
6.3. デジタルアースによる持続可能な社会・環境・国土の構築 

6.3.1. 安全・安心・リスク対応型社会  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 デジタルアースで安全・安心のためにどのような
貢献が可能かということについて、私たちの究極
の目的は、国内外での災害発生や危機管理に対応
した社会システムのパッケージングを構築し、技
術移転をおこなうことです。 

　この地域では、南海トラフ巨大地震による非常
に大きい被害想定がされており、この国難とも言
える大きな災害に対してどのように対応していく
のかということが重要なテーマとなっています。
そこで、まず私たちは、中部大学が所在する春日
井市と連携し、春日井市において実証実験をおこ
ないました。空間コンテンツを春日井の水害対応
にどのように利用できるのかを考え、さらには、
春日井市で大きな気象災害や地震が発生したとき
に、春日井市の公助力を強化するとともに、春日
井市民に対してもさまざまな情報を提供して共助・
自助力を高めるといったことをおこなってきまし
た。この経験をもとに、今度は南海トラフにおい
ても大きな被害が想定されている名古屋市で実際
にデジタルアースあるいはGIS等を活用した防災・
減災対策を実施していこうということで、昨年11
月、名古屋市とも協定を結び、防災・減災対策を
推進するプロジェクトをスタートさせました。 

　フェーズとしては、まず産学官による国際災害
支援情報基地構想研究会で構想を温め、次に春日
井市とともに実証実験をおこない、そこから少し
スケールアップして名古屋市でも実装運用をおこ
なうということで、世界最先端のG空間防災シス
テムとして、共助支援を中心に、災害が発生した
ときには情報を共有、統合、一覧、可視化し、さ
らにアクションにつなげることができるよう、状
況把握から救援・支援、そして避難・BCP等の行
動支援といったことにまで活用できるリアルタイ
ムな情報システムを構築します。 

　災害支援情報プラットフォームとして現在イメー
ジしているものとして、現状ではリアルタイムに
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中部大学　中部高等学術研究所 
文部科学省認定「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」

国際GISセンター
International Digital Earth Applied Science Research Center (IDEAS)
国際GISセンターの目的 
情報科学、リモートセンシング、GIS、社会工学等に関する研究者との共同利用・共同研究を通じて、サイバースペース上に構築される
多次元・多解像度の地球（デジタルアース）の研究開発を行う。さらに環境、災害等の問題複合体の研究者に対し、デジタルアースを提
供し、共同利用・共同研究により持続可能な社会を構築するため、問題複合体を解題し、合意形成に寄与するとともに関連諸科学の発
展に貢献することを目的とします。

例：地球温暖化適応策 例：都市・地域の強靭化
1. 情報・データの収集・蓄積
（オントロジー、クリアリングハウス、メタデータ、空
間情報基盤、Global Discrete Grid、VGI
（Volunteered Geographic Information）、オー
プンデータ・ポリシー）

Phase II の具体的研究課題例

2. 情報・データの処理・統合・流通
（不確実性可視化、相互運用、時空間データ同化、
ジオブラウザ、センサーWeb、ビッグデータ解析）

3. 意思決定支援
（多次元・多解像度情報の可視化、リスク・コミュニ
ケーションの社会的実装、データ・ジャーナリズム）

Phase I の具体的研究課題例

Phase I: DEの技術要素の統合

DEの開発項目
（技術要素）

スケール［大］　　　→　　　　スケール［小］
Phase II: 問題複合体の具体的事例への取り組み

総合的な 
地球温暖化 
適応策 

脆弱性評価・指標設定 
 

災害に強く、持続可能な 
都市・地域の実現 

地球温暖化と原子力・再生可能エネルギー 
利用に関する合意形成 

大規模 
リアルタイム 
センシング
データ統合・
可視化手法 
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Phone: 0568-51-9959,  E-mail: gis@office.chubu.ac.jp,  URL: http://gis.chubu.ac.jp

国際GISセンターの活動
春日井市とのGIS共同研究 
デジタルアースを社会に実装するための共同研究として、地域防災
を中心テーマに、平成２５年８月より月例会合を実施。

