャンマー、日本、ブータン、タジキスタン、台湾、スリランカ、

フィリピン、パキスタンと、いろんな国で災害が起こっています。そういうものにセンチネルアジアの活動

の中で対応してきました。 

 この左側の図は、ネパールの地震のときに衛星による観測画像によって断層の変化を把握したもので

す。日本の国土地理院が ALOS-2 という地球観測衛星のデータを使って解析しました。ALOS-2 という

日本の衛星は、光学の観測ではなくて、レーダーを使って観測をしております。レーダーの波長の均一

にそろった特性を利用し、災害前と災害後の状態を比較することによって、地震による地盤の変動量を

見ることができます。等高線のような線がまさに変動量でして、人工衛星によってネパールの約 500km と

いう広い範囲を一度に観測し、地殻変動を把握しております。 

 右側の図は、ちょっとわかりにくいのですが、やはりネパールの地震が発生したときの土砂災害を衛星

で観測したものです。数十戸の家がある Langtang 村が被害を受けました。人工衛星の観測によって土

砂災害の影響を見て、そこに村があるということから、すぐに救援活動に役立てることができたという例で

す。 

 これも同じようにネパールの地震のときにインドの人工衛星で撮った土砂災害の観測画像です。右側

が災害後の画像、左側が災害前の画像です。右側の真ん中辺の白くなったところが土砂災害の発生し

た部分です。これはレーダーではなくて可視画像、オプティカルな光学画像で観測していますが、災害

の発生場所と森林域とをわかりやすくするため、森林域に赤く色を塗って識別した例です。 

 昨年の７月から８月にかけ、アジア地域では非常に多くの豪雨による洪水被害がありました。これは、７

月にミャンマーで洪水が発生したとき、センチネルアジアの枠組みによって人工衛星で迅速な観測をし、

早い段階で洪水の状況を観測したおかげで早い災害対応に役立てることができたということで、ミャンマ

ーの防災機関から感謝の意が述べられたという例です。 

 これはバングラデシュの水害です。バングラデシュでも非常に広い範囲で水害が発生するのですが、

人工衛星を使って 500km 近い範囲を一度に観測し、非常に広い範囲で水害が発生していることが観測

できたため、それを防災活動に役立てることができました。薄い水色の部分が災害前の川の状態で、青

い部分が災害によって発生した洪水の範囲です。 

 これは、２月６日に台湾で地震が発生したときの衛星による観測画像です。PLEIADES というフランス

の光学衛星で観測したものです。PLEIADES は解像度が 50cm と非常に高い衛星ですので、左側の上

側と下側を見比べていただきますと、下のほうでは道路に物がかぶさっているような状態がわかると思い

ます。メディアで紹介されたビルディングの崩壊現場を衛星からも観測できております。 

 これは、レーダー衛星を使った解析により、台湾の地震での被災地の模様を識別して画像として示し

たものです。衛星で観測したところ、上側の画像の赤い点になっている場所が被災地域であろうと想定

されるということで、この情報を台湾の防災機関に提供して救援活動等に役立ててもらいました。 

 もう一つのセンチネルアジアの活動として、ワーキンググループの活動があります。現在は、Wild Fire、

Flood、GLOF、Tsunami という四つのワーキンググループがあります。GLOF（Glacial Lake Outburst 

Flood）というのは氷河湖決壊の洪水です。その活動を通して、森林火災モニター等をウェブページに
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紹介したり、洪水解析システム（IFAS）を利用して洪水予測の活動をおこなったり、これは福井先生に見

ていただいておりますが、ヒマラヤ・ネパールの氷河湖決壊の状況のモニターをしたりしております。 

 もう一つ、センチネルアジアのサクセスストーリーという活動があります。これはエンドユーザーによる利

用を促進するための地域連携・協力、能力開発による啓発・知識伝達及び人材・ヒューマンネットワーク

の開発ということで、あるパイロットカントリーを選び、その国で宇宙技術を使った防災活動のエンド・トゥ・

エンドの検証をおこなっていくというものです。2009 年から 2010 年までは、フィリピンでのサクセスストーリ

ーとして、マヨン山の火山泥流、アンティーク州での土砂崩れ、イロイロ市での洪水等の衛星画像を使

ったハザードマップの作成と避難の社会実証活動をおこないました。同じく 2010 年から 2012 年は、

GSMaP という人工衛星を使った降雨観測結果を用いた土砂崩れ警報システムの構築等をおこなって

います。

 最後に、キャパシティビルディングとヒューマンネットワークということで、われわれはトレーニング活動も

おこなっております。センチネルアジアを通したトレーニングの修了生は現在 1,000 人を超えております。 

さて、現在のセンチネルアジア Step３の進化（エボリューション）という活動を紹介したいと思います。 

 これはセンチネルアジアの将来の持続的・自律的運営を目指したセンチネルアジア進化プロセスで、

現在は JAXA が中心となって活動しているのですが、将来的にはセンチネルアジア自体が一つの自律

的な活動として運営できるようにしていくことを目指しています。 

昨年 2015 年 10 月、タイで第１回ステアリング委員会がおこなわれました。これはその模様ですけれど

も、将来センチネルアジアを支えるステークホルダーとして 24 機関から 40 名以上が参加してその実施

方針を議論しました。 

 そのステアリング委員会での結果が去年 12 月の ADRSAF で提言されました。大きくは、センチネルア

ジアの持続的・自律的発展に向けた JAXA を事務局とするステアリング委員会を継続する、防災機関

との連携というセンチの特徴を生かしつつ他のグローバル活動との協力関係を構築する、迅速なデータ

収集と提供を可能とするシステムの構築への取り組みを推進するということでした。大事なのは参加機

関と国がそれぞれの利益を享受しつつ防災に貢献できるプラットフォームを目指すということでして、そ

れが大きな方針となっています。 

センチネルアジアは、Step１、Step２、Step３と、段階的に進めてきております。Step1 はパイロットプロジ

ェクト、Step２は地域サーバーによる WINDS を使った衛星通信、そして Step３は、緊急観測だけでなく、

災害への備えから復興支援までに対応しています。そして、現在のエボリューションは、ステアリング委

員会を通した持続的・自律的運営を目指した取り組みとなっております。 

 大きな戦略として、宇宙機関・研究機関と防災機関の連携を強化し、センチネルアジア活動支援のた

めのワーキンググループの再編成をおこなおうとしております。先ほど紹介した四つのワーキンググルー

プから六つのワーキンググループへと活動を広げ、研究・検討をおこなっていくというものです。また、能

力開発のトレーニングを強化し、迅速な情報提供と頻繁かつ容易な意見交換、情報交換を可能とする

インフラストラクチャーの整備に取り組んでいく予定です。具体的には、これを「センチネルアジア Step３

システム」と言っているのですが、現在は JAXA の中にあるサーバーを、特に大学等と連携してもっと大

きなクラウドサーバー方式にし、どこからもタイムリーにデータにアクセスできるようにします。そして、現在

は JAXA の宇宙利用活動という中でセンチネルアジアをおこなっているのですが、将来は 24 時間体制

のセンチネルアジアセンターのようなものをつくっていつも迅速に対応できるようにし、その際には

ASEAN 防災人道支援調整センター（AHA センター）というような活動とも連携してアジア全体の災害対

策に役立てていくといったことを目指しております。それから、アーカイブシステムの整備、解析ノード相

互協力の活性化ということも考えております。

センチネルアジアは、宇宙機関だけの活動ではなく、宇宙機関・研究機関と防災機関がアジア太平

洋地域を防災活動のプラットフォームとしてそれぞれウィン・ウィンの関係で活動をおこなっていけるよう

な体制になることを目指しております。 

以上です。ありがとうございました。 
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○ サクセスストーリ

○ キャパシティビルディング

1. センチネルアジアStep３の進化（エボリューション）

2

1. WHAT IS SENTINEL ASIA ?
センチネルアジアとは？

3 4

センチネルアジア（Sentinel Asia)は、２００５年１０月北九
州市で開催されたAPRSAF１２の提唱により、２００６年２
月に発足・活動を開始したJAXAのイニシアチブである。
APRSAF (Asia‐Pacific Regional Space Agency Forum）

アジア太平洋地域宇宙機関会議

アジア太平洋地域の宇宙利用の促進を目的として１９９３年に設立。１
回/年の頻度でアジア太平洋地域の国がホストとなって開催。アジア太
平洋地域の宇宙機関を始め、NASA（米国）、ESA（欧州）、ROSCOSMOS
（ロシア）等世界の宇宙機関の他、研究機関の長が一堂に会し、宇宙
利用政策を議論し、提言を行う。昨年１２月にインドネシアバリで開催さ
れたAPRSAF22には４５０人以上が集まった。

２０１５年１２月のAPRSAF２２＠インドネシア・バリでの会議風景

センチネルアジアの枠組み

APRSAF

宇宙機関・研究機関

衛星画像、プロダクツ提供

防災機関・コミュニティー

ADRC（アジア防災センター）
加盟国(29ヵ国)*

UNESCAP, UNOOSA
ASEAN, AIT and 

International Disaster Charter
etc.

国際機関

Joint Project Team (JPT)

宇宙技術利用促進

能力開発

国際協力
観測要求

災害情報

防災ユーザ（観測要求）

(２０１６年２月１日現在)

5

*) JPT メンバーには４３のデー
タ解析機関（ Data Analysis 
Nodes ：DAN)が含まれる

*) JPT メンバーには 7つの
衛星観測機関 (DPN)
が含まれる。（ CRISP, 

GISTDA, ISRO, JAXA, KARI, 
NARL and VAST）

*) ADRC加盟国の防災機関は

センチネルアジアの加盟機
関（JPTメンバー）と同等と
みなされる。

事務局（JAXA）

世界２５の国・地域より
８５の機関及び１５の国
際機関が参加し、合計
１００機関がJPTメン
バーとなっている。

6
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7 8

THEOS

PAN: 2m
Multi: 15m

LISS‐4: 5.8m Pan
LISS‐3: 23.5m Multi
AWiFS: 56m Multi

IRS

EOC: 6.6m
OSMI: 1km

KOMPSAT-1

JAXA (Japan)

ISRO (India)

KARI (Korea)

GISTDA (Thailand)

Data Provider Node (DPN)

NARL (Taiwan)

FORMOSAT-2

Sentinel Asia 
Constellation

PAN: 2m
MS: 8m XSAT

CRISP (Singapore)

RESOURCESAT, OCEANSAT‐2 OCM, 
IMS‐1, CARTOSAT‐1&2, RISAT‐1

ALOS‐2 

MS: 10m

VAST (Vietnam)
VNREDSat‐1

PALSAR‐2
RES: 3‐10m
SWATH:25‐490km

9

LAPAN

GIC/AIT

CRISP

CEA

CAIAG

ICIMOD

SD
MoDM

ANGKASA

ADRC

MONRE

CSRSR/NCU

IWMI

BPPT

Manila Observatory 

SD

NCSRT

Sichuan University

Chinese University of 
Hong Kong

SOPAC

Chubu University

Yamaguchi University

University of the Philippines

ADB

Chiba University

PHIVOLCS

Hiroshima Institute of Technology

ISRO
NARL

GISTDA

JAXAKARI

データ提供ノード (DPN) , データ解析ノード (DAN) 及び DANリード機関
(P‐DAN) が協力し、緊急観測要求(EOR)に応える

10

MMF

Tokyo University

VAST

RS: Regional Server

Fiji RS (with WINDS)

Mongolia RS (with WINDS)

Indonesia RS (with WINDS)

Vietnam RS (with WINDS)

Sri Lanka RS (with WINDS)

Bangladesh RS
(with WINDS)

Kazakhstan RS (with WINDS)

Nepal RS (with WINDS)

Kyrgyz RS
(with WINDS)

Malaysia RS (with WINDS)
Thailand RS (with WINDS)

Taiwan RS

WINDS

Japan
Central Server

Philippines RS (with WINDS)

Data Transmission between Central Server (JAXA)
to Regional (Mirroring) Servers by WINDS

11 12

１．緊急観測
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13

International Charter Space & Major Disasters
(国際災害チャータ）

The Great East Japan Earthquake (2011)
• 14:46 JST 11 March 2011. M9.0 70km east of Oshika Peninsula, 30km depth epicenter.
• Death:15,883, Injured: 6,144, missing: 2,676 (As of 12 Sep. 2012)
• Totally collapsed building:129,225, half collapsd:254,204 partially damaged 691,766
• Level 7 melt dawn of Fukushima Daiichi nuclear power plant and Residents within 20km radius of the nuclear power plant 

evacuated.
• The WB estimated economic cost damage was US$235billion, making it the costliest natural disaster in world history.

14

東日本大震災でのセンチネルアジアによる緊急観測

12 March 2011

CARTOSAT-2FORMOSAT-2THEOSALOS

13 March 14 March
15 16

17

Sentinel Asia Activations in 2015   
6  Feb, 2016 Earthquake in Taiwan

26 Oct Earthquake in Pakistan

18 Oct Typhoon in Philippines

2 Oct Forest fire in Indonesia

30 Sep Flood in Sri Lanka

28 Sep Typhoon in Taiwan

9 Sep Typhoon in Japan

7 Aug Landslide in Tajikistan

6 Aug Typhoon in Taiwan

30 July Flood in Pakistan

30 July Flood in Vietnam

22 July Flood in Myanmar

30 June Flood in Bhutan

17 June Flood in Nepal

29 May Kuchinoerabu Is. Volcano in Japan

25 May Landslide in Myanmar

13 May Earthquake in Nepal

25 Apr Earthquake in Nepal

16 Mar Cyclone Pam in Vanuatu

12 Mar Oil spill in Vietnam

10 Feb, 2015 Flood in Indonesia
18

Flood in Myanmar
Data: July 28, 2015

Earthquake in Nepal
(ALOS‐2 JAXA )

landslide in Nepal, Resource‐Sat (ISRO)

Flood in Myanmar, ALOS‐2 18
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Analysed land deformation by the 
earthquakes in Nepal from 25/Apr. 
to 17/May (ALOS‐2 InSAR)

Detetion of landslides at Langtang village 
bay ALOS‐2 PALSAR observation

20

2015年7月‐8月、Myanmar洪水の緊急観測

21

‐ Jul 22  Emergency Obs. Request received .
Sentinel Asia triggered.

‐ Jul 23  ALOS‐2 observed the AOI.
L1 product transferred.
Data Analysis Nodes analized the data.
Quick analysis result was released.

‐ Jul 24 Archived data was uploaded.
‐ Jul 27 Additional Obs request received.       
‐ Jul 28 ALOS‐2 observed the 2nd AOI.
‐ Jul 29 L1 product transferred. 

