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災害時に情報が重要な役割を果たすことは言うまでもない。東日本大震災では、
インターネットを介した様々なメディアが融合した新たなサービスが提供され、個
人間の安否確認や被災者支援に重要な役割を果たすなど、従来にはない新たな情報
利活用モデルが提示されている。一方、防災行政無線が破壊され、地域住民への連
絡が途絶えるなど従来は想定しなかった大災害時特有の新たな課題も明らかとなっ
た。本稿では、災害時における自助、共助、公助の諸活動を強化する新たな情報利
活用モデルの構築に向け、活動主体と情報の観点から現状課題を整理する。課題を
踏まえ、新たな災害情報基盤に求められる基本理念、機能、役割を整理し、クラウ
ドをはじめとした新たな情報通信技術の活用可能性を踏まえ、災害情報基盤のある
べき姿を考察する。併せて災害時に主な防災拠点として活用される小学校等におけ
る利活用可能性を教育の情報化と合わせ考察する。
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ま　え　が　き

災害時に情報が重要な役割を果たすことは言う
までもない。少子高齢化の進展に伴い高齢者を中
心に災害弱者が増加している。東日本大震災でも
明らかになったように、情報リテラシーの高い住
民が自立的に情報を収集し安心・安全の確保に向
け行動する一方で、高齢者を中心に情報面で孤立
した住民は、情報をうまく活用できず被災地に取
り残されるといった事態を招いている。災害弱者
の安心・安全の確保はより重要な課題となってお
り、デジタルデバイドの解消と併せ、実運用を踏
まえた情報活用の新たなモデルを構築することが
求められている。

本稿では、災害時における自助、共助、公助の
諸活動を支援する情報活用モデルの構築に向け、
災害に関する情報のやりとりがどのようになされ
ているのか、災害活動における主体と情報の観点
から全体を俯瞰するとともに新たな災害情報基盤
に求められる基本理念、機能、役割を東日本大震
災での情報活用の実態、クラウドコンピューティ
ング等の新たな情報通信技術動向を踏まえ考察す
る。併せて、災害時に避難所等の防災拠点として
大きな役割を果たす小学校等の教育施設における
防災情報拠点としての利活用可能性を教育の情報
化と併せ考察する。

防災活動主体と災害情報

災害時においては、行政機関が中心となり住民
を守る「公助」のみならず、自分の身を自身で守る

「自助」、地域住民等が互いに助け合う「共助」の活
動が重要である。特に大災害時においては、行政
機関の資源に制約があるため、自助、共助の活動
が極めて重要となる。

これらの活動の効果を高める鍵は「情報」である。
特に災害発生から応急時においては、正確な情報
入手と伝達が減災の鍵を握る。
「自助」の活動では、主にテレビ・ラジオ等の

マスメディア、基礎自治体等による防災無線、携
帯電話端末等を通じたインターネットといったメ
ディアを介し情報を入手する。マスメディアを通
じた情報は確実かつ正確な入手が可能であるが、

マスメディアの特性上、広範な情報の受け手を想
定した情報提供を行うため、被災者の所在に応じ
たよりきめ細かい情報の入手は限定される。より
きめ細かい情報は、基礎自治体等から防災無線等
を通じて提供されるが、東日本大震災では、役場
の施設が壊滅的被害を受け防災無線の機能が完全
に失われるなどの事態が生じ、情報の孤立化が現
実化している。携帯電話を通じたインターネット
の活用は、公衆電話網への接続が制限される中、
メール等を活用することで遠地の家族・知人等を
通じた安否確認が可能となるとともに、Twitterを
はじめとしたソーシャル・ネットワーク・サービ
ス（SNS）の活用をはかることでより細かな情報収
集と伝達が可能になる。携帯電話等の小型のイン
ターネットアクセスが可能な端末を通じた情報活
用は、流

る ふ

布流言等の問題があるものの、東日本大
震災においても大きな役割を果たしており、自助
の活動に不可欠な存在となっている。今後より一
層の利活用の促進に向けた取り組みが期待される。
「共助」の活動では、自助の活動における情報手