Asian Summer School in Bangkok 
アジアの持続的開発に関わる諸問題とGIS、さらにGISがその諸問
題にどのように貢献しているかについて受講し、発展著しいアジ
アの現状と問題、GISのToolとしての有用性に対する認識を深める。
（平成２７年度は１１ヶ国から１７名、内、中部大生６名の参加）

ヒマラヤ氷河湖決壊洪水対策 
ヒマラヤ周辺域の氷河湖決壊洪水のリスクマネジメント、リスク
軽減のために空間情報技術やセンシング技術、通信技術を活用。

その他活動 
• 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 
• 国際災害支援情報基地構想研究会 
• ブータン王国に於けるClimate SMART Village 構想の推進、等
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発生するいろいろな情報が共有化されず、災害時
に必要なアクションがとれないということになっ
ていますので、まずは頑強な通信インフラを前提
に、データの共有と利用の可能性を確保した上で
災害情報を集約できるプラットフォームを構築し
ます。さらに、単に行政のデータだけでなく、電
力・ガスなどのインフラ事業者、交通事業者、通
信事業者等、さまざまな民間の半公共機関が持っ
ている情報も集約し、一連のマッピングを可能に
していきます。その際、信頼できるデータとして
センサーから捉えるデータと、認証機関が持って
いるデータと、さらには市民からのSNSの投稿情
報といったようなものもクラウドで集約してサー
ビスすることを構想しています。 

　そのための基盤技術として、デジタルアースで
構築したMapServerを利用し、データの自動取り
込み、可視化環境の構築をします。システムには
リアルタイムな運用が求められるため、例えば、
図で示しているのは再稼働を始めている鹿児島県
の川内原発を含めたエリアですが、風向き、潮の
流れ、降雨状況などをリアルタイムでつかみなが

ら、それと連携して対応をとる、そういう形が可能な仕組みを構築します。 
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　さらに、JAXAと連携し、災害発生時には中部地域の地域拠点GISとして中部大学が一定の役割
を果たすため、名古屋市との防災協定でも、JAXAから提供されるデータをいち早くリアルタイム
で解析し、冠水地域などを出すというようなことが盛り込まれています。 

　また、長距離ドローンの活用可能性を探り、そのデータも使っていきます。われわれは、さまざ
まなカメラをヘリコプタに搭載し、撮影したデータから三次元のデータを起こすという実験をヒマ
ラヤでおこなっていますが、このプロジェクトで実機の活用が有用であることを明らかにしたた
め、今年に入ってからは、名古屋市消防航空隊が持っている２機のヘリコプターを活用し、ヘリに
搭載したカメラから三次元のデータを構築しはじめました。 
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Development the Long range UAV and System



　リアルタイムのデータを活用した平常時のリス
ク対応のための計画支援といったことも重要です。
情報を統合し、動的な処理サービスも入れながら、
必要な情報を必要な機関にリアルタイムに近い状
態で配信することができるようなシステムを構築
します。 

　私たちは、国際救助隊（現代版サンダーバード）
をデジタルアース活用の最終的なゴールと考えて
おり、例えば、県営名古屋空港を活用し、災害情
報支援ということで、情報拠点、オペレーション拠点、さらには海外へ出かけていく海外支援拠
点という３段階で今後プロジェクトを推進していきます。 

 48

44

*#��@NP

�-1��R&3��
FGIOT978U

\Wŝ�ǭțȀ

ƛƗƛ�`

\Wŝ�ǭțȀ ÷�ŕêȭǭțȀ

��$�."!

WFS WFSWC
S

:� PDAGJ

<� (�

;� ">� &3��?��

�őça�`
ǩȓǟȓȘǪǿǢǰ

ȎǴǹțǴƐƎ

FLPB��>�	
)%VICGJ)%

ƓƔƛǏǘǛķë¡�ǮǰǸȍǐjä
Ȝ�`ĖNȞ<ñ,æǭțȃǰȝ

WPS:	Web	Processing	ServiceȣXŭÆÙǐ,æ¬~

ā�Ėķ
ȃǷǪ
ǹțǴ

\Wŝ�ǭțȀ

_ô\W

\Wŝ�ǭțȀ

ĭ¯ë#

�	�'

�'(�

tā·����yxu©�

http://laird.fluid.energy.osakafu-u.ac.jp/Mworld/thunderbird/models-tb.html

ƇƋ

Ûk¡�ǐá>ǅǉoŤśūǝȜ�`¡�ǌ¥�¡�Ȟþ�ȚĹĜȝ

PKq�ǐ�\?