Letter from Relief&Resettle
ment Dept. Myanmar, 
Jul 29, 2015 

7月中旬の豪雨により、ミャンマー中央部で洪水が発生。ミャンマー防災機関であるRRD（安全移住庁）より観測要求が
出され、センチネルアジアによる緊急観測対応を行った。洪水は8月上旬まで長期にわたり、結果的に大きな被害をも
たらしたが、早期の緊急観測が早期災害対応に役立ったと、感謝のレターが届けられた。

22

23 24
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2. Working Groups
Wild Fire WG Flood WG

Precipitation

Flood Prediction

GLOF WG Tsunami WG

25 26

27 28

29

４．

30
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• The 7th Sentinel Asia System Operation Training by JAXA,
• hosted by ICIMOD
• in February‐March 2011

The 8th Sentinel Asia System 
Operation Training by JAXA, 
hosted by AIT 
in February 2012

AIT（アジア工科大学・バンコク）を中心として、アジア太平洋地域におけるGIS利
用人材育成のためのトレイニングを継続的に実施。修了生は1000人を超える。

3. Capacity Building and Human Network

32

2. SENTINEL ASIA STEP 3 EVOLUTION
将来の持続的・自律的運営を目指したセ
ンチネルアジア進化プロセス

33

APRSAF21（2014年開催）提言に基づき、２０１５年10月13日~15日タ
イバンコクにて第1回ステアリング委員会（FSC)を開催

34

センチネルアジアの活動を支えるステー
クホルダとして24機関40名が参加

参加機関
ADB（アジア開発銀行） , ADRC（アジア防災センター）, 
AHA Centre（AHAセンター）, AIT（アジア工科大学）,  
CRISP (シンガポールリモートセンシングセンター), 

DDPM(タイ防災機関), DMC (スリランカ防災機関), 中
部大学(Japan), ICIMOD (国際山岳開発局), ISRO (イン
ド宇宙機関), JAXA (Japan), LAPAN (インドネシア宇宙
機関), MARD (ベトナム防災機関), MHCA (ブータン防
災機関), NARLabs (台湾リモセン研究所), 防災科学技
術研究所 (Japan),  NLC（ブータン国家地質委員会）, 
SD （ネパール地質調査局), APARRSO (バングラデッ
シュ宇宙機関), UNESCAP（国連アジア太平洋社会経
済委員会）, 東京大学 (Japan), 山口大学 (Japan)

将来の持続的・自律的運営を目指した取り組
み方針の協議

APRSAF22（2015/12バリ）の提言

提言事項（骨子）

・ SAの持続的・自律的発展に向けJAXAを事務局としてステアリング委員会を継続する

・ “防災機関との連携”というセンチの特徴を活かしつつ、他のグローバル活動との協力関係を構築

・ 迅速なデータ収集と提供を可能とするシステムの構築への取り組みを推進する

・ 参加機関や国がそれぞれの利益を享受しつつ防災に貢献できるプラットフォームを目指す

APRSAF22におけるセンチネルアジア活動報告

35

Step 2
2008-2012
地域サーバ
衛星通信

Step 1
2006-2007

パイロットプロ
ジェクト

Step 3
2013 ~

災害の備え
緊急観測
復興支援

St
ep

1 
Fe

ed
ba

ck

エンドユーザからの要求

St
ep

2
Fe

ed
ba

ck

New Satellites
New Technologies

2015-2019
Evolution(進化）

36

APRSAF及びJAXA主導のボランティアベース活動

ステアリング委員会
エンドユーザ指向

共同運営

ステアリング委員
会による運営

持続的
自律的

実現可能

防災ユーザ、JPTメンバー、ADRCメンバー

Sentinel Asia Step 3 の進化

新たな技術を積極的に導入（地球観測、通信、測位、環境観測）

持続的・自律的運営
を目指した取り組み

2020年以降

宇宙機関・研究機関（情
報提供者）と防災機関が
WIN‐WINの関係で連携
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Strategy for Evolution (1/3)
1. 宇宙機関・研究機関と防災機関の連携の強化

‐ ADRC（アジア防災センター）が窓口となり、各国防災機関と密接な情報交換
‐災害対応機関に役立つよう緊急観測要求（EOR）の書式を変更
‐宇宙機関・研究機関と防災機関協力・連携を目指したWG再編成
‐ DAN（データ解析ノード）及びユーザ双方の能力強化トレイニング

2. センチネルアジア活動支援のためのWG再編成

FROM(‐ 2015)
GLOF WG
FLOOD WG
Wild Fire WG
Tsunami WG

TO(2016‐)

Earthquake and Volcano WG (EVWG)
Forest Fire WG (FFWG)
Flood and Meteorological Disaster WG (FMWG)
GLOF and Landslide WG (GLWG)
Tsunami WG (TWG)
In‐situ Warning and Emergency Response WG (IWERWG)

このイメージは、現在表示できません。

GLOF ・土砂災害WG
(GLWG)

水関係災害 WG 
(WRWG)

地震・火山WG (EVWG)

森林火災WG (FFWG)

津波 WG (TWG)

現場警報と緊急対応
WG (IWERWG)

センチネルアジアの活動を支える６種の災害種毎のWGに再編・強化

38
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Strategy for Evolution (2/3)
3. 能力開発・トレイニングの強化
‐ Capacity building for trainers (trainers training)
‐ Capacity building for DAN
‐ Capacity Building for users

4. 迅速な情報提供と頻繁かつ容易な意見交換/情報交換を可能と

するインフラストラクチャ（サーバシステム、WEB会議システム）整
備の取り組み
As soon as possible : ( 2016‐2020)
‐ Enhancement of meeting opportunity – SC, WGs, DPNM, DANM, etc.‐ by 
introducing WEB‐meeting system

‐ Re‐allocation of Sentinel Asia Regional Servers and effective utilization of 
WINDS high speed, 150Mbps, satellite data transportation system.
Sentinel Asia Step 3 system: (2020‐)
‐ Develop/construct cloud server system enabling each country/organization can 
access the information rapidly regardless of the ability of the facility of each 
country

センチネルアジアセンター（仮称）
（24時間体制）

AHAセンター
(24時間体制）

災害支援要請国/地域

国連人道支援機関
（WFP、OCHA等） 被災国防災機関

情報交換・災害支援

災害情報
観測要求

DPN

支援物資

センチネルアジアStep3システム形態（例）

ステアリング委員会（SC)
（ステークホルダ）

事務局

WG WGWG

センチネルアジアクラ
ウドサーバ（大学等）

DPN

DAN

DAN

DPNDAN

40
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Strategy for Evolution (3/3)

5. センチネルアジアの過去の観測情報を有効に活用する
ためのアーカイブシステムの整備

‐ To support DAN’s emergency analysis with base maps and 
reference information 
‐ To support trend analysis and post disaster management; 
recovery/reconstruction planning, hazard mapping.

6. DAN相互協力の活性化
‐ Improve DAN procedure and training
‐ Increase P‐DAN to  coordinate DAN activity

42
SENTINEL  ASIA Step 3 (Platform)

Asia‐Pacific countries and 
their Disaster 
Management 

Organizations (DMO)

Space technology & Geospatial 
Information to contribute  to 
disaster management (DM)Space Agencies

Space and GIS relevant 
organizations (SGO)

GIS 
Organizations

Academy and 
research 
institutes

Opportunity of social 
demonstration and validation 
of advanced technology for DM

Sentinel Asia step 3 is the platform on which SGO and DMO collaborate to utilize space technology and 
GIS to contribute  to disaster risk and damage reduction with the pursuit of win‐win relationship 

Earth observation and GIS
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―事例報告②― 

「防災科学技術研究所における UAV の利用」 

井上 公 

防災科学技術研究所 災害リスク研究ユニット 統括主任研究員 

 どうもありがとうございます。ただいま御紹介にあずかりました防災科学技術研究所の井上と申します。

本日は、このような機会をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 私は、今日のシンポジウムのテーマの一つとなっております UAV、無人機、ドローンが最近どのようなこ

とに活用されているかという紹介をさせていただきたいと思います。先ほど展示の説明があり、いろいろ

な無人機が後ろに並んでいますが、私のほうでは、あの一番右側にある小さな機体をいろいろなことに

活用する、あるいは活用するための実験をするということを数年前からおこなっております。 

 この一番最初のスライドの背景は東日本大震災のときの南三陸町の被災の様子です。これも空から撮

影しておりますが、私が無人機で撮り始めた最初の写真と言ってもいいようなものです。 

 無人機といいましても、大きなものから小さなものまで、いろいろな種類があります。そして、いろいろな

用途があります。今お見せしているものの上半分は、軍事用、農薬散布用、また本格的なインフラの点

検や映画撮影などに使うハイスペックなドローンです。私どもが使っていますのは下に示してあるようなも

ので、大きさ 50～100cm 程度の非常に小さくて簡便なドローンです。本格的なものに比べればおもちゃと

言っていいようなものですが、これがどんな性能を持っているか、どんなことができるのかを御紹介してい

きたいと思います。 

自律飛行の仕組みとして、フライトコントローラーを積み、飛行ルート、ミッションを組むようなソフトウェ

アを使っております。これは私たちが開発しているわけではなくて、市販の製品を買ってきて組み立てて

いるだけですが、非常に安価にこうしたシステムが組めるようになっています。カメラは一般的なデジカメ

です。測量用途に使うときには少しレゾリューションの高いリコーの GR を使いますが、長距離を飛ぶとき

には軽さが重要なので GoPro を使います。たくさん写真を撮り、右下は阿蘇火山の火口の様子ですけれ

ども、こういうようなモデリングをしたりしております。

 事例紹介の最初は、災害のリスク評価の一例です。まずは、その町にどういう建物やインフラがあるの

かというデータベースをつくる必要があります。そのため、ドローンを町の上に飛ばして写真を撮りました。

これはフィリピンのイロイロという町の例です。こうやって上空から撮った写真をオルソモザク写真に変換

し、個々の建物の位置とフットプリントをとります。上から見た写真だけでなく三次元のモデルもつくること

により、個々の建物の高さもデータベース化できます。上から見た写真だけでは、屋根しか写りませんの

で、どんな建物なのかがよくわかりません。ですから、斜めから撮った写真、オリジナルの画像に返り、

個々の建物の構造種類を細かく区別してデータベース化します。そういうときにこれが非常に役に立ちま

す。 

 次に、災害が発生したときの使い方です。これは冒頭でも紹介しました東日本大震災のときの様子で

す。４月から５月にかけて南三陸と気仙沼で撮影しました。そのころは今のように便利な小さなドローンが

まだなかなか手に入りませんでしたので、プロのラジコン操縦の専門家にお願いし、ラジコンヘリにカメラ

73



をつけて被災した町の様子をくまなく撮影しました。 

 次の例はフィリピンです。2014 年７年のグレンダ台風のとき、台風で道路が寸断されてアクセスできな

い地域があるので、その被災の様子を調べてほしいということで地元州知事から要請を受け、ケソン市

に参りまして、ドローンを飛ばして上から写真を撮りました。水浸しになっていたわけですけれども、そうい

う写真を提供いたしました。 

 これは同じくフィリピンの例です。2013 年 10 月にボホール島で M7.2 の地震が起きました。建物被害が

たくさん出たわけですけれども、特に古い教会の建物に大きな被害が出ました。歴史的な建物であった

わけですが、ドローンでこれらの教会の写真を撮って記録を残しました。三次元のモデリングなどもしまし

た。 

 これは日本の広島の土砂災害のときの事例です。マルチコプターを被災地の上に飛ばし、安全性の

ために細かく分けて土砂の分布のマップをつくり、レスキューオペレーションに携わっておられる自衛隊、

消防、警察に提供いたしました。 

次の話は、マルチコプターではなくて固定翼機です。後ろの展示の一番右にある尾翼のない飛行機タ

イプが、われわれが使っているものとほぼ同じです。マルチコプターに比べてこれの何がいいかといいま

すと、発泡スチロールでできていますから、万一墜落して人や物に当たっても相手を傷つける可能性が

小さい。それから、速度が速くて長距離、長時間飛べますので、１回のフライトで広い範囲の調査ができ

ます。ただ、着陸が少々難しいので、今私たちはこういう大きなネットで捕まえています。

 これを使った一つの例を御紹介します。河川の監視に役立つだろうということで、九州の筑後川で、川

に沿って右岸を飛んでいき、10km 先の折り返し地点から左岸を飛んで帰ってくるという実験をしました。

これは単なる実験ですが、時速 60km で飛びますので、往復 20km を 20 分で飛行しました。これでバッ

テリーの消費がまだ半分ぐらいでしたから、頑張ればこの倍ぐらいは行けるというわけです。このときは

GoPro を積んだのですが、川の様子がこのようにわかります。これは河川の常時監視に使えますし、もち

ろん災害が起きたときの対応にも使えます。

それから、火山も非常に有用な無人機の応用対象の一つです。 

 これは阿蘇火山のクレーターです。阿蘇火山の場合、平時はクレーターの山頂まで登れます。これは

最初に山頂に登ってドローンを使って調査をしたときの様子ですが、このときは、写真を撮ることとあわせ

て、火山の噴煙の成分を調べるためのサンプリングもしました。粘着テープをつけて噴煙の中に突進し

て帰ってくると、テープについた噴煙の粉、粒がとれますので、それを分析するわけです。また、火口の

上から写真をたくさん撮り、それを処理して火口の精度よい地形図をつくることもできました。 

御承知のように、火山は活動が活発化しますと立ち入り禁止区域が設定され、数キロ先までしか近づく

ことができなくなります。そういうときには遠くから固定翼機を飛ばして火口を監視する必要がありますので、

そのための実験もしました。これは九州の霧島新燃岳です。火口から３km ぐらい離れた場所から先ほど

の固定翼機を飛ばし、標高差 400ｍを約 10 分飛行させ、回収しました。これは栃木県の那須岳です。

3.6km 離れたところから標高差 1,000ｍをじぐざぐ登り、往復トータル 12km のフライトで山頂の部分の写

真をたくさん撮りました。それを処理して山頂のクレーターの三次元モデルもつくりました。 

 これまで私どもがやってきたものの中からいくつかの例を御紹介しましたけれども、これをさらに大きく災

害調査、災害対応、リスク評価等に活用するためには、いくつかの課題があります。 

 まず一つは、墜落時の安全性の確保です。有人機と違いまして、やはり今の UAV では、墜落を 100％

避ける、99.99％の確率で安全性を保つというのは技術的に非常に難しいわけです。私の感覚ですと、

100 回飛ばすと１回ぐらいは確実に落ちるというレベルです。そういう中でどのように安全性を確保するの

か。 

 ２番目に、これは非常に重要ですが、有人機との衝突の回避です。特に大規模災害等ですと有人機

が捜索や救援で必ずたくさん飛びますので、そこに無秩序に無人機を飛ばすと衝突事故が起こる可能

性があります。これは防止しなければなりません。 

それから、今の無人機は、簡単になったとはいえ、やはりある程度なれた人間でないと運用ができませ
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んので、これをいかにシンプルにだれでも使えるようにするかという課題があります。 