段に加え、地縁に根ざしたより細かい地域固有の
情報や地域社会の繋がりを活用し、助け合いを促
進することが求められる。我が国においては、消
防団が中核的な役割を果たしており、自主的な地
域防災活動と行政機関と連携した防災活動を担う
だけでなく、行政から地域住民への情報伝達、地
域住民間の情報伝達において重要な役割を果たし
ている。消防団の情報は、信頼性が高く、様々な
地域住民からの情報を集約していることから行政
機関にとっても有効性が高い。また、独居老人等、
支援者が身近にいない災害弱者は情報手段が限定
されることから、消防団や地域コミュニティから
の支援や情報が、安心・安全の確保に極めて重要
な役割を果たしている。これらの活動を支える情
報通信システムは、従前通り対面型のコミュニケー
ションや電話等といった記録の残らない音声を介
したものが大半であり、情報通信技術の活用の余
地が残されている。
「公助」の活動は、国、広域自治体、基礎自治体

等の行政機関が主体となる活動である。自ら様々
な情報を収集し防災活動の判断材料として活用す
るともに、様々な情報を整理し地域住民等に伝達
するハブとしての機能を担っている。特に基礎自
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治体においては、地域内、地域内外と情報連携す
るハブ機能が期待されている。近年、情報ソース
と伝送網のデジタル化により組織を越えた災害
情報の伝達速度、正確性、詳細化の改善がなさ
れ、防災活動の質的向上に大きく寄与している。
J-ALERT（全国瞬時警報システム）とテレビ・携帯
電話が連携し、国民に直接地震速報を瞬時に送信
するなど、従来は困難だった伝送網を越えたシー
ムレスな情報のやりとりが可能になっている。し
かし、これらの情報は広域的な警戒情報であり、
より地理条件に根ざした粒度の細かい警戒情報、
例えば近隣の河川の増水状況や避難路の状況等は、
主に地方自治体が防災無線等を介し音声として伝
達しており、情報入手から伝達までにタイムラグ
が生じている。

クラウドが変える災害情報システム

災害情報システムは、データ処理、伝送路双方
のデジタル化により、上述の通り自助、共助、公
助の諸活動に従前以上に大きく貢献している。デ
ジタル化の強みを活かした、個々の通信ネットワー
ク網を越えたデータ伝送や情報入手から伝達まで
のリードタイムの短縮など防災情報の質的向上に
寄与している。特に被災者支援のホームページ等、
震災後に新たに提供されたSNS等を通じたイン
ターネットサービスは、一部虚偽の情報による混
乱があったものの、安否確認や支援要請をはじめ
とした自助、共助の活動に大きな役割を果たして
いる。携帯端末とインターネットは、防災活動に
おいて必要不可欠な情報通信メディアとして広く
認知されることになった。

広域的かつ甚大な被害をもたらす災害発生時に
おける自助、共助、公助の活動を支える新たな災
害情報システムの構築にあたっては、①バックアッ
プ機能の強化、②情報管理の一元化、③被害予測・
分析機能の強化の3点を新たな要件としてシステム
機能に盛り込むことが有効である。

①バックアップ機能の強化は、特定地域の行政機
能や通信網等の情報通信インフラが破壊された場合
に、同等の機能を補完する新たな機能である。従来
は、基礎自治体が当該行政区域の防災活動等が実施
できなくなった場合、広域自治体や国の縦型のネッ

トワークで機能補完をしてきた。甚大かつ広域的
被害をもたらす災害の場合、被災地の広域自治体
自体が大きな被害を受けていることに加え、その
他多くの基礎自治体が同様の事態に陥っているこ
とが想定される。大規模災害時においては縦型ネッ
トワークによるバックアップ機能が事実上機能し
ないことが想定されるため、被災地外の行政機能
や情報通信インフラを活用する横型ネットワーク
による補完が新たに求められる。

②情報管理の一元化は、情報管理の対象をより
拡大し、様々な防災活動にあたって有力な情報を
統一的なルール・形式のもとデータベースとして
収集・整理する新たな機能である。
図-1で示す通り、行政、企業、地域住民等の各