EïıNÛkƷBÔǺȒȄȚźŜö�\ųƷÚsUÚƷŮ�ŃűǎǍǏn�



6.3.2. 農業・林業・自治体行政 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　現在、世界人口は約70億人ですが、2050年には95億人、2100年には110億人になると推計され
ています。すなわち、今後食料の需要は右肩上がりに増えていきます。そうしたときに、どうやっ
て食料を確保するのか。耕地を増やしたり、農薬や施肥をしたり、あるいは遺伝子改良をしたり
ということも一つの作戦にはなりますが、知の統合基盤デジタルアース研究センターでは、より自
然に優しい状態で、現在の耕地、現在の品種で最大の収量を上げられる方法の構築を推進してい
ます。 

　そのための具体的な方策は、今の環境の状態と、
そこから今後どう変化していくのかを予測して、
食物にとって最良の収穫時期などを農業者にアド
バイスすることです。今どこで何が起こっている
のか、まず環境をモニタリングして、それをもと
に、こういうケースならこれだけ収量が増える、
別の選択をしたらこうなるといったシナリオを提
示しながら、これからの人口増大による食料需要
問題に対する政策を考えていく必要があるという
ことです。 

　そのための問題のひとつは、それぞれでばらば
らに環境モニタリングをしているとコストがかか
るため、広く普及できないということです。個別
におこなっていると、第三者に情報を提供するこ
ともできません。もう一つ、農業従事者がシミュ
レーションをすること現実的に困難であるという
問題もあります。 

　そこで我々は、モニタリングが滞りなくおこな
われるためのセンサー情報流通の標準化と、クラ
ウドサービスによる作物の営農シミュレーション
支援を推進してきました。 

　ひとつには、いろいろなデータがあったときに、
それを世界標準の形式で統合し、現在を知った上
でこれからの予測をして、そのシナリオを提案す
るというサービスをつくりました。具体的には、
農家が図のようなウェブサイトを通して自分の農
地を登録すると、それに対してシナリオがいくつ
か提示されます。この場合の収量はこうですよ、別の場合はこうですよと提案していくことで、農
家の方がどういった方法を選択するのかを決める際の支援ができます。 
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　これを具体的な研究項目に分けますと、農業環
境情報の標準化、それを統合する技術の開発、そ
れを利用するアプリケーションの開発の三つを主
な事業とし、それらに取り組んできたということ
になります。これによりいろいろな成果があがっ
ています。 

　次に林業について述べます。図に示しているの
は100年前の中部大学周辺の風景の写真です。 

　森林資源は昔収奪され尽くしたのですが、今は
国策で回復され、重機による低コストの林業が推
奨されています。問題点は何かというと、資源量
や成長量がわからないまま補助金による林業活動
がおこなわれてきた結果、人知れず人々の生活に
様々なインパクトが与えられているということで
す。こういったリスクを低減するために、デジタ
ルアースを使いながら、森林の状態を常にモニタ
リングし、森林にまつわるいろいろな人たちがそ

ういったリスクについてコミュニケーションし、意思決定していくことが必要です。 

　森林にまつわるプレーヤー、ステークホル
ダーがいろいろな問題について議論するため
には、まず第一に、いろいろな情報ツールを
活用してデータを収集し、みんなが同じ情報
を共有できるプラットフォームをつくること
が大切です。このとき何が問題になるかとい
うと、ステークホルダーが議論して決めた方法
で森林管理をしていこうとすれば、必ずだれ
かが森に干渉しなければいけないということ
です。干渉する人はだれかというと、それは
林業活動をしている人です。こういった仕組みにより意思決定されるためには、意思決定のときに
森に干渉する人もそのデータを使い、その活動の結果がフィードバックされる仕組みが必要です。 