これらの課題についてもう少し考えてみました。 

 一つ目について、これは、マルチコプターが墜落するとどんな衝撃があるか、どんなダメージを与える

かという例です。４～５ｍというようなあまり高くないところから落ちても機体自体は傷みます。機体はいくら

壊れてもいいのですが、これがもし人に当たったらと思うと、かなりまずいわけですね。例えば、20ｍぐらい

から落ちて空調のパイプに当たりますと、このようなダメージを与えます。ガードをつけたりパラシュートを

つけたりする技術も今開発されつつありますので、それも一つの方法ですが、もう一つとして、先ほど御紹

介しましたように、マルチコプターではなくて発泡スチロールでできた固定翼機を使うこともできます。自

分自身が壊れることによって衝撃を吸収しますので、より安全になります。また、さらに小さな、本当のおも

ちゃのような UAV もあります。カメラの性能が向上していることもあって、これも実用化されつつあります。 

 ２番目の衝突防止ですが、これが解決しないことには、UAV を大きな規模の災害の緊急の情報収集

や物資の運搬等に使うことは非常に難しいと思います。いくつか方法が考えられますが、まず、鳥などで

すと、ヘリコプターなどが来たら大きな音がしますから、それを聞いてみずから逃げますよね。ですから、

それと同じようなシンプルなシステムを組み込んではどうか。音と方向を察知してそれを回避させるという

ようなものは、すぐにはできないとしても、数年以内にはできるのではないかと思います。もう一つは本格

的な管制システムです。有人機、無人機を含めて、それぞれが自分自身の位置やスピードや方向、ど

んな機体なのかという情報を発信し続け、それをキャッチして回避行動をとるような自律的なシステムを

つくる。もしくは、完全に有人航空機と同じように地表から管制する。こういったものも開発しなければいけ

ないと思います。私たちは単なるユーザーの立場ですから、この開発そのものはできないということで、メ

ーカーさんに期待したいと思います。 

 ３番目については、やはり今トレーニングが必要です。上の三つの写真はフィリピンのとある研究所で使

い方を教えているところです。このようにして使い方を学んで初めて飛ばせるようになるわけです。ただ、

災害の緊急のときに使うためには、やはりふだん使っていない消防、警察、市役所の防災課の職員のよ

うな非専門家が難なく使えるようなものでないと、現実には役に立たないだろうと思います。データの処

理についてもそうですが、もっともっと物事をシンプルにする必要があります。ほうり投げるだけで飛んで、

決められたルートを行って帰ってきて、ぽとんと落ちて写真を回収できるというようなものが必要だと思い

ます。 

 小さいタイプの UAV は、災害の情報収集、リスクのアセスメントやモニタリングやレスポンスに非常に

パワフルなツールであると言えます。非常に値段も安く、でき合いのものもありますし、簡単に組み立てら

れるものもあります。中でも固定翼機は安全で長距離飛べますので、これから主流になっていくだろうと

予想されます。そして、だれでも使えるような、より簡便なシステムが求められていると考えます。 

以上です。どうもありがとうございました。 
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防災分野におけるUAVの利用事例と展望

井上公
1防災科学技術研究所

国際災害支援情報基地構想の実現に向けた文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム
～インテリジェント・オペレーション・システム（IOS）による無人航空機(UAV)の開発と応用分野

Minami‐Sanriku, Japan in April, 2011

UAVs

Our small UAV

iQ420

Military Drone (13m)
100,000,000 USD

For Chemical Spray (2m)
100,000 USD

Full‐spec Multicopter(1m)
10,000 USD

Max.Payload: 500g,  1,000 USDMulticopter Fixed‐wing plane
50 cm Size 1 m

30 km/h Speed 60 km/h
10 min Time 30 min
5 km Range 30 km

APM Flight Controller  and Mission Planner

Our Autopilot System

Ricoh GR 240g     GoPro 90g

Our Cameras on board

Agisoft PhotoScan

Mapping building by UAV 
Iriga‐City, Philippines

Location and footprint 
of buildings from 
orthomosaic photo

Height 
of buildings from 

3‐D model

Bird‐view for building classifications

3D model

Wide‐angle camera (GoPro) Oblique photos (Ricoh GR)

50m 50m
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Documentation of disasters
東日本大震災ラジコンヘリ空撮 2011.4‐5南三陸・気仙沼

防災対策庁舎

Provincial Disaster 
Management Office 
used the data for 
recovery planning of 
the area 

July 2014 
Typhoon Glenda, 

Philippines 

3D modeling

Damage survey of Oct. 2013 
Bohol Earthquake M7.2

Baclayon Church 1 2
3

987654

10

広島土砂災害： 自衛隊・消防・警察に土砂分布図を提供

Advantage of foam plane

Wing span: 118cm
Speed: 60km/h
Flight time:  30 min (=30km)
Price:  1,000 USD incl. camera

Catch net

1) Soft and safe (not to hurt people when crash)
2) Fast and long‐range flight

筑後川空撮ルート
対地高度 140m
飛行距離 20km
飛行時間 20分
バッテリ消費 50 %

離着陸地点
久留米市田主丸町
両筑橋上流

折返し地点
原鶴大橋上流
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GoProHero4 140mAGL
12Mpixel, UltralWide
7.5cm/pixel resolution

Central Crater of Mt. Aso, Kyushu, Japan
Diameter: 400m, Depth: 130m, Alert Level 1 , Nov.7, 2014

Volcano Crater Monitoring 

Ash Sampler Ready

Charge

Arm

Fly

Digital Surface Model of Aso Volcano  Central Crater

新燃荘
標高940m ASL

霧島新燃岳1360m ASL

Elevation difference = 420m
Total flight distance = 10km
Total flight time = 10 min

Long range flight from 
outside danger zone

Bush landing

Take‐off at 3.6km from the summit
Elevation difference = 1,000m
Total flight distance=12km

Nasudake Volcano
Summit Crater Mission

December 9, 2015
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3‐D model of Nasudake Volcano Summit 課題

1)墜落時の安全性確保

2)有人機との衝突防止

3)非専門家による運用

Crash from 5m

Crash from 4m to 
concrete floor

Crash from 20m

Challenge 1
Crash Safety
(no to hurt people)

Full protection Prop Guard

Safety measures for copters

Parachute

image
image

Another solution: Fixed Wing Foam Plane

absorbs shocks by breaking itself

Yet another 
solution:

Very small UAV

Challenge 2: Avoid collisions with manned 
and unmanned crafts for disaster response

Birds detect aircraft’s sound  and escape

Drones  could do the same.
The system is to be developed
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Air traffic control systems to be developed
1) Self control system by beacons

Lat., Long.Height. Speed, Heading, 
Type, Size

2) Ground control system

Challenge 3: Easier operation
Current system are in practical use by UAV‐

specialists who were trained.  

For emergency response 
purposes,

the system has to be much 
simpler and easier for non‐

specialist operators

Conclusion

1. Small UAVs are powerful tool for disaster risk
assessment, monitoring and response

2. Cost‐effective equipment is available in the
market.

3. Fixed wing plane has advantages of safety and
long range mission.

4. The system is ready to be deployed by experts,
but has to be much simpler and easier to use
for operators for emergency operations.

Thank you

UAV Training for PHIVOLCS, March 3, 2015, 
in Lantic, Cavite, Philippines
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―事例報告③― 

「相互運用 GIS センサーネットワークの視点から」 

本多 潔 

中部大学国際 GIS センター 教授 

 中部大学の本多です。私からは、フィールドセンサーネットワークのインターオペラビリティ（相互運用

性）の確保に関する研究をしておりますので、その紹介をさせていただこうと思います。 

フィールドセンサーネットワークと申しておりますが、昨今ではセンサーが小型化、軽量化し、環境に大

量にばらまくことが可能になってまいりました。そして、そういうセンサーをサポートする新しいプラットフォ

ームもどんどん出てきております。これに携帯電話のインターネット網を組み合わせることで、手軽に環境

データを集めることが可能になりました。ところが、さまざまなセンサーがありますので、それらをどのように

統合していくかというインターオペラビリティの問題が出てきております。 

 何かを計測するとき、まずローカルで計測できたらその人はハッピーになります。これをパソコンに転送

しますと、リモートで見ることができてさらにハッピーになります。それをインターネットでつないで多くの人

に見せますと、多くの人もハッピーになります。ところが、これを使って災害の警報システムをつくろうとい

うことになると、一体どこにセンサーがついているのかということが問題になってまいります。センサーが一

つだけならば、メールを送って聞けば簡単に解決できるわけですが、別のセンサーシステムも組み込み

たいと思いますと、またもう１回聞かなければいけなくなります。そして、そういうシステムがもっとたくさん出

てきますと、一体どんなセンサーがどこについているのか、メタデータ、データのデータといったものが非

常に必要になってきます。そこで、これを一々手で集めていてはとても大変ですから、標準のクエリー（問

い合わせ）とレスポンス（応答）のシステムを入れてやります。そうすれば、自動的にシステムからシステ

ムに問い合わせをし、システムがシステムから答えを受け取ってアプリケーションを走らせることができま

す。これがインターオペラビリティの基礎になるわけです。

インターオペラビリティはデータ流通・利用のかなめです。私たちが扱っております空間情報

（Geospatial Data）のスタンダードは、OGC（Open Geospatial Consortium）という世界の標準化団体が

音頭をとって決めております。例えばグーグルアースも、WMS（Web Map Service）というのがありまして、

現在 WMS という規格で運営されているサーバーにはグーグルアースから直につなぐことができ、データ

を重ね合わせることができます。センサーデータに関しては SOS（Sensor Observation Service）という標

準がありまして、SOS にのっとってサーバーに問い合わせをしてやると、SOS にのっとった答えが返ってき

ます。これによってインターオペラビリティを確保しているわけです。 

 例えば、あるセンサーネットワークがあって、それを可視化するソフトがあるとします。これはこれ一つで

動きます。そして、もう一つ別のシステムがあったとします。そのときに、片方のアプリケーションからもう片

方のデータも見たいと思っても、インターオペラビリティがなければそれができないわけです。しかし、そ

こに標準の API を入れてやりますと、データがお互いに流通できるようになります。非常に簡単なことなの

ですが、実はこれが今の世界ではなかなか実現できていないのが現状です。 

私たちはこういった仕組みを農業で使っておりますが、センサーだけでなくいろいろなものに使いたいと
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考えました。例えば、フィールドセンサーネットワークのほかに、リモートセンシングや、収穫のシミュレーシ

ョンや、B2B や B2C のトレーディングなどにデータをどんどん使っていきたい。そこで、いろいろあるデー

タベースの上にスタンダードあるいはオープンな API をウェブサービスとして実装してやることにより、イ

ンターオペラブルな環境をつくっていこうと考えました。

実際にセンサーを使ってインターオペラブルなシステムをつくろうということになりますと、一体だれが

それを運営するのかということが出てまいります。大きな国の機関であれば自分で運営するのですが、普

通の会社あるいは小さな研究室がやろうと思ってもできません。そこで、私たちはほぼ 10 年以上そういっ

たシステムをつくってまいりました。リモートに置くフィールドセンサーとアプリケーションとの中間をつなぐと

ころをセンサーバックエンドクラウドサービスと呼び、私たちはそれをずっと開発してまいりました。こういっ

たシステムを使うことにより、ユーザーは、フィールドにどんなセンサーを置くのか、どんなアプリケーション

をつくってどんな加工をするのかに集中でき、その中間の共通の処理のところはクラウドに任せてしまうこ

とができます。このようにすると開発の工数を減らすことができるわけです。これにより、私たちは 2010 年

に Asia Pacific ICT Alliance Award のインフラ部門で優秀賞をいただいております。 

私たちは実際にこういったシステムを日本の農業でも使ってまいりました。現在、帯広で 40 カ所ほどの

フィールドセンサーを管理しております。ここに見えますように、センサーがどこにあるかということだけでな

く、センサーの簡易なビジュアライゼーションまで実装されています。簡単なビジュアライゼーションです

が、この後ろではもちろん先ほど申し上げました SOS が動いております。

 これは IHI 株式会社と開発してきたものですが、一番下の層がクラウドベースの空間情報を扱うデータ

ベースです。そこから OGC の API で上の層のアプリケーションにデータを供給しています。つまり、アプリ

ケーションの層とセンサーのデータの層が完全に分離しているわけです。ですから、今まで観測をしてい

ない新しいセンサーが入ってきたとしても、アプリケーションのほうから常にダイナミックに問い合わせをし

ておりますので、アプリケーションを触る必要がないわけです。センサーをつけると自動的にアプリケー

ションにデータが出てくるようになっておりまして、非常にフレキシブルなシステムの運営・拡張が確保さ

れております。

どんな問い合わせがあるかといいますと、例えば、シミュレーションシステムあるいはユーザーインター

フェイスのほうから「どんなことができますか」とシステムに問い合わせをします。そうすると、システムのほ

うから「私はこんなところにこんなセンサーを持っていますよ」という答えが入ってきます。そこで、「ではこ

のデータをください」と言うと、そのデータが入ってくるというわけです。非常に簡単な仕組みですが、この

簡単な仕組みがあるおかげでインターオペラビリティを確保することができています。

 私たちは、センサーをばらまくところも簡単にやろうということで、国の農業研究所と組んで研究をして

おります。これはその一つの例ですが、写真にあります白い筒の中にマイコンが入っておりまして、それが

ツイートをします。皆さんは手でスマートフォンからツイートしますけれども、同じことをこの機械がするわけ

です。ツイートする内容は、今の温度は何度であるとか、水位が何ｍであるというようなことです。ツイッタ

ーのアカウントを持っていればそのデータを収集できますので、それを私たちが SOS に変換してアプリケ

ーションに提供するということをしています。これによって簡単にセンサーノードをばらまくことが可能になり

ます。

 また、今回は UAV が話題になっておりますが、UAV のシステムにこれを実装し、UAV が飛んでいる

間に地上局がデータを受信して、そこからウェブサービスとしてデータを出すという実験も 2008 年におこ

なっております。こういうものがありますと、UAV が飛んでいる間に多くの人がデータを共有できるようにな

ります。 

 このような仕組みは日本ではまだまだ採用されていなかったのですが、私たちは農水省の革新的技術

創造促進事業（異分野融合共同研究）に参画しておりまして、そこでも第一層がセンシング、第二層が

インターオペラブルな情報基盤、第三層がアプリケーションということで現在実装をしております。

さらにインターオペラビリティを向上させるためには問題が一つあります。それは環境情報の名前です。

SOS では「何を観測しているか言いなさい」ということは規定されています。しかし、「どう書きなさい」という
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ことが実は規定されていないのです。例えば、「temperature」と書いてもいいし、「air_temperature」と書