主体は、情報を収集・蓄積・分析・伝送といった
ライクサイクルで処理・活用している。各主体は、
独立して情報を管理しているため、情報の粒度の
違いや情報収集の重複作業等が生じている。この
ような縦割りかつ閉塞した情報管理は、情報共有・
連携の阻害要因となっており、減災の鍵を握る情
報の収集・整理のリードタイム短縮に向け改善が
求められている。テキスト、画像等の入力時から
の情報のデジタル化や防災行政無線をはじめとし
た伝送路のデジタル化により、各主体の一元的情
報管理が技術的には可能である。各主体の役割と
管理権限を踏まえた上で、組織を横断して情報が
共有できる新たな防災情報システム基盤を構築す
ることで、自助、共助、公助の活動の効率性を高
めるとともに、精度の高い情報による意思決定が
可能になる。

③被害予測・分析機能の強化は、予測・判断等
の意思決定を支援する新たな機能である。事象の
発生後に対応する事後対応から、災害発生前の情
報も含め整理・分析することでリスクを想定し予
防的に活動する事前対応への転換が期待される。
東日本大震災後、災害発生後の情報のみならず、
古文書等に記載された過去の災害情報、土地の歴
史等の情報が改めて見直されている。これらの情
報は、場所と時間軸で整理するだけで意思決定に
あたり有益な情報となり得る。更に、現在の情報
も含めデータマイニング等の統計処理を行うこと
で、従来は想定しなかった新たなリスクの洗い出
し等に寄与することが期待できる。
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洪水による被害予測結果を地図上に整理したハ
ザードマップの情報が、多くの地方自治体で作成・
公開されている。水害以外でも、災害発生時のリ
スクを、過去の情報と現在の情報をつき合わせ整
理・分析、予測し、場所と危険度が直感的に分か
るように整理し公表することで、減災に向けた各
主体の活動が具現化しやすくなるとともに、日々
の備えを促す防災教育の効果も期待される。

新たな災害情報システムに求められるこれらの
要件を実現する基幹技術が、クラウドコンピュー
ティングである。クラウドが持つ、時間と場所の
制約を受けずに情報システムを利用できる特性や、
大量のデータ処理を短時間で行える特性により、
被災地外に被害の影響を極小化したICT環境を瞬時
に構築することが可能になる。また、各主体が適
切に行動できるよう、被災地からの膨大な情報を
漏れや重複がないよう正確に収集・分析すること
で、今後発生しうる可能性のあるリスクを踏まえ
た災害情報をより早く伝達し、自助、共助、公助
の活動を従前以上に意思決定に係る部分で支援す
ることが可能になる。①、②、③の機能を備えた
新たな災害情報システムの構築に向け、クラウド
の高度利用を検討する時期を迎えている。

教育の情報化と災害時における活用

政府は教育の情報化に向けた新たな政策・施策
を展開している。総務省は、「フューチャースクー
ル推進事業（以下、「FS推進事業」と表記）」を通じ、
主に情報通信技術面から実証研究を通じ教育分野
におけるICT利活用を推進している。2010年度事業
において、全国10校の小学校を実証校として選定
し、一人一台の児童用パソコンの配備をはじめと
したICT環境を構築し実証事業を進めている。
図-2は、FS推進事業で構築した普通教室におけ

るICT環境のモデルである。ICTの端末（インター
フェイス）として、黒板の横にインタラクティブ・
ホワイト・ボード（注） （以下、「IWB」と表記）を設
置、児童一人ひとりに画面上でペン入力が可能な
タブレットPCを設置するとともに、ネットワーク
基盤として無線LANのアクセスポイント、プライ
ベートクラウドの環境を構築している。

これらのICT環境は、他の公共施設にはない充実
したICT環境であると評価できる。小学校は、災害
時における避難所等に指定されていることが多く、
災害時においてICT環境を有効に活用することで
自助・共助・公助の活動を繋ぐハブ機能を提供し、
防災拠点としての小学校の価値を高めることが期
待できる。

図-1 防災情報・粒度と管理主体
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表-1は、災害時におけるICT環境の利活用方法で
ある。災害時における利用者を、被災者・ボランティ
ア、現地で支援活動にあたる行政職員、他地域か
ら後方支援にあたる行政職員に区分し、各利用者
の想定される利用イメージを整理している。
図-3は、上記を踏まえた、災害時におけるICT