　林業をしている人たちに喜んで情報ツールを使っていただかなければいけないわけですが、通常
は、新しい仕事が増えてしまうため、利用者数の増加が見込めません。これを好んで使ってもらう
にはどうしたらいいかと考え、われわれは、なかなか収益が上がらない林業において、この情報
インフラを活用することで収益が上がる仕組みを提案し、この５年間取り組んできました。 
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　その結果、結論から言いますと、われわれが提
案しているもので実際にやってほしいというとこ
ろが出始めました。実際にお客さんがついて構想
を練っているものもあります。共同利用・共同研
究拠点の研究テーマも関係しています。今後も、
基盤を生かしつつ、さらにこれを強化していこう
と考えています。 

　我々の方法では、インフラとビジネスとリスク
コミュニケーションを三位一体と考えた上で社会
実装をしていくという点が非常に特徴的です。 

　次に、自治体行政とデジタルアースについて述べます。 

　地球のことを議論するだけでなく、ローカルなスケールの議論のため、中部大学は2013年８月
から春日井市との共同研究を開始し、41回に及ぶワーキング・グループ会合をおこなっています。
この間、春日井市を俯瞰するための情報提供に活用された地図の一部を図に示します。 

　５年間の市役所との協働を通じて、GISの普及
の鍵はシステムの検討から人材育成の時代にシフ
トしているという知見が得られました。 

　今後の展開としては、知の統合基盤デジタルアー
ス研究センターは、自治体行政支援として、この
事業を通して取り組んできた我々の方式、つまり
データで地域を俯瞰して問題解決の端緒を発見す
るという方式を発信し、デジタルアースを地方自
治体の行政に活用していきます。 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ǥĪĕċǔďǙƀćƫɺú$ǌȴȧǙƀȊʁɻ
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6.3.3. 都市計画・地球温暖化 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　最初に、持続可能な社会において期待されるデ
ジタルアースの役割について述べます。持続可能
な社会の構築にはいろいろな課題があるわけです
が、大きくは対応手段の構築と対応手段の実践と
いうフェーズに分かれます。これに対してデジタ
ルアースを活用することの利点は、時間・空間情
報の見える化によって俯瞰的あるいは直感的な把
握が可能になるというところです。都市計画や地
球温暖化に対応していこうとする場合には、まち
づくり計画の策定や地球温暖化への適応策・緩和
策の実践に向けた環境コミュニケーション等における活用が期待されます。 

　まず、都市計画について述べます。現代的な課
題として、コンパクトシティという問題がありま
す。特に日本においては、人口減少・高齢化によ
り活動量が低下していくにつれて、効率化させる
という点からも、町をコンパクトにつくることが
重要な課題となっています。さらに、今後のエネ
ルギー活用の効率化という点でも、コンパクトと
いうのは非常に重要な概念となります。現在非常
に町がスプロールしておりまして、本当は開発す
べきでないところまで開発されているという実態
があります。これをGISで見える化し、シミュレーションしていくことにより、その対応の一助に
していくことが必要です。 

　では具体的にどのようなところが問題になるのか、現状評価のための指標の構築を行いました。
また、アンケートやヒアリングで実態の調査をしています。 

　結果として、デジタルアースによって現状評価のための様々なマップが作成されました。アン
ケート・ヒアリング調査は、名古屋市を除く愛知
県内の10万都市、つまり、ある程度の都市化が
実際に進んでおり、本来コンパクトにしなければ
いけない需要があるはずの町を対象におこなって
います。図の右側に各自治体の市街化区域と市街
化調整区域の人口密度の比と平均傾斜の相関図が
ありますが、どれだけ人口が集中しているかとい
う一つの指標を見ますと、結局物理的な地形によっ
てコンパクト化の度合いが規定されていることが
わかります。このようなことをデジタルアースで
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可視化することにより、ポテンシャル的な内容が
わかってくるということがニーズとして明らかに
なります。 