いてもいいし、「temperature of air」と書いてもいい。そのように名前がぶれますとインターオペラビリティ

が低下しますので、現在私たちから総務省の委員会のほうに名前の定義のガイドラインを提案しておりま

して、今年度これが発表される予定になっております。 

 国際的な連携としましては、もちろん OGC の情報も得ているのですが、52north というドイツにある非営

利企業と綿密な連携をとっております。 

 今後情報がどんどん出てまいりますと、情報を出すことだけでなく、その解析の部分までウェブサービス

化していく必要があるだろうと考えられます。現在私たちは、例えば農業アプリですと可視化プログラム

や解析プログラムや生育シミュレーションを一括のプログラムとして書いておりますが、こういったこともウ

ェブサービス化していくことによって、専門知識がないソフトハウスであっても高機能なアプリケーションを

つくっていくことができるようになると思っております。 

 私たちは現在これをかなり農業に使っておりますが、もちろん災害にも使っていくことができます。災害

では多種多様なセンサーを迅速にばらまくことが必要になってまいりますので、インターオペラビリティの

重要性という意味では、農業に増して必要とされているのだろうと思います。 

 私たちは、データを見るだけでなく、今後はアクチュエーターにつないでいきたいと考えております。

CPS（Cyber Physical System）と呼んでおりますが、例えば、農家が肥料をまく計画をすると、それに応じ

て実際に機械が動くというようなシステムにまで進めていく予定です。 

以上です。御清聴ありがとうございました。 
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インターオペラブルな
フィールドセンサネットワーク情報基盤

Field Sensor Network
as an Interoperable Infrastructure

国際災害支援情報基地構想の実現に向けた
文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム

19 Feb 2016
HONDA Kiyoshi
Chubu University

• センサーの小型化、低価格化

• 新しいセンサプラットフォーム

• 携帯（移動体）インターネット

• どこからでもセンサデータを取得

• 災害、農業、交通、セキュリティー

• モニタリングパネル、早期警戒システム、シミュレー
ションの初期値・確認

• さまざまなセンサー＞インターオペラビリティが必要

+
Mobile 
Internet

Low Cost Sensor
CO2: SenseAir

Field Platform
FieldServer: NARC

Ubiquitous Field
Sensor Network

フィールドセンサネットワーク
屋外センサの大量配置が可能に

• Stand alone – Remote System – Internet Access ‐ Web Services
• Interoperability Issues

– Have to know procedure for each system, sensor configurations

• Every system accept standard query and return standard response
• Provide web services based on standard queries and responses by 
XML

Interoperability(相互運用） と Standard（標準）

Warning 
System

What 
sensors ? 
Where ? 
Unit ? 
How to 
access ?

What 
sensors ? 
Where ? 
Unit ? 
How to 
access ?

Standard Q/R

Standard Q/R

Interoperability
相互運用性 –データ流通・利用のかなめ

• A key for integrating various data for applications
• Securing data flow from acquisition to applications
• Open or Standard API as Web Services
• Geospatial Data – OGC’s standard Web Service

– SOS ( Sensor Observation Service )
– WMS ( Web Map Service ), WCS ( Web Coverage Service )
– WFS ( Web Feature Service ), WPS ( Web Processing Service )

• Agricultural Practice Data
– AgriXML, FarmXML and etc.

• Agriculture machines ‐> ISOBUS

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 
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k

Remote 
Sensing
UAV

Weather 
Forecast

Crop 
Simulation

Agricultural
Machines

FMIS

Logistics

B2B 
Trading

Market 
Analysis

B2C 
Trading

インターオペラブルな情報基盤

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

• 個別垂直統合から水平統合へ

Distribute
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Distribute
d DB
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d DB
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d DBDistribute

d DB
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d DB
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Network1

Visualization

DB
Sensor 
DB

Appli 2

Field Sensor 
Network2

Visualization

Sensor 
DB

Sensor 
DB

Standard / Common / Open 
API

クラウドでセンサーの共通処理を提供
Cloud Based Sensor Back-end Service

Data Collection with Sensor Plug&Play, Metadata Management, Publishing
Rapid Application Development

OGC’s Standard Web Service: Sensor 
Observation Service(SOS) enables 

Rapid, Low Cost and Flexible 
Application Dlevelopment

Field Sensor Application
Sensor Back-
end Cloud 

Service

cloud
Sense

The project is organized by
University of Tokyo, University 
COOP in Japan and Fujitsu Design 
Co., Ltd.、AIT, 

Spinach Promotion from 
Thailand to Japan. 

Application on the cloud 
Service

Asia Pacific ICT Alliance 
Award 2010

Winner
Tools and 

Infrastructure
Applications 
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北海道帯広での
農業用フィールドセンサーネットワーク

• a

Field Touch 
Overview

z Higher Yield
z Better Quality
z Land Management
z Cost reduction
z Risk Management
z Inherit/Sharing Farming Skill

Crop, Land, Weather Monitoring

Farm log / SNS
Scenario 
Simulation

Precision 
Farming

Satellite / Aircraft / 
UAV observation

Field Sensor 
Network

Application

Cloud based 
Data source

Native or OGC API

Real Time and 
spatial information 
for decision making

Own or 
External 
sensing 
devices

インターオペラブルな空間情報基盤がアプリケーションへ
情報を標準API Web Serviceで提供

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

OGC API Providing Unified Access to Geo-Spatial Data

センサーデータからOGC標準Web Serviceでアプリケーションへ

Giving Interoperability to heterogeneous sensing data
via OGC Standard Web Service

O
G

C
 A

PI

GetCapabilities

List of authorized 
SOS stations with 
its sensors

GetObservation

Sensor Data with
Timestamp

1

2

Simulation System

User Interface for Famers

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

Twitterを利用した迅速大量センサノード配置

Sensor nodes twits

http://www.agri-
renkei.jp/docs/20120309seminar_hira
fuji.pdf

Cloud Sensor Service

Application

cloudSensecloudSense
Twitter Messages

SOS Web API

Open-FieldServer
M. Hirafuji, NARO

Twitter FS Visualizer, ListenField Co., Ltd
IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 

Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

Cooperative with Dr.Nagai, 
University of Tokyo, Japan 

UAVをReal Time センサーノードとして利用

飛行中に情報を救急チーム、
地すべりの専門家へ

cloudSense

革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究)」
「情報工学との連携による農林水産分野の情報インフラの構築」

Interoperable な情報基盤の普及へ

革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究)」
「情報工学との連携による農林水産分野の情報インフラの構築」 「ICT 活用農業
事業化・普及プロジェクト」 より
http://www.naro.affrc.go.jp/brain/ibunyakyodo/news/2014/053158.html

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 
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Observable Property Naming Rule
• 観測項目を記述することは規定されているが、どう記述するかはドメイン

ごとに規定していく必要あり

• 有志によるミーティング, Chubu U, Futjisu Soken, AIT, e‐Lab. Plus observers
• 総務省農業環境情報委員会、ALFAE 、Platformベンダー各社に配布

• 集約時間＿集約時間単位＿集約方法＿計測対象＿物理現象

• windspeed ‐> 10minutes_maximum_wind_speed [m/s]

13

52north, Germany
• NFP Company for Field Sensor Network
• OGC standard + Opensource ( available on git )

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

Web Serviceは基盤からアプリへ
センサー基盤と多層的Web サービスアプリ

戦略的イノベーション創造プログラム
次世代農林水産業創造技術( SIP)

センサー基盤

水位計
NICT経由

NARO 1km
農業気象

NIAES Point
農業気象

Other 
Sensor

内挿、統計解析、可視化

気象 Generator

米生育シミュレーション

標準API
SOS

Open API

Open API

Application

Open APIOpen API

Application

可視化プロ

解析プロ

ションプ
生育シミュレー

ションプロ

自分でプ
ログラム

部品を
Web 
Service
で入手,
だれでも
高機能を
手に

センサーを仮想化、追
加や移動も自動的にア
プリに反映

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

R. Chinnachodteernun,
K.HONDA, Chubu 
University,戦略的イノベー
ション創造プログラム

次世代農林水産業創造技
術( SIP)

災害応用への展望
• さまざまなデータが要求される災害対策

– センサーネットワーク ‐重要なデータソース

• 多種多様なセンサ、大量迅速な展開

• インターオペラブルな情報基盤

• 多様なデータソースと多様なアプリを接続

• 個別垂直統合から水平統合へ

• 世界的な潮流

• インフラのコモディティ化ー＞単なるデータWeb 
Service から高機能Web Serviceへ

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information Platforms, SSK Seminar,  29 May 2015    HONDA, K., Chubu U 

Q/A

Questions ?

IT‐Agriculture Supported by Interoperable Information 
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―事例報告④― 

「市民参加型 GIS の視点から」 

竹島喜芳 

中部大学国際 GIS センター 准教授 

こんにちは。中部大学国際 GIS センターの竹島です。 

 今日私からは、「デジタルアース時代の危機管理、安全・安心社会を考える」ということで、市民参加

型 GIS の立場からどのように安全・安心社会を考えるかについてお話をさせていただこうと思います。 

これはすべての方が感じておられると思いますが、伊豆大島の台風 26 号、広島市の土砂災害、今年

は常総市と、最近大きな災害が多いですよね。そして、そういうニュースが流れるたびに、市民はいつも

行政からの指示が後手に回っているというような不満を言っていると、皆さん多分思われているのではな

いでしょうか。もう一つ、災害から復旧・復興していく過程でも、現場が本当に欲しいものがなかなか届か

ないといったところで、行政の対応は後手後手だと批判されております。 

 ここで、広島市の事例に絞って考えてみたいと思います。報告書がありますので、少しそれを見てみま

しょう。 

 まず、広島市の災害の際にどうして避難を始めたか。四角の枠のところは、役所等からの情報をきっか

けにして避難を始めたという答えです。明らかにわかるのは、避難を始めたきっかけは実は役所からの情

報ではなくて、例えば「自宅の周辺が浸水したり土砂が流れたりしていたから」というぐあいに、発災時に

は多くの方が自分の肌で感じた周辺環境の変化を頼りにしているということです。 

 なぜ避難をしなかったかという情報を集めてみると、これも役所に関するものを赤く囲っていますが、

「避難勧告が出たことを知らなかったから」とか「市からの災害に関する注意喚起や自主避難の呼びか

けを知らなかったから」というのはわずかであって、ほとんどが自分で周りの環境を見て、安全を確保する

ためにどう行動するかを判断しております。 

 ここから考えられるのは、災害時に自分の周りの環境が変化したとき、人が安全・安心を確保するため

の行動をとるトリガーとなる情報には２系統あるということです。一つは、降水量や温度といったセンサー

の情報です。数字で上がってくる情報を解釈して、これは危険だと判断するわけです。もう一つは、先ほ

どセンター長からも人間センサーという話がありましたが、人間が肌で感じる情報です。この情報には数

字ではなく人格が入っているというところがおもしろいと思いますが、人が感じた情報をきっかけにして安

全・安心を確保する行動をしていくわけです。 

 そういう観点から発災時における市民参加型 GIS にどういう効用があるかを改めて考えてみますと、人

が行動するとき、人が肌で感じる情報が一番の行動の源泉になっているということですから、市民参加型

GIS でたまってくるまさにその情報がそれに当たるということになるわけです。 

 そんなことから、実は今、春日井市役所と中部大学国際 GIS センターの協働で防災システムに取り組

んでおります。その中では、各種センサーの情報を GIS で統合するだけでなく、通報や投稿を GIS 上に

可視化し、今どこでだれが何を感じているかを把握できるような仕組みをつくっております。また、投稿や

通報は意思を持ってなされますが、SNS の情報は投稿する意思を持たなくても密かに情報が真ん中に
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集まってきますので、つぶやきの可視化といった仕組みも事例としてつくっています。 

 この市民参加型 GIS を考えるとき、現在は住民から行政にデータが集まってくる仕組みになっておりま

すが、もう一つ、住民が住民のために情報を集めるということもあります。 

 これは、４年ぐらい前に春日井市で大きな水害があったときのことを振り返り、どこが水害時に危険かを

地域の方と一緒に安全点検してみたものです。例えば、この水路の情報としては、「積算降水量が○○

mm になったときに危ない」というような情報よりも、「この水路では、過去の水害時に道路と水路との境界

がわからなくなり、高校生が転落して濁流に流されたので、転落が危ない」というような市民からの自分の

経験を踏まえた情報を記述したほうが、リスク低減や注意喚起に非常に有効になるわけです。 

 また、これは「地域の防災と安全」という授業の中で中部大学周辺の安全点検をしようということでため

ているデータです。附属高校出身のある学生さんは、自分が高校生のときに大雨があり、この地図上の

川沿いの黄色のエリアへは近寄るのも怖かったという情報を残しています。ですから、たとえ自分で経験

しなくても、このように GIS を使って人が肌で災害をどう感じたかを蓄積していけば、どんなことをきっかけ

にして自分の安全を確保したらいいかがわかってくるというわけです。 

 市民参加型 GIS の今後のあるべき姿としては、ティム・フォースマンさんからオープンデータという話も

ありましたが、行政にデータがたまるだけでなく、行政が実務でたまっているデータを住民に提供してい

ったり、住民と住民が情報をやりとりしたりできるような体制が必要ではないかと思います。 

 そこで、例を考えてみました。まず、冠水しているという市民からの通報が市役所の GIS に増えてくると、

市役所は市民に避難勧告を出します。それだけでなく、春日井市の防災対策本部で見ている水位情報

や降雨情報を個人がスマホで見ることができれば、自助にもつながります。また、こうなったらいいなと思

うのですが、助けが必要な人が「助けてくれ」というボタンを押すと、近くにいる助けられる人が気づいて

助けに行くといったことも市民参加型 GIS の一つのありようではなかろうかと思っております。 

 今お話を聞いていただいて、悪い話もないし、すばらしいではないか、明日からでもやれよと思われた

かもしれませんが、いくつか問題もあります。 

 集まる情報をどこまで公開できるかという問題もそうですが、次からがより重要な課題です。まず、市民

参加型 GIS に参加できる人は限られていますから、情報には偏りがあるということを認識しなければいけ

ません。もう一つ、これは実習をしていて常にそう思うのですが、学生が登録すればするほど地図が見に

くくなってしまうという問題もあります。また、投稿された情報の信頼度ということも問題になります。 

 少し前まで、個人の頭の中に蓄積された経験の情報は、その人の死とともになくなっていました。しかし、

コンピューターの普及という一つのブレイクスルーによってその情報が電子化されました。電子化された

情報は、ネットワークの普及というブレイクスルーによって共有ができるようになりました。これが今現在で

はないかと思います。そして、これから先ほどのような問題を解決していく過程においては、人工知能が

発達し、集まってくる情報のグレーディングをするというブレイクスルーが起こるのではないか。国際災害

支援情報基地を考えるとき、人工知能も一つ考えるといいのかなと思っております。これを今日の最後の

スライドとし、私から言いっ放しにして終わりたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 
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市民参加型GISの視点から
‐デジタルアース時代の危機管理、安全・安心社会を考える‐