環境の利活用イメージである。検討にあたっては、
既設ネットワークと普通教室等に構築したネット
ワーク環境の分離を前提とするとともに、インター
ネット等への接続回線の維持とICT環境に電源が供
給されていることを前提としている。

FS推進事業のICT環境は、一部の機器の設定変
更や災害後に機器を入れ替えることで、以下のサー

ビスの提供が可能である。
普通教室には、無線LANのアクセスポイントと

IWBが設置されている。普通教室での利用に加え、
設備を体育館等に移設することで、被災者の一時
的な生活の場となる環境において、児童用タブレッ
トPCを使い、無線LANのアクセスポイントを通じ
てインターネットが利用可能になるとともに、被
災者が個人で所有する無線LANへの接続機能があ
る情報端末を通じ、インターネットの利用も可能
になる。また、教室内にあるIWBにインターネッ
ト等の情報を拡大表示することにより、避難所内
での情報共有手段として活用を図るとともに、接
続されたWebカメラを活用し映像を通じた外部と

図-2 FS推進事業における普通教室のICT環境

表-1 災害時におけるICT環境の利活用方法
想定される利用者 想定されるICT環境の利活用方法

被災者・
ボランティア

• 自己所有端末を活用したインターネット
利用

• タブレットPCを活用したインターネット
利用

• IWBからの情報閲覧

現地で支援活動に
あたる行政職員等

• タブレットPCを活用したアプリケーショ
ンの利用

• タブレットPC等による避難所内の情報管
理と共有

• インターネットを通じた関係機関との情
報共有

他地域から
後方支援にあたる
行政職員等

• インターネットを通じた避難所との情
報共有

黒
板

IWB

無線LANアクセスポイント

クラウド

教
員

児
童タブレットPC

図-3 災害時におけるICT環境の利活用イメージ
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クラウドが変える災害情報システムと学校の役割

のコミュニケーション手段として活用することも
可能である。

教員・児童用タブレットPCは、行政機関に設置
した情報端末が被災により使用不能となった場合
に、代替手段として活用することが可能である。
学校内には、多くのタブレットPCがあるため避難
所での利活用ニーズを満たした上で、一部の端末
を一時的に他の場所に移設し情報端末として活用
することも可能である。

クラウド環境は、遠隔地にて提供されるサービ
スのため被災の影響を受けにくい。接続回線が維
持される限りサービスを提供できることから、ク
ラウド上で提供している学習支援サービスを一時
的に停止し、第三者によるデータアクセスを遮断
した上で、インターネットの接続サービスを提供
することが可能になる。また、クラウドの特性で
ある柔軟かつ瞬時にICT環境を提供できる機能を活
用し、安否確認等の災害支援に係るアプリケーショ
ン環境を提供し、現地の支援活動に活用するとと
もに、他地域の行政職員等の後方支援に活用する
ことも可能である。 

む　　す　　び

災害時において、情報は生死を分ける最重要ラ
イフラインの一つである。従来の災害情報システ
ムの機能強化に向けクラウドを活用することで、
バックアップ機能を強化するとともに過去のデー

タも含め大量データの収集・蓄積・加工・分析が
可能になり、精度の高い情報に基づいた意思決定
支援が可能になる。

また、学校は子どものみならず地域住民の安全
を守る拠点となる。耐震化対策等、建造物として
の災害対応が進められているところであるが、教
育の情報化と併せ、災害時の情報基盤の観点から
も地域の安心・安全を守る防災機能の強化を図る
ことが重要である。 

クラウドは、分断されている「時間（現在と過
去）」、「人（自助・共助・公助の活動）」、「場所（被
災地と被災地外）」を情報で繋ぎ、新たな価値を提
供する可能性を秘める。災害に強いネットワーク
技術の開発と併せ、テキスト、映像等を高速に整理・
分析できるデータベース技術を開発し、減災に資
する新たな情報基盤を構築することが求められて
いる。
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（注）インタラクティブ・ホワイト・ボード：教育用に特

化したモニター表示装置。教員や児童のパソコンの画

面を任意に表示するとともに、タッチパネル機能を活

用し画面の拡大・縮小や文字等の書き込みができる。

電子黒板とも呼ばれる。
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