　コンパクトシティ化を実際に進めようとすると
いろいろな問題が出てきますが、地方自治体との
連携の中で我々からの支援を提案していくことが
可能です。また、実際に推進する上では地域のス
テークホルダーが納得する必要があるため、住民
参加型のワークショップ等の展開が必要になるだ
ろうとの示唆が得られました。 

　次に、地球温暖化について述べます。地球温暖
化問題と環境コミュニケーションという点からデ
ジタルアースを考えるとき、地球温暖化というの
は非常にグローバルな現象ですので、身近なもの
としての認識が非常にしづらく、対策の意義がわ
かりにくいという特徴があります。そうすると、
市民レベルでは個人で何をすればいいのかという
話になり、行動の実践には結びつきづらい。IPCC
観測点などのデータを見て、全地球的にこうだと
いうことは言えるわけですが、では実際にどうす
るのかという話になってしまいます。 

　そこで、いくつか実際におこなってきた事例を
示します。 

　まず、適応策ワークショップ、すなわち、身近
な影響を抽出するワークショップをおこないまし
た。デジタルアースルームのマルチスクリーンを

使い、それぞれのグループで話し合った結果を出
しながら、出てきた適応策について、どの町でど
んな分野のどんなことが出てきたのかを可視化す
ることができました。 

　それから、緩和のほうについては、小規模事業
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所で省エネ活動をするグループをつくり、その取り組み結果を共有するという試みを行いました。
地図上では、左側にそれぞれの事業所の排出量を、右側に削減量と増加量を示しています。残念な
がら増加量ばかりになってしまったのですが、これを共有することでどれほどの効果があるのか
という点で、省エネが実感されたほうが参加意義に肯定的になるという結果が得られているので、
使い方を工夫する必要があるという示唆が与えられました。 

　さらに、エコ交通アドバイス、つまり、交通行
動を低負荷にしましょうと市民に対してアドバイ
スしている事例です。豊田市の公共交通を検索シ
ステムをを活用してアドバイスをするというプロ
ジェクトをおこなっています。事前と事後の環境
意識の差を見てみますと、実際に自分で行動して
みると意識が高くなり、動機づけがおこなわれた
という結果が出ています。 

　地球温暖化の環境コミュニケーションにおいて
デジタルアースを適応するには、環境意識が高く
なると環境配慮行動がおこなわれやすくなること
がわかっている中で、そのための動機づけという
部分が非常に重要ですので、その手法の検討にお
いてデジタルアースによってカスタマイズされた
環境情報が役立ってくるのではないかという示唆
を得られました。 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6.3.4. ＥＳＤ 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　ESDの国際的動向としては、2005年から2014年まで、国連「持続可能な開発のための教育
（ESD：Education for Sustainable Development）の10年」というものが実施されてきました。
その最終年には愛知県で国際会議が開催され、「あいち・なごや宣言」が採択されました。そし
て、「グローバル・アクション・プログラム」というユネスコの新しいイニシアチブ、あるいは
2016年からの「持続可能な開発目標（SDGs）」にESDの流れがつながってきています。 

　そうした中、ESDでは、専門知と市民知の融合、
その両方の側面から持続可能な社会を考えること
が求められている中で、２通りのアプローチを行
いました。一方は専門知に関することで、サステ
ナブル流域水研究会です。もう一方は市民知に関
することで、中部ESD拠点というネットワークが
進めている伊勢・三河湾流域圏ESDプロジェクト
という取り組みです。この二つの例は双方とも「流
域圏」がキーワードになっています。 

　まず、専門知の視点から流域圏の課題を可視化するということで、2015年度から2016年度にか
けて５回のサステナブル流域水研究会を、中部圏流域での窒素循環、中部圏流域のうち特に都市
圏での水質、地域計画における水環境、伊勢湾の水質と現地見学、流域水循環の動態というテー
マで開催しました。現地見学では藤前干潟での実習を行いました。 

　これらの研究会において、いずれも伊勢・三河
湾を中心とした事例が多かったわけですが、その
発表の中でさまざまな空間情報が取り扱われまし
た。例えば、図に示す伊勢湾流域における窒素濃
度の変遷は、一連の研究会の中で複数回取り扱わ
れました。また、長良川水系の窒素循環に関する
空間情報や、水質環境基準と生態系と水産の複眼
的な視点を使って伊勢湾の水環境を考える方法の
検討もありました。 