中部大学 国際GISセンター

准教授 竹島喜芳

2016年2月20日
於 中部大学三浦幸平メモリアルホール

国際災害支援情報基地構想の実現に向けた
文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム

危機管理 現状災害発生時

土砂流出発生前から複数の通報が寄せられたが、安佐南区山
本地区では3時20分に崖崩れの通報があったにもかかわらず
広島市からの避難勧告の発令は4時30分になっており・・・

近年、毎年のように豪雨が発生している。
例えば、平成25年台風26号（伊豆大島）、平成26年8.20広島
市土砂災害、平成27年9.10関東・東北豪雨（常総市）・・・。

復旧・復興期
復旧・復興では、現場のニーズと乖離した公
助を嘆く被災者を報道で目にすることが多い
（行政の対応は後手後手だと・・・）。公助（全
体の最適解）と地域の最適解とに齟齬。

例： 抜粋ウィキペディア「平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害」

危機管理 現状
例：広島市8.20豪雨災害における避難対策等検証部会 報告書より改変

災害発生時

自宅の周辺が浸水したり、土砂が流れたりしていたから 

避 難 勧 告 が 出 た か ら 

生 命 の 危 険 を 感 じ た か ら 

近所の人や消防団員などに避難をすすめられたから 

自 宅 付 近 の 雨 の 降 り 方 や 川 の 水 位 を 見 て 

自宅が浸水したり、土砂が入り始めたから 

安全に避難することができるようになったから 

近 所 の 人 が 避 難 を 始 め た か ら 

ゴーという地鳴りなど土砂災害の前兆現象があったから 

市からの災害に関する注意喚起や自主避難の呼びかけから 

テレビやインターネットで雨量や水位などの情報を見て 

覚えていない 

その他 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1415940490083/index.html

問 なぜ避難を始めたか？

発災時、便りしたのは“肌”で感じた周辺環境。

災害発生時

 

 

自宅周辺が浸水したり、土砂が流れたりしていなかったから 

自 宅 が 浸 水 し た り 、 土 砂 が 入 っ た り し な か っ た か ら 

避 難 す る 方 が か え っ て 危 険 だ と 思 っ た か ら 

自宅付近の雨の降り方や川の水位から安全と判断したから 

避 難 勧 告 が 出 た こ と を 知 ら な か っ た か ら 

近 所 の 人 は 誰 も 避 難 し て い な か っ た か ら 

市からの災害に関する注意喚起や自主避難の呼びかけを知らなかったから 

浸 水 し て も 2 階 な ど に 逃 げ れ ば よ い と 思 っ た か ら 

誰 か ら も 避 難 を す す め ら れ な か っ た か ら 

テレビやインターネットの雨量や水位などの情報から安全と判断したから 

動 き の と れ な い 家 族 が い た か ら 

覚えていない 

その他

危機管理 現状
例：広島市8.20豪雨災害における避難対策等検証部会 報告書より改変

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1415940490083/index.html

問 なぜ避難をしなかったか？

発災時の行動を決めるのは、自己判断。

センサー

環境変化 安全・安心確保の行動

感じる（人格）

サイエンス・情報の比較

災害時個人の安全確保行動のトリガーは2系統

個人の行動に直結する情報の共有によって自助の強化
人間が環境の変化に対して、いまままさににどう感じているかを汲取り共助の強化

発災直前

解釈（検証可能）

体験・学習

発災時にける市民参加型GISの効用（災害の察知）

春日井市防災システムでの事例

発
災
前
の

前
の
備
え

発
災
前
の
事
前
の
備
え

公助力強化

共助・自助力強化

人口に占める高齢者の割合指数

2014年10月29日

春日井市・多治見市・愛知県航
空隊との合同山岳救助訓練

2013年8月3日 春日井市

牛毛地区 地域の安全
点検ワークショップ

（技術習得・技術開発）
2014年7月10日 長野県南
木曽土砂災害 空撮

ドローンによる空撮

360度カメラによる

市内撮影（発災前
アーカイブ）

2014年10月26日 消
防団との防災訓練

春日井市災害対策本部
防災システム

治安を改善するためには

救急車の到達時間

過去の土地利用をしる
（昭和）31年以降空中写真配信

災害の俯瞰

通報・投稿
（人間センサー）
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市民参加型GIS

住
民

住
民

住
民

行
政

地
域

（事前・発災・復興）公助による安全確保

（事前）共助による安全確保

現在（事例）

市民参加型GISの効用（災害に備えて）
春日井市牛毛地区 水害の振り返り 高校生が自転車ごと流された用水

（現場に人が居合わせたからこそ知り得る情報）
⇒情報共有によって注意喚起・リスク低減対策

この水路は、積算降水量が◯◯mmになったときに警戒すべき

市民参加型GISの効用（災害に備えて）
春日井市牛毛地区 水害の振り返り 高校生が自転車ごと流された用水

（現場に人が居合わせたからこそ知り得る情報）
⇒情報共有によって注意喚起・リスク低減対策

というより
過去の水害で、濁流で川と道との境が分からず
高校生が誤って自転車ごと流された

市民参加型GISの効用（災害に備えて）
中部大学授業「地域の防災と安全」の実習・・・中部大学周辺の安全点検（洪水・地震）

過
去
の
水
害
で
目
の
当
た
り
に
し
た
経
験
を
記
録
し
て
共
有

（公
的
な
水
位
セ
ン
サ
ー
も
監
視
カ
メ
ラ
も
な
い
場
所
）

市民参加型GIS

住
民

住
民

住
民

行
政

地
域

（事前・発災・復興）公助による安全確保

（事前）共助による安全確保

今後（あるべき姿）現在（事例）

住
民

住
民

住
民

行
政

地
域

共助による安全確保

実務

（事前・発災・復興）公助による安全確保

公助

自助

共助

春日井市
災害対策本部GIS

現況配信
マスメディアよりもきめ細かい情報

例：道路冠水地点

発災時：防災対策本部防災GISと市民参加型GISとの連携
（アイデアの一例）

平時：
街づくり統合アプリとして活用
（防災アプリの機能強化：ユーザー獲得）
市民サービス・コンテンツ例（随時追加）
◯高齢者見守り
◯イベント通知
ゴミ回収日通知
選挙日通知
予防接種通知
催事通知

市役所各課

防災GISサーバー

ポイント：アプリの利用者は、
アプリインストール時、発災時
に限り自分の位置情報を市役
所防災対策本部への提供する
ことに同意する。

防災対策本部は、地図上
で表示されるアプリユー
ザーの位置に応じた避難
勧告等を通知する。

防災対策本部は、防災対策の意
思決定において、必要な現地情報
を地図上で表示されるアプリユー
ザーに直接照会できる。

防災対策本部に集まる最新情報
を個人が閲覧することで、自助の
強化をはかる。

要援護者からの救援要請を防災
GISサーバーが得て、近隣の援護

可能者に、要援護者の位置情報
等を通知する。

◯生活情報提供
PM2.5濃度・花粉
天気予報
避難所等
通行止情報
工事情報

一昔前は、PCの設置された部屋での市民参加であったが、いまはスマフォ・アプリから市民
参加型GISに参加できる
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課題
（ソフトウェア・ハードウェアは解決されるにしても）

1. 集まる情報をどこまで公開できる（個人情報）

2. 市民参加型GISに参加できる人が、市民が感じる平均

情報ではない（集まる情報に偏りがある：能力・機材・
意欲を持ちえる人の情報だけ）。

3. 情報が集まるほど、いま起きている災害の大切な部分
が見えなくなる。

4. 投稿される情報の信頼度。

特定情報のモニタリングのための参加型GISには、課題は少ないが、
情報の総合判断のための参加型GISには解決すべき課題が多い。

個別の情報（脳）

個別の情報（電子化）

情報の共有

情報のグレーディング

コンピュータの普及

ネットワークの普及

人口知能の普及

市民参加型GISの発展方向
−デジタルアース時代に向けて−

市民参加型GISによって玉石混交の情報が常時集積していくようになると、行政・個人の意思

決定において、様々な不都合（前頁の内容）が発生する。不都合を解消するには、玉と石を
選別する必要がある。デジタルアース時代を迎える今、GIS技術は情報を集め可視化すると
いうところからそろそろ次のフェーズに移動する時期に差し掛かっているのではなかろうか？

現在の到達段階

発展方向
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―事例報告⑤― 

「情報インフラの構築の視点から」 

高丸尚教 

中部大学 情報科学研究所 教授 

情報科学研究所の高丸といいます。 

 今日は、情報科学研究所でおこなわれている研究の詳細というよりは、そういうものを踏まえて、中部高

等学術研究所と、次に御講演をされる三浦先生の国際人間学研究所と、そしてわれわれ情報科学研

究所がうまくリンクするために、情報インフラの構築という観点から見てみると皆様に少し災害に対するヒ

ントが与えられるのではないかと考えてお話をさせていただきます。情報科学研究所では、人工知能も、

目で見たものと同じものをコンピューターでしていくコンピュータービジョンといったことも、災害のシミュレ

ーションも、衝突回避も扱いますが、今日はそういうものでなく、そういうものを生かしていくためにはどうし

たらいいのかということで、「縁、辺（Edge）」、「トリアージ（Triage）」、「絆（Kizuna）」という三つのキーワー

ドでお話をさせていただきたいと思います。

では、最初の「縁、辺（Edge）」という言葉から。 

 阪神・淡路大震災のときには、報告書にあるように、こういう時系列においていろいろなことが起きまし

た。問題は、５時 46 分に起きた地震に対して、自衛隊の派遣要請がされたのが４時間後であるということ

です。スタートがおくれ、被害の概要把握には 12 時間かかりました。これはどういうことだったのか、よく考

えないといけません。 

情報にはエッジというコンセプトがあります。災害に対する対策としては、地震などのある事態が起きた

らそこへレスキュー隊を送りたいというように、事象が起きたところに対してポイント・トゥ・ポイント、点と点

を結ぶ形での対応を考えがちです。しかし、エッジという考え方でないと情報は共有できないというのが

情報科学の立場です。 

もともとエッジという言葉は三角形の頂点と辺という考え方から来ています。頂点をバーテックス、３辺を

エッジといいます。災害が起きたという情報は、たった１人が通報するわけではありません。多くの人たち

が通報します。ですから、多角的な面から見たいろいろな情報が流れてくるわけです。

 さらに、実際に病人を搬送する病院があるかどうか、レスキュー隊をどのように配置するかといったこと

に対して情報を統合するための基地、今日の話題でいうサンダーバード基地のようなものを中心に置い

ていきます。これは空間的な中心という意味ではありません。情報工学としての中心という意味です。 

そして、辺が導き出す効果は、その頂点をつなぐような円のようなものと考えていただくといいと思います。

コンパスを使うと、ちょうど三角形の三つの頂点をつなぐ円が書けますよね。このように、１個１個の頂点に

対応するのではなく、それらをリンクさせて絆というところへ持っていくために必要な概念としてエッジとい

うものがあります。

次に、災害が起きたとき、われわれは何を考えたらいいのか。 

 例えば国土ということを考えると、山、海、川があり、電気、ガス、水道があり、そして今ではネットワーク

があります。学生さんたちもそうですが、もしも携帯電話を１日でも取り上げられたら大騒ぎです。今はネッ
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トワークがそれほど重要なものになっています。一方、支援対象をどのように考えるか。支援対象として言

われがちなのは大衆ですが、それだけではありません。支援対象として常に気をつけて情報を配信しな

ければならないのは、実は弱者であります。例えば、在宅介護を受けている方々は、災害に見舞われた

とき孤立化する可能性があります。子供や老人、車いすの人がいるかもしれません。日本語がよくわから

ない外国人の方は、ここへ行けと言われてもわからないかもしれません。結果として、どんどん送られてく

る情報に対する弱者が生まれてしまい、どうにもならなくなるわけです。

 これをもうちょっと広げてみると、監視対象である大衆、弱者、国土などを行政がヒト・カネ・モノを使っ

て何とかするという図式になります。通信を国土のカテゴリーからそっと行政の隣に持ってきておりますが、

NTT さんなどは月に１回無理やり事故を起こして訓練をしています。すぐに非常発電をして自動バックア

ップが起こります。この訓練がされていたからこそ、3.11あるいは神戸の震災のときにも通信が一気にバッ

クアップされたわけです。

次に、「トリアージ（Triage）」です。情報がどんどん流れ込んできたときにどうやってトリアージするべき

かを考えていく必要があります。 

 情報学の立場から言いますと、実体関係（Entity Relationship）というものをつくることになります。われ

われは大学にいますので大学を例にいたしますと、学生や科目や実習課題というものを考えるとき、学生

には学籍番号という ID がついていますし、科目には科目番号がついていますし、実習課題には課題番

号がついています。こういうものを一つ一つの実体（Entity）とみなし、その間で履修をするあるいは実習

をおこなうという関係（Relationship）が必要になります。 

これをもとに災害時についてどのように考えるか。大切なのは、データを記述し切ることと、その操作系、

データへのアクセス、どんどん送り込まれる情報に対する整合性の維持です。災害の場合、さっきは助

けが欲しいと言っていても、もう要らなくなったというように情報が錯綜するわけですが、どうやってその整

合性を保ったらいいのでしょうか。また、機密保持という問題もあります。ネットワークであれば本来的には

NTT さんが頑張るべきところですが、災害時に一旦ストップしたらどうすればいいのでしょうか。これにつ

いては、私たちのスマホは NTT の公衆回線を使わなくても Bluetooth Low Energy などを使って５～50

ｍまでならデータを送ることができますから、その人の位置データだけ「大怪我をしている人がいるよ」と

発信して、あとはサンダーバードの基地までどんどんつないでいけばいい。そういう機構を情報学がうまく

つくり込めばよいということになります。そのほか、同時実行制御や、障害が発生したときにどのように回復

するかというような問題を一つ一つ洗い出していけば、皆さんが家のそばで、あるいは町で、そして都市

でということについて考えることができると思います。 

 例えば生徒さんだったら、こんな関係性の中にあります。こういう情報曼荼羅と呼ばれるようなものを考

えればよいということが知られています。 

経済では経済産業省がこのようなマップをつくっています。 

 そういうものをまとめていくとき、「絆（Kizuna）」をつくるために、三浦先生のような社会学、人間学の立

場から、国際化、ネットワーク化をし、そしてそれを最終段階として地域の NPO へつなげていく、そういう

社会システムへの展開というものが要求されてくるかと思います。 

こういう形で次の三浦先生へと話をつなぎ、講演を終わらせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 
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情報インフラの構築の視点から