　研究会の中では、「体感することが難しい窒素
汚染についての専門家以外の市民的な理解は極め
て薄いように思われる。市民への実態の周知と対
策は、各水域においてこれからの課題となろう」
という指摘がありました。 

　その一方で我々は、市民知の視点から流域圏の
課題を可視化するという取り組みもおこなってい
ます。 
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　中部ESD拠点というネットワークは、国連大学
によって認定された世界154のESD地域拠点のう
ちの一つです。中部大学に事務局を置く76団体の
ネットワークで、伊勢・三河湾流域圏を対象地と
しています。 

　活動対象地とテーマ例として、縦糸にそれぞれ
の主要河川を、横糸にその川の上流、中流、下流
でのそれぞれ特有の課題を取り上げ、図に示して
います。市民団体の一例としては、森の健康診断
という活動があります。この団体は、空間情報、
GIS等を利用し、情報を可視化する活動をしてい
ます。われわれ中部ESD拠点としても、神社と森
林の関係はどうなっているのかといった空間情報
の地図を作成しました。 

　また、今年度から始めている活動として、流域
圏ESD伝統知プロジェクトというものがあります。
これは暮らしから流域圏の伝統知を探っていくと
いう活動です。衣食住に関連して、例えば、「衣」
については、三河木綿やガラ紡といったこの地域
の昔ながらの布を使ったものを販売しようといっ

た活動があります。「食」については、当然この地域特有のものがさまざまあります。「住」につ
いては、少し広く「住む」ということを考えて、古民家の再生であったり、農村移住であったり、
輪中から防災を考えたり、そういったことをテーマとして取り扱っています。 

　こういった例から持続可能な社会を構築するた
めの学びの方法を考えることをテーマにしている
わけですが、だれから見てもわかりやすく情報を
可視化するために、やはり空間情報というのが非
常に重要な要素です。例えば、輪中の文化に関し
て、木曽三川の形成について、その周辺の水環境
の時間・空間的な変遷がよくわかります。さらに、
単なる空間情報というだけでなく、例えば、霞堤
といいまして、完全に堤防で囲ってしまうのでは
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なく、少し堤防をあけてわざと水が入るようにすることで、決まった場所へ数年に一度水が入り、
下流への水圧が減るとともに、その土地が豊かになるといったことがありますが、そういったこ
とも一緒に考えることができます。これは気仙沼の防潮堤の写真ですが、人と自然との分断をど
う考えるかといったような学びにもつながります。 

　また、昨年は「山・鉾・屋台行事」がユネスコ
の無形文化遺産に登録され、祭りに関することも
今非常に話題になっています。実は、登録された
全国33の行事のうち、この流域だけで10を占め
ています。ただ、後継者不足で祭りの伝承が難し
いという実情があり、かつ、祭りの伝承のためだ
けの人材育成では難しいため、これも、ESDの視
点から広く見ることによって、持続可能な地域づ
くりのための人材育成を実践することにより、祭
りの文化も継承され、かつその中からもっといろ
いろな事象が学べるのではないかと考えています。 

　空間情報という視点から見ても、祭りはさまざ
まな自然事象とかかわっています。例えば、蟹江
の須成祭りの御神体はヨシでできています。ヨシ
には水の浄化作用があります。ここから、ヨシ原
がどのように分布しているのかといった学びにも
つながります。また、半田の亀崎潮干祭りでは、
伝統的な串アサリという料理が食されます。専門
知のほうからは市民の理解が極めて薄いという問
題提起がなされておりますが、逆に、こういった
伝統文化の側面からも学んでいくことができるの
ではないかと考えています。 

　専門知のほうからは、これまで水に関することだけを扱っていたわけですが、今後は流域のさ
まざまなテーマについて研究を進めていく必要があります。また、市民知のほうからは、ESDの学
びの手法や教材としてデジタルアースへのインプットを進めていく必要があります。 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