中部大学情報科学研究所

高丸 尚教

1995年1月17日兵庫県南部地震

地震発生 5：46

震度情報入手 6：50 1時間

第1回災対本部会議 8：30 3時間

防災担当者最初登庁 6：40 1時間

県警から被害第1報 6：55 1時間

被災市町から第1報 7：00頃 1時間

自衛隊派遣要請 10：00 4時間

広域消防応援要請 10：00 4時間

県警の広域応援要請 6：45 1時間

県へりによる情報収集 9：15 3時間

県職員の非常参集 14：00頃 8時間

知事によるへり視察 13：30 8時間

被害の概要把握 18：00頃 12時間参考資料： 阪神淡路大震災 震災対策国際
総合検証事業 検証報告 第１巻、 兵庫県
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国土

支援対象

大衆 弱者

監視対象

国土支援対象

行政 通信

実体関係：Entity Relationship 実体関係：Entity Relationship
• 基盤となるデータ記述・操作系

• 効率の良いアクセス機構

• 整合性の維持

• 機密保護

• 同時実行制御

• 障害回復

管理対象：Management Object
MIB: Management Information Base
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生徒と社会の関係から出てくる問題

友達

クラブ
学校

親戚・家族

地域の人

地域の会社

地域の公共施設
など

他の地域 日本

世界の出来事

生徒の興味の方向性から出てくる「問題」

暮らす・楽しむ 食べる・生きる

学ぶ・教える

買う・売る

知る・伝える

悩む・考える 働く・遊ぶ

過去・将来

15

経済産業省：Enterprise Architecture: 狭義のEA成果物

■ 狭義のEA成果物

（注）

政策・業務
体系

データ
体系

適用処理
体系

技術体系

機能情報関連図（ＤＦＤ）

次期

情報体系整理図（ＵＭＬ）
情報分析図（ＣＲＵＤ）

情報システム機能構成図

ネットワーク構成図

ソフトウェア構成図

ハードウェア構成図

ネットワーク構成図

理想

情報システム機能構成図

データ定義表

情報システム機能構成図

DA

AA

TA

淡色文字は設計開発に合わせ順次作成

機能構成図（ＤＭＭ）

業務説明書

機能構成図（ＤＭＭ） 機能構成図（ＤＭＭ）

実体関連ダイアグラム（ERD) 実体関連ダイアグラム（ERD)

情報システム関連図

BA
現状

情報システム関連図

ネットワーク構成図

ハードウェア構成図

ソフトウェア構成図

業務流れ図（ＷＦＡ） 業務流れ図（ＷＦＡ）

データ定義表 データ定義表

実体関連ダイアグラム（ERD)

業務流れ図（ＷＦＡ）

業務説明書 業務説明書

ソフトウェア構成図

ハードウェア構成図

情報システム関連図

機能情報関連図（ＤＦＤ） 機能情報関連図（ＤＦＤ）

情報体系整理図（ＵＭＬ）
情報分析図（ＣＲＵＤ）

情報体系整理図（ＵＭＬ）
情報分析図（ＣＲＵＤ）

業務・システムの概要と最適化の方向性
(Mission & Principles)

監視対象

国土支援対象

行政 通信

E.R.

監視対象

国土支援対象

行政 通信

E.R.
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監視対象

国土支援対象

行政 通信

E.R.
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―事例報告⑥― 

「人間の安全保障の視点から」 

三浦陽一 

中部大学 国際人間学研究所 所長 

 国際人間学研究所は社会科学や人文系の学問の教員を基盤にした研究所として設置されておりまし

て、今日は多分これが唯一の文系からの発言になろうかと思います。人間の安全保障という社会科学で

は割合知られている観点を少し説明し、中部大学でどのような取り組みをしているかというお話をさせて

いただきます。 

「人間の安全保障（Human Security）」というのは、人間を安全にするという言葉ですが、冷戦が終わり、

国際紛争だけでなく国内の武力紛争が多発するようになってきますと、単に今までの国家の安全保障だ

けでは足りないのではないかということが次第にはっきりしてきました。国連などでも盛んに議論され、

2012 年９月には人間の安全保障とは何であるかという共通理解の合意が決議されています。この概念は

かなり国際的に練り込まれてきておりまして、今では大分知られるようになってきたところです。日本はこ

の概念の普及をなかなか熱心にやっておりまして、基金に 400 億円以上拠出しておりますし、200 以上の

プロジェクトを支援してまいりました。 

 人間の安全保障というのは、国家から人々へと安全保障の概念を拡大させなければ、もう安全保障と

は言えないのではないかという概念です。国連では「人間一人一人の保護とエンパワーメント（能力強

化）が必要だ」という表現がされております。 

 ここで、すべてではありませんが、最近の大災害をもう一度いくつか見てみます。2004 年のインド洋津波

では 22 万人以上が死亡しているという現実があります。私、授業で歴史の講義をしているものですから、

この数字を見るとすぐに思い浮かぶ数字があります。広島と長崎の原爆の被害者の数がほぼこれに匹敵

します。それだけの人数がこのとき死亡していることになります。ミャンマーのサイクロンでは 13 万人以上。

これはアジアではありませんが、ハイチの地震で 31 万人。記憶に新しい 2011 年の東日本大震災では１

万 5,800 人以上が死亡しています。 

 ただ、死亡者だけでなく避難している人も、水や食料や住居等いろいろなところで人間としての尊厳

が確保できない状況に陥るわけですから、やはり人間の安全保障の対象と考えられます。避難者の例を

見ていきますと、2008 年の中国四川大地震では 1,500 万人以上が避難しているという数字があります。

パキスタンの洪水では 1,100 万人。そして、東日本大震災では当時 34 万人が避難しました。復興庁の

調べでは、現在も 17 万人以上が避難生活を送っているという数字があります。 

 こういう実態があるわけですが、われわれが特に注目したいのは、アジアは災害が大変多い地域であ

るという現実です。これは 1990 年から 2010 年の平均をとったものですが、４割近くがアジアで発生してい

るという統計があります。他の統計では 40％以上であるという数字もあります。被害者の数ではこの傾向

がさらに強まります。死亡者で見ますと、８割近くがアジアで発生しているという数字があります。国際災

害支援情報基地構想を日本が推進していくということは、こういうところにも一つ大きな意味があるのでは

ないかと思います。 
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 視点を変えまして、では中部大学ではどういう取り組みをしているのかということを少し紹介させていた

だきます。 

 現在三つのプロジェクトが進行しております。 

 リスク予防管理士というのは、三つの理系の学部の学生に受講させ、実技も体験することで毎年100人

ぐらいがその資格を大学から与えられ、就職などにも利用しております。 

 地域活性化リーダーというのは、去年の暮れに発足したばかりで、まだ実績があるわけではありません。

岐阜大学を中心に、東海地方、特に岐阜県で地域を活性化するリーダーを育てようというプロジェクトが

始まっております。 

 そして、地域創成メディエーターは２年間の実績があります。中部大学に隣接しております高蔵寺ニュ

ータウンというところで主な活動をしています。高蔵寺ニュータウンは名古屋市のベッドタウンとして知ら

れており、約 50 年の歴史があります。現在約２万戸、４万 5,000 人が住んでいる住宅地ですが、そこに中

部大学の学生が繰り込みまして、町内会の催しや町歩きのイベントやシニア・外国人居住者との交流会

に参加することで地域との連携を深めております。このプロジェクトを２年間やりまして、現在 10 名足らず

が地域創成メディエーターという資格を中部大学から授与される状況になっております。今 20 名を超え

る学生がこのニュータウンに住んでいます。これは地域活性化というのが趣旨で、必ずしも防災そのもの

を狙いにしたわけではありませんが、当然その中には大学と地域が一緒になってこれから防災を考えて

いくという契機が含まれておりますので、これからもこうした動きを強めていければと思っております。 

 さて、もう少し社会的な角度からこの種の国際災害支援情報基地構想にこれからどういう課題があるの

かと考えるとき、やはりいくつかあるのであろうと思います。 

 一つは、安心・安全社会は、情報をだれかに握られているという意味で、やはり超監視社会といったも

のと親密性があるということです。この辺をどう考え、どうしていくのかということがあろうと思います。 

 それから、先ほどから出ていますように、集めた情報が実際に災害弱者と言われる人に届くのかどうか。

私、実はスマホをまだ持っておりません。そうすると、多分私なども災害弱者であって、何かで困ってしま

うのではないかと思ったりいたします。情報を得ても活用する人はまた別であるというような点から考えまし

ても、社会的に本当に運用する上ではなかなか複雑なところがあるような気がします。例えば、今日の展

示にありますドローンのようなものを自治会が持っていて、万一のときにはそれを活用して情報をいち早く

得るというようなことも考えられないわけではありません。しかし、ドローンを飛ばすとか情報を集めて人に

伝えるとかいうことを一体だれがやるのか、そういう人をどう育てるのかということになりますと、かなり複雑

であろうと思います。 

 それから、災害といいますと、災害時やその前の予防に注目が集まりがちですが、被災の後も大変長く

問題が続くケースが多いと思います。これもまた人間の安全保障の問題になります。災害弱者ということ

と関係があるわけですが、特に家畜やペットも一時期問題になったことがありましたよね。そういうものを

被災後も含めてどうケアするのかという問題があります。被災後に国際災害支援情報基地構想がどう役

立つのかというのは、一つ考えてもいいことなのではないかと思います。 

 最後に、秘密という問題があります。これからこの構想が拡大し、アジアをまたぐような国際的な規模に

成長することを私も願っているわけですが、そのときに企業秘密や国家機密と言われるようなものをどう

扱っていけばいいのか、そういったことも今後問題になるのかもしれません。 

 大変駆け足でお話ししましたが、これで終わります。ありがとうございました。 
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人間の安全保障の視点から

中部大学 国際人間学研究所

所長 三浦陽一

「人間の安全保障 human security」

1990年代〜 冷戦終了、国内武力紛争の多発

2012年9月 国連総会で「人間の安全保障」の共
通理解に合意。

日本は国連の「人間の安全保障基金」に約413億
円拠出。これまで200以上のプロジェクトを支援。

「安全保障の焦点は、国家から人々の安全保障へ，
すなわち人間の安全保障へ拡大されなくてはならな
い。」

「人間一人一人の保護とエンパワーメント（能力強
化）が必要である。」

（国連『人間の安全保障委員会 最終報告書』2010年）

最近の大災害

2004年 インド洋津波 22万6400人死亡

2008年 ミャンマー・サイクロン 13万8360人以上死亡。

2010年 ハイチ大地震 31万6000人以上死亡。

2011年 東日本大震災 1万5800人以上死亡

避難者

2008年 中国四川大地震 1500万人以上が避難

2010年 パキスタン洪水 1100万人が避難

2011年 東日本大震災 34万人が避難。

今年１月末現在の避難者 約17万8千人（復興庁調べ）

出典：災害疫学研究センター（CRED)
EM-DAT: The International Disaster Database

地域別にみた自然災害発生件数
（1990年〜2010年の年平均）

自然災害の4割近くはアジアで発生

368件

地域別にみた自然災害による死亡者の割合
（1990年〜2010年の年平均）

自然災害による死亡者の８割がアジアで発生

出典：災害疫学研究センター（CRED)
EM-DAT: The International Disaster Database

66,106人
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【課題】

安心・安全社会≒超監視社会？

災害弱者に届くか？ 情報の活用者をどう育てるか？

「被災後」をどう支援するか？

企業間の連携は可能か？ 「企業秘密」

国家間の連携は可能か？ 「国家機密」
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―総合討論― 

「国際災害支援情報基地構想の実現に向けた課題と方策」 

○福井

ここからは今後どのようにこの構想を進めていくかについて議論を深めていきたいと思います。もう既に

非常に盛りだくさんな話がいろいろな方から提供されたわけですが、大きく分けて二つ、お一人に２回、

御意見を承りたいと思っております。 

 まず一つ目は、具体的に今いろいろな視点から国際災害支援情報基地構想に対してコメントがありま

したが、この構想に対して自分のバックグラウンドあるいは専門の視点からどのように貢献できるか、ある

いはこの構想でどういった点において一緒にコラボレーションできるかというようなことを語っていただこう

と思います。 

 最初にティム・フォースマン博士からスタートしていきますが、彼には、今回唯一海外から来ていただい

たわけですので、今回のわれわれの構想やそれぞれの視点がどうであったかという感想と、海外で一緒

にコラボレーションするとしたらどんな事例があるかというようなお話をしていただきたいと思います。 

○フォースマン（同時通訳）

私から申し上げられるとしたら、まず、どこで情報が流れなくなっているのかを知るということでしょうか。

テクノロジーがないからなのか、人間のかかわりが弱いからなのか、組織のエゴで伝わらないのか。行政

だけに頼り、その許可を得なければならいということになっているのか。また、文化的にそれを阻むような

ことがあってもいけないと思います。テクノロジーは人間がかかわる大事なことであるという共通理解が必

要だと思います。

 また、社会的なつながりに関して、コミュニケーションを組織内でどのように機能させていくのかというこ

とですけれども、例えば、災害ではこのようにすべきということがあるときに、それぞれのコミュニティの社

会構造が違っていると難しいと思います。例えば、メリーランド州のボルチモアにおきましては教会が非

常に大きな働きをしております。コミュニティにおいてリエゾンをつくる場所になっていますので、ボルチモ

アで仕事をしようと思うなら、教会に行けばいろいろなことがわかるわけです。警察だの消防署だのに行

かなくても教会に行けばいいのです。個々の状況などは後回しにしても大丈夫です。ですから、どういっ

たバリアーがあるのか、それは技術的なものなのか、それとも構造的なものなのかということを知っていく

必要があると思います。

○福井

どうもありがとうございます。技術では解決できない制度的な問題、カルチャーの問題、実際に人々が

頼りにしているのはどういった機関なのかということに対して非常に示唆的な意見をありがとうございまし

た。 

それでは、次に伊藤さん、お願いします。 

○伊藤

今いろいろな障害という話がありましたが、私がセンチネルアジアの活動をしていて最近ちょっとおもし

ろくなってきていることがあります。今日はメディアの方はいらっしゃらないと思うのですが、人工衛星で地

表を観測するというのは、言ってみればスパイ衛星みたいな働きもできるわけですね。それで数年前まで

は情報を公開することにみんなすごくセンシティブだったのですが、最近では、災害のために提供すると

いうことで、各宇宙機関もあまり抵抗がなくなってきているのです。センチネルアジアのサーバーに観測

データを提供してくださいと言うと、みんな割と自由にどんどん提供してくれます。当然ながらこれは防災
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という役目があってのことで、防災のためという制限がありますけれども、本当にみんなが情報を提供して

くれて、今後どうなっていくのかはわかりませんが、おもしろいなと思っております。 

 もう一つ、宇宙からはグローバル、リージョナルに見ますから、特に世界レベル、地域レベルの大きな災

害が発生したときには、漠然とした形でもいいから、いかに早く宇宙から災害の広がりや影響に関する情

報を提供できるか。その上で、われわれが早い段階で提供したものに基づいて、国やそれぞれの機関

がさらに細かい観測をする。つまり、まず宇宙から観測した後で、今度はドローンなどを使って細かく各個

の被害を見る、そういう形が必要なのかなと思います。 

 もう一つ、今われわれの活動の中で一番力を入れているのは、あくまでもわれわれは国の防災機関に

情報を提供できるだけであって、それが本当の災害現場で使われるためには国と各地方との連携がす

ごく大事だという点です。キャパシティビルディングという話をさせてもらいましたが、そういう中でも、国と

その地方、ラストワンマイルにどうやって情報を伝え、それぞれの活動に役立ててもらうか。各国の中で

のそういう取り組みも一緒にあわせてやるようにしております。 

 宇宙技術としては、あくまでも早い段階で広い視点からの情報を提供するということが、今後も役に立っ

ていけることかと考えています。 

○福井

ありがとうございます。

それでは、防災科研の井上さん、お願いします。

○井上

私の研究所で組織として一つ貢献できると思われるのは、防災情報の収集・提供システム、共有シス

テムです。これを長年開発・普及してきておりまして、日本のいくつかの自治体で実運用されつつあると

ころです。国際という意味では、そういったものを海外に、特にアジアの開発途上国に普及することにより、

情報の収集・共有ツールとして使っていただけるであろうということがあります。

 それと、今日私はUAVの話をいたしましたが、フォースマン先生からネパールの地震の直後にドローン

をみんなで飛ばして被害の情報を共有することができたという話がありました。実際にそういうことがあっ

たわけですけれども、実はその直後にネパール政府によってドローンを飛ばすことが禁止されてしまった

のですね。私たちはその後、復旧・復興のためにドローンで町全体のマッピングをしようと思ったのですが、

いまだにそれができていない状況です。やはりセキュリティの問題、セーフティの問題がありますので、だ

れもがドローンを飛ばして情報を収集することはなかなか難しいのではないかと思います。 

 そこで、私の講演の中でもちらっと触れましたけれども、さらに小さな、本当におもちゃのようなドローンが

今ありますので、それを使ってはどうかと思っております。スマホで操縦し、何十ｍか飛んで写真が撮れる

ようなものです。スマホの自撮り棒を長くしたようなものと考えればいいかと思いますが、ああいうものをみ

んなが持ち、スマホから SNS で情報を共有し合うというようなシステムがあってもいいのではないかと思

います。 

○福井

なかなかおもしろい提案でした。

それでは、わが中部大学の研究者から意見をお願いします。

○本多

私はセンサーネットワークのインターオペラビリティのお話をさせていただいたのですが、実際に農業

あるいはほかの現場等で十数社のセンサーのプラットフォームベンダーとつき合いがある中で、実はど

の会社もまだインターオペラビリティを気にしたシステムを持っていないということがあります。大学として

できることは、国のプロジェクトなどを通じ、そういった会社にそれぞれがセンサーオペラビリティをちゃん

と確保するよう働きかける提唱者になることかと思います。 

それから、国のプロジェクトは国民に説明しやすくなければいけないのですが、実はインターオペラビリ

ティというのは、最終的なシステムのユーザーには見えない部分ですのでお役人が国民に説明しにくい

と感じてしまい、開発項目から除外されがちです。大変重要な基礎に相当するもので、これがなければ
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システムの適用性が低下し、将来無用なコストがかかるだけでなく、世界からも取り残されてしまいます。

その役割を粘り強く説得しつつ、この国あるいはアジアの中でインターオペラビリティを確保していくこと

に、大学として非常に貢献できるところがあるのではないかと思います。

○竹島

私からは市民参加型 GIS というお話をさせていただきましたが、これはすばらしくいいものに違いないと

私も確信しています。なぜなら、人間はマルチセンサーであり、なおかつ自分で移動しますので、それは

非常にいい機能だと思うからです。ただ、一番問題なのは、1,000 年に１回の災害のために本当にその情

報を登録するのだろうかという部分です。そういったことから考えますと、例えばフェイスブックなどは自分

が投稿するか否かにかかわらず日ごろから見ていると思いますので、この参加型 GIS も、きっと日常の中

で使っていくアプリやGISの中に組み込まなければいけないのだろうと思います。これを有効な市民参加

型 GIS にしていくには、平時には自分たちの日常生活の向上のために、非常時には災害に対する安全

確保のために、どういった仕組みでこの情報を使うのかといった要件整理がまず必要ではないかとすごく

感じます。 

 そして、要件整理をしたら、今度は入力してもらう仕組みというか、載せ方というか、好んで情報を登録

したくなるような仕組みもまた必要なのではないかと思います。今は皆さんも調べたいことがあればインタ

ーネット等でぱっと調べていると思いますが、自分から情報を提供することはすごく少ないのではないかと

思います。ですから、きっと災害時も見るだけで、登録するという行動を起こす方は少ないのではないか。

国際災害支援情報基地構想が結実し、市民参加型 GIS の効用を得るためには、登録するモチベーシ

ョンをどう上げていくかというところについても要件整理が要るのではないかと思います。 

 さらにもう一つ、やはり災害弱者はなかなか情報にアクセスできないと思いますので、市民参加型 GIS

に参加できない災害弱者をどう手当てするかというあたりも考えていきたいと思っております。 

○高丸

私は今、情報科学研究所というところにもいますが、学科としてはロボット理工学科といいまして、ロボテ

ィクスをする学科に所属しております。ですから、実際に災害が起きたときのロボット運用ということもありま

すが、それは６速のロボットであろうとローターを６個つけて飛ぶドローンであろうと変わりません。ただ、そ

ういう単なるテクノロジーではなくて、われわれ大学として、この近々の大学生みんなでもっとこういうもの

を扱っていくような組織をつくれないものかと考えております。例えば、まず理系ならテクノロジーでやれる

子たちがいますが、それ以外の子も含めてNPOという形でちゃんと支えられるようなものをつくるわけです。

そして、アジア圏で一つの大きな団体をつくっていくといいのかなと思います。 

 もう一つ、平時の訓練というところで考えると、疑似体験という意味で非常におもしろいものとして、テレ

ビ局の名前は言いませんが、「リアル鬼ごっこ」というものが放映されています。テレビで鬼ごっこを見て何

がおもしろいのかと思ったのですが、よくよく考えてみると、いきなりチームが編成され、携帯を使ってうまく

情報を共有し、時代の変化にすぐさま対応するということの例であるわけです。そういった訓練をしながら

災害に対する強い意識を持たせていくことが必要かと思います。 

 地震が起きたとき机の下に隠れるのは日本人だけだそうですが、なぜそれができるのかというと、小学

校のときにあれだけ訓練されたからなのですね。ですから、災害に対してみんなで協力する訓練プログ

ラムに小さいころから取り組むことにより、災害弱者のない世界にしていけるのではないかと考えます。そ

れを東アジアスタンダードとし、さらに世界のデファクトスタンダードを目指していくのに少しでも力をかせ

たらと思っております。

○三浦

さっきから言おうかやめようか迷っていたのですが、社会学的な観点から言うと、やはり気になるのは原

子力発電所です。福島でああいう事態になっているわけですね。UAV は無人ですから、放射能をあまり

気にせずに飛ばすことができます。もちろんおりてきたときにはまた問題になるわけですけれども、まずそ

ういう利点はあります。また、これを原子力発電所の監視に使ったらどうかとも考えられます。もちろん当

人は嫌がるでしょうが、市民に監視されてこそ原子力発電所の信用も上がるという観点が必要なのでは
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ないかと思います。簡単な提案ですが、そちらのほうへも目を向け、災害支援情報をそこまで広げて考

えてみてはどうかと思います。 

○福井

原子力発電所を監視するという御提案については、私自身も、最先端のこういったシステムはまず再

稼働を始めた原子力発電所で使うべきだと考えております。 

 皆さんから一通りお話をいただき、これから国際災害支援情報基地構想を考えるに当たって必要な要

件をいくつか御指摘いただけたかと思います。 

 では、もう一つお伺いします。本日のシンポジウムは、オープニングアドレスで理事長からお話しいただ

いたように、中高研創立 20 周年にかえて来年度に企画しております連続シンポジウムの序幕のようなも

のでもあります。安全・安心社会を文理融合で考えることをテーマにした来年度の連続シンポジウムに

つながるように、こういった構想が具体的に次のステップへと進むためには、まず学の中でどのようにすれ

ばいいのか、そして NPO を含めた関連の団体にどうアプローチをしていけばいいのか、国あるいは自治

体に対してはどうなのかというようなことに対する考えをお聞かせください。私自身は共助や互助を支える

ために必要なものとしてこの構想を考えておりますが、われわれがどんなアクションをしていけば次のス

テップにつながるのかということをざっくばらんに提案いただき、今回のシンポジウムを終えたいと思いま

す。

 それでは、今度は逆回りで、もう一度三浦先生から、こんなやり方がいいよというようなことを社会科学

のお立場より御示唆いただければと思います。 

○三浦

私、とにかくモデルになるようなものを一つつくることだと思うのですね。あそこにあんなものが本当にあ

るのだという実例を一つつくる。それがローカルなものがグローバルになるためのルートだと思います。中

部大学も頑張って高蔵寺ニュータウンである程度実践してきていますので、これからそこで何かモデル

になるようなものをつくり、次回の席で発表できればすばらしいなと思っております。 

○高丸

私も平時の訓練をうまく使うことで皆さんの意識を上げられるのかなと思います。ちょっとした避難訓練

でいいのですが、それをするときに、いろいろなパターンで学生がどういうふうにするのかというロールプ

レーをしてみる。また、中部大学の中だけで終わってはおもしろくも何ともありませんので、近いところでは

名古屋大学だとかいろいろなところの人たちを巻き込んでトライアルをしてみる。そうすれば問題点がも

っとクリアになると思います。ある場所に困っている人が発生して、その近くにもだれかいるのだけれども、

離れたところにいる人がその情報を得た場合にどうやって助けられるのかとか、そういった視点で訓練が

できるとおもしろいと思います。

○竹島

国際災害支援情報基地、サンダーバードというのはすごく大きな構想ですので、実際に具体的に動くと

きには、それを進めようとする人がイメージできるように、先ほど三浦先生が言われましたが、やはりモデ

ルづくりを最初にしていくべきだと思います。ただし、いきなり国際支援というわけにはいきませんので、手

前みそというか国際 GIS センターみそになりますが、今春日井市でつくっております防災システムをモデ

ルにしてはどうかと思います。われわれはこれを公助という観点で整備してきましたが、互助や自助にも

本当に役立つのかという実証を来年度してみたいところです。そうすれば他市町村や国や県へともう一

つ大きな枠組みを考える方向に進むのではないかと思うので、まずは小さな地元のプロトタイプをパッケ

ージ化するということなのかなと考えております。

○本多

サンダーバードはもちろん国際的に活動するわけですが、幸い中部大学は各国の大学といろいろな

提携をしています。例えば、アジア工科大学院大学（AIT）と密接な関連がありまして、毎年中部大学か

ら空間情報に関する２週間のサマースクールに連れていっております。これは AIT の関係者を初め周辺

11カ国から参加者を集めて実施されていますので、そういったものの中に災害に関連する知識や経験を
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入れていくことによって、サンダーバードの構想を国際的にも確実なものにしていけるのではないかと思

います。AIT はセンチネルアジアに入っていますし、中部大学も解析ノードに入っておりますので、そうい

った実際の活動と連携して大学としての活動を広げていくというのが一つの道かと思います。 

○井上

将来そういう災害支援システムが実現したとして、私はその持続可能性が一番大事だと思うのですね。

後になって「昔そんなものがあったね」というようなことで終わっては何の意味もないわけです。小さなスケ

ールであれば想像しやすく、実現もしやすいのですが、春日井市から県レベルになり、国レベルになり、

国際レベルになっていくとすると、それを想像するのはなかなか難しいと思います。持続可能性が確保で

きるような最終形をきちんとイメージし、それに向かってプランをつくる必要があるのではないかと思いま

す。 

○伊藤

あまり時間がなかったので私のプレゼンテーションの中では紹介し切れなかったのですが、持続可能

なセンチネルアジアの形態として、24 時間体制のセンチネルアジアセンターが真ん中にあり、左側に

AHA センターがある図をお示ししたかと思います。AHA センターというのは ASEAN を中心とする災害

支援センターで、どちらかというと災害が発生したときに国連機関などから支援物資を送るための拠点

のような形になっています。例えば、宇宙から情報を提供し、それによって AHA センターがすぐに支援物

資を送るわけです。言ってみれば、これもちょっとしたサンダーバードのような体制なのかなと思います。 

 また、同じ図の右側には大学やコンソーシアムを中心とするクラウドサーバーシステムを想定しており

ましたよね。これはなぜかというと、現在のサーバーシステムは、あくまでもわれわれ宇宙機関が衛星から

取得した情報をもとに災害の場所や範囲などを識別した GIS を保管・提供しているサーバーなのですね。

ですから、これを大学を中心にしたサーバーシステムとし、まさに今日も先生方から自由な発想でいろ

んな付加価値をつけることができるというお話がありましたが、衛星画像だけでなく、そこにいろんな付加

価値をつけた情報も入れて各国や地域に展開していったほうがいいのではないかと思うわけです。 

 国際災害支援情報基地がわれわれの活動とうまく連携・リンクし、その相乗効果、シナジーが得られる

ようになることを目指していければと思います。 

○フォースマン（同時通訳）

今やっていらっしゃることは非常に正しいステップだと私は思います。

その中で、このキャンパスにはいろいろな教育、学問があるわけですが、情報をシェアすることが重要

です。１人のエキスパートではなく、いろんな人が協力する。そして、すべての学生を巻き込みながら、中

部にはいろんな学問があり、その中でキャリアを選ぶことができるのだと教える。そういった教育を提供し

ていくことが重要だと思います。 

 例えばボランティア GIS は、コミュニティのために情報を得ることに対しても重要ですが、子供たちの毎

日のエクササイズにもなります。子供たちがそういったところから情報を得ることができるよう、これをレギ

ュラートレーニングで使っていくことは非常に重要なエクササイズになると思います。世界中のどこでも同

様に地震が来たらいつも机の下に隠れられるようにするためにはトレーニングが必要です。 

そして、一番重要なのは、中部大学に来てみんな一緒にサンダーバードをやろうというような、次のジェ

ネレーションにとって魅力的なもの、次の世代を獲得するようなビジョンが必要だと思います。

そして、私がまだ聞いていないことが一つあります。リーダーをステージに上げてチャンピオンにするこ

とが重要なのです。彼らがヒーローになることが必要なのですね。ただ、例えば、政治のリーダーは自分

がヒーローになるのですが、彼らがヒーローになるには支援が必要です。ヒーローも重要ですが、その人

の縁の下の力持ちになってくれる人も重要なのです。そういったこともこれからカバーしていかなければ

ならないと思います。 

○福井

今日は皆さんにいろいろとサジェスチョンをいただき、次のステップについて少し道が見えてきたように

思います。最後のディスカッションでは、モデルケースを早くつくり、その中で最終形をイメージしながら持
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続可能なものを描いていくことが重要だというお話がありました。さらに、教育機関として、いろんなディシ

プリンの人が集まって大学の垣根を越えて議論し合うようなプラットフォームや、中部大学へ来ればサン

ダーバード隊員になれるというような特に次世代の人に対する明確なアピールが重要なのではないかと

いうお話もありました。大変いいキックオフを実施することができたと思います。 

 最後になりますが、もしフロアの方で、今日の話をお聞きになって、こんな視点が足らないとか、こういう

感想を持ったとか、次にこんなことをやってみたらどうかというようなことについて何か言いたい方がおられ

ましたら、お受けしたいと思います。 

○フロア１

大変貴重な御講演をありがとうございました。よい勉強をさせていただきました。これはこの場でお答え

をいただきたいというようなことではありませんが、一言申し述べたいと思います。 

 先ほど井上先生が、ドローン等を活用して災害に役立てようとしても、国家がこれを制止してしまい、結

局効果を発揮できないというようなことをおっしゃいました。それと同じ話だと思うのですが、三浦先生が

指摘されましたように、今は個人情報保護法というものがありまして、要支援者がどこにいるのかを行政が

教えないのですね。個人間での私的な助け合いができない状況になっているということが、同じレベルで

あると思います。 

 もう一つ、災害で火災が起きたとして、通報があって消防車が駆けつけても、その製品に水をかけたら

爆発するというようなものがあるわけです。新技術によって今はそういうメタルがいっぱい開発されてきて

おります。そうすると、それをどうやって消したらいいのかがわかりません。東京消防庁まで問い合わせを

しても回答が返ってこないのです。１日も１日半も待ったケースが現にあります。それで、やっと土をかぶ

せよという回答が来たとしても、今度は消防署に土を搬送するダンプがありません。企業秘密の観点から

だと思いますが、大企業などでも実際に産業廃棄物と称される手のつけようのないものが日本中にいっ

ぱいあると思います。災害のときこういうものにどう対応していくのか、この視点も大変大事だと思いますの

で、ぜひこれからも研究を続けてください。ありがとうございました。 

○福井

二つの重要なポイントをどうもありがとうございました。私たちもそういったことを心得て考えてまいりたい

と思います。 

 それでは、パネリストの皆様、フロアの皆様、今日は長時間つき合っていただきまして、ありがとうござい

ます。これでパネルディスカッションを終えたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 
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―閉会挨拶― 

中部大学 副学長 太田 明徳 

太田でございます。研究担当の副学長として御挨拶をさせていただきます。 

 大変長い時間、御苦労さまでございました。今日は私にとっても非常に有益な時間を過ごすことができ

ました。オーガナイズしていただいた福井先生、本当にどうもありがとうございました。それから、遠路はる

ばるいらっしゃったフォースマン先生、どうもありがとうございました。伊藤先生、井上先生、すばらしい御

議論をありがとうございました。 

私は全く専門外ですが、福井先生のスライドで拝見しましたように、確かにちょうど 2000 年ぐらいから、コ

ンピューターをいじっていてもどうもよくわからないことが急に出てきました。これは世の中が変わったなと

意識したのは、それからちょうど５～６年たったころでした。インターネットで大量の情報が動くようになり、

スマートフォンが出てまいりました。これがまた私の手には負えない。そういう時代になってきました。しか

し、その辺に関して本能的に扱うことができるという人が、今の若い人たちの中には多くいるのだろうと思

います。中部大学の国際 GIS センターがデジタル情報を使ったデジタルアースについて私どもに教えて

くれる、専門的に私どもの理解を進めてくれるというのは非常にありがたいことで、すばらしいことをしてい

ただいていると考えております。

 今回は国際災害支援情報基地を打ち上げようということでシンポジウムがおこなわれたと理解しており

ますが、私自身がふと思うのは、フォースマン先生がお話しになったように、私どもの想像力をはるかに

超え、今まで考えてきたこととは全然違う世界が見えてくるという、そういう地球の姿についてです。災害

の情報でも、非常に幅が広いといいますか、大きく地球的な広がりがあります。人的な災害にせよ自然災

害にせよ、そういうものをわれわれは初めて意識して見るようになったということがあるのだろうと思いま

す。 

 2011 年の 3.11 東日本大震災のとき、私は東京におりまして、ちょうど昼間だったものですから、研究室

で変な揺れだなと思っておりました。非常に大きな揺れが長時間続くのですね。一体何が起きたのだろ

うと思い、ずっとラジオとテレビを注視しておりました。最初の報道では、津波があるとしてもせいぜい１ｍ

か２ｍだろうということでした。なぜそういう報道だったかといいますと、後でわかったところによれば、地震

計が壊れていて正確なマグニチュードが全く把握できていなかったのですね。そのために誤った情報が

伝えられ、みんなが海岸まで見に行ってしまったり、逃げるのが非常におくれてしまったりというような事態

が起きたわけです。 

 では、なぜ地震計を大地震に対応できるようなものにしていなかったのかというと、結局最後は想像力

の問題なのだろうと思います。研究者は想像力を持って物事に当たらなければいけないのですが、地震

計を設置した人たちはそこまで想像できなかったわけですね。あれだけの大地震が起こるとは思ってい

なかった。それで地震計が壊れてしまい、この程度でよかろうということで済ませてしまったので、結局津

波の予測もできなかったのだろうと考えられます。 

 想像力が非常に重要だという点でも、今日のフォースマン先生のお話は非常にサジェスティブでした。

さらに、大学における GIS センターの役割、国際災害支援情報基地の役割についても、教育ということを

おっしゃっていただきました。中部大学ではそれらを通して若い人たちを教育していきたいと思います。

皆様には、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。福井先生も、またどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

このようなことを申し上げ、今日の閉会の御挨拶にかえたいと思います。どうもありがとうございました。 
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中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

Digital Earth Room
デジタルアースルーム

■設　　備
　・三菱電機製 55インチ
　　　フルHDディスプレイ 3x5画面 約240インチ
　・Extern Electronics製
　・ビデオウォールプロセッサ Quantum Elite
　・デジタル放送チューナ、BDレコーダ 4系統
　・小型自家発電設備
　・IP Star 衛星インターネット
　・イリジウム衛星電話
　・SHARP 70型電子黒板 BIG PAD
　・EPSON 大判カラープリンタ SC-T5250D
　・DELL ワークステーション Precision T7600　　等

■利用実績（延べ人数）
　・平成24年度　約100名
　・平成25年度　約120名
　・平成26年度　約570名
　・今年度　864名（11月末）

展示協力：中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター
中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターは、2014年４月に

文部科学省「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」の認定を受ける。
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中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

危機管理情報収集車両

■仕　　様
　・基本車両（トヨタ ハイエース）
　・PC
　・全周カメラシステム TOPCON IP-S2 Lite
　・全周カメラシステム 岩根研究所 IMS
　・IP Star 衛星インターネット
　・イリジウム衛星電話
　・HP 大判プリンタ
　・YAMAHA ポータブル発電機

■主な利用実績
　・平成25年 7月　春日井市牛毛地区撮影
　・平成26年 3月　庄内川流域撮影
　・平成26年 3月　東日本大震災被災地撮影
　・平成26年 7月　長野県木曽郡南木曽町土石流災害撮影
　・平成27年 3月　東日本大震災被災地撮影
　・平成27年 9月　茨城県常総市関東・東北豪雨災害撮影

展示協力：中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター
中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターは、2014年４月に

文部科学省「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」の認定を受ける。
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中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

固定翼型ドローン
（senseFly eBee）

重　　　量  ：0.69 kg
翼　　　幅  ：96 cm
素　　　材  ：EPPフォーム、カーボン
バッテリ ー  ：LiPo 3S 2150 mAh
飛行可能時間 ：50 分
飛行速度   ：40-90 km/h
最大通信距離 ：3 km
最大撮影面積 ：12 ㎢
耐風性能   ：12 m/sec

展示協力：中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター
中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターは、2014年４月に

文部科学省「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」の認定を受ける。

112



中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

重　　　量  ：1.28 kg
翼　　　幅  ：59 cm
素　　　材  ：プラスティック
バッテリ ー  ：LiPo 4S 4480 mAh
飛行可能時間 ：23 分
水平飛行速度 ：57.6 km/h
最大通信距離 ：2 km
最大撮影面積 ：12 ㎢
耐風性能   ：20 m/sec

回転翼型ドローン
（DJI Phantom3）

展示協力：中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンター
中部大学 中部高等学術研究所 国際GISセンターは、2014年４月に

文部科学省「問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点」の認定を受ける。
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展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

衛星通信を活用した長距離無人航空機
試験機　Terra-06

翼長／全長    4m／2.6m
機体重量    20㎏
飛行最大速度   130km/h
飛行巡行速度   80km/h－100km/h
航続距離    500km
航行時間    5時間
最高飛行高度   3000ｍ－5000ｍ
搭載積載量    15㎏
動力：ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ、排気量：110cc、燃料：5ℓ

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター114



展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

衛星通信を活用した長距離無人航空機
試験機　Terra-05

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

翼長／全長    2m／2m
機体重量    6㎏
飛行最大速度   120km/h
飛行巡行速度   80km/h－100km/h
航続距離    500km
航行時間    5時間
最高飛行高度   3000ｍ－5000ｍ
搭載積載量    3㎏
動力：ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ、排気量：20c、燃料：3ℓ

115



展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

衛星通信を活用した長距離無人航空機
試験機　Terra-04

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

翼長／全長    1.98m／1.17m
機体重量    1.5㎏
飛行最大速度   120km/h
飛行巡行速度   80km/h－100km/h
航続距離    50km
航行時間    30分
最高飛行高度   150ｍ
搭載積載量    1㎏
動　　力    電動モーター

116



展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

衛星通信を活用した長距離無人航空機

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ  DELL ALIENWARE 17　×　2台
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ  Accer27ｲﾝﾁ　×　3台
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ  Saitek Pro Flight X-55 Rhino H.O.T.A.S. 
ﾌﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ MissionPlannner、 QGroundControl
ﾌﾗｲﾄｼｭﾐﾚｰﾀｰ X-Plane10（商用） 

グラウンド・コントロール・ステーション
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展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

衛星通信を活用した長距離無人航空機

「Inmarsat（インマルサット）」とは、グローバル衛星通信ネットワーク
4つのインマルサット静止衛星を経由して音声通話、ファックス、メール、イン
ターネット、パケット通信など様々な衛星通信サービス を提供
 インマルサットは、グローバルな衛星移動体通信の分野で業界をリードし、
多機能かつ信頼性の高い衛星電話サービスを提供。 最新のインマルサット
衛星では、ブロードバンド対応の衛星通信サービスやケータイ衛星端末の
開発なども予定。
【インマルサット衛星ネットワーク の特徴】
　・信頼性がとても高く、安定感がある
　　→回線利用可能率99.99%以上
　　→最も古くからある衛星通信サービスの１つで20年以上の歴史がある
　・軍需用として耐え得るほどの品質でありながら、実用的な価格帯
　　→利用者は民間企業、NPO、個人まで多岐に渡る
　　→陸上で利用できる製品、船舶用、航空機用など製品ラインナップが豊富
　・海の安全を支えている
　　→IMOの遭難信号/GMDSSなどに準拠しており、各国が運用に協力している

グローバル衛星通信 Inmarsat
INMARSAT：International Maritime Satellite Organization、国際移動通信衛星機構の前身
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展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

衛星通信を活用した長距離無人航空機

INMARSAT：International Maritime Satellite Organization、国際移動通信衛星機構の前身
Inmarsat 衛星通信モジュール

「Inmarsat（インマルサット）通信モジュールAVIATOR 200」は、航空用衛
星電話で最もコンパクトなシステム。
　これまで航空機で衛星通信ソリューションを実現するには重量もサイズ
も大型のアンテナが必要で、投資額も大きくなることから、衛星通信装置を
搭載できるのは大型機に限られてきた。
　AVIATOR 200は小型軽量のジェットブレード型LGA（低利得アンテナ）を
採用することで、小型機でのSBBサービス（音声通話と最大200kbpsのデー
タ通信）の利用を可能にした。

  ・データと音声通話（最大3回線）が同時にできる
  ・システムはこれまでにない小型軽量
  ・スタンダードIP　最大200kbps
  ・WiFi接続に対応
  ・ルーター機能
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展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

防災機能搭載トレーラー
（無人航空機観測車両）

　無人航空機を使った長時間観測を行うには、宿泊を伴う生活空間
を維持しなければならない。国外のトレーラーは、寒暖差の大きい
日本仕様に合わないだけではなく、法的な問題も多く、ガスの引き
込みなども容易ではない。
　そこでプロパンガスを使用せず、高い断熱性能を持ち、防災機能
を搭載しつつ宿泊ができるトレーラーを用意し、無人航空機の長時
間観測を行うベースキャンプとして運用を目指す。

■特　徴
　・灯油FFヒーター
　・カセットガス供給機セット
　・ソーラーパネル145W
　・インバーター（バッテリーから100V電源供給）
　・バッテリー（室内12V電気装備を使用可）
　・LED照明、LED調光式間接照明
　・バッテリー管理モニター 
　・一酸化炭素警報機
　・寒冷地対応高断熱壁
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展示協力：株式会社テラ・ラボ
株式会社テラ・ラボは、平成26年７月に経済産業省「中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画」の認定を受ける

※特定研究開発等計画認定番号　中部1407006「衛星通信を活用した長距離無人航空機の研究開発」

中部大学 知の統合基盤デジタルアース研究センター

衛星通信を活用した長距離無人航空機

・GPSによる位置情報
・各種センシングによる機体制御
・GISと同期した空間情報処理
・デジタル空間と連携した飛行シミュレーション

フライト・コントローラー
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中部大学　知の統合基盤デジタルアース研究センター
 〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200番地
 TEL:(0568)51-9959　FAX :(0568)51-4736　 http://gis.chubu.ac.jp/

制作・発行

国際災害支援情報基地構想の実現に向けた
文理融合型産官学ネットワーク形成国際シンポジウム

インテリジェント・オペレーション・システムによる
無人航空機 (UAV) の開発応用分野を中心に


