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1. はじめに

国土交通省国土地理院と水管理・国土保全局は，内閣府と協力して災害時等に役立つ防災アプリの公募に

平成26年度から取り組んでいる．この取組は，国等で保有する防災に役立つ地理空間情報をオープンデータ

化の一環として広く一般に提供し，有用な防災アプリ開発を促進することで，主体的な避難等に役立てるな

ど，防災力向上を図ることを目指している．

平成27年度は，災害時の「避難誘導支援」及び平常時の防災学習を想定した「リスクコミュニケーション」

の2つのテーマで防災アプリの公募を行い，応募アプリの中から防災アプリ審査委員会（以下「審査委員会」

という．）において選定した防災アプリを使用し，機能検証実証実験，防災アプリの開発・普及促進のため

防災関連のイベント等での紹介を実施したので，その取り組みについて報告する． 

2. 実施内容

2.1 実施目的

本取組は，防災地理空間情報の活用促進に向けて，防災アプリの公募を通じて，どのようなデータを提供

するとどのようなサービスを実現できるか調査を行うとともに，防災アプリの開発・普及を促進し，多くの

国民が避難行動等に必要な防災地理空間情報を容易に入手し利用できる環境を整備することを目的としてい

る．

2.2 防災アプリの公募

公募にあたり，応募の要件等について記載した募集要項を作成した．また，実証実験地域は神奈川県鎌倉

市とすることとし，4 月 10 日に報道発表を行い，公募を開始した． 

応募できる防災アプリはタブレット端末，スマートフォンのいずれかで動作するものとし，国土地理院が

提供する地図情報や神奈川県，鎌倉市からのハザードマップデータを利用することを求めた．ただし，応募

者自らの創意工夫により，その他のデータを利用することも可能とした．

公募の期間は，4 月 10 日～5 月 13 日までとし， 26 の開発者からの応募があった．

2.3 機能の優れた防災アプリの選定

機能の優れた防災アプリは，10 月 5 日に外部有識者等による審査委員会において，応募者から提出された

16 件の防災アプリの中から，操作性や防災地理空間情報活用の有用性等を基準に，避難誘導支援部門，リス

クコミュニケーション部門毎に 3 つ選定した(図-1，図-2) ．審査委員会で優れた機能を持つ防災アプリとし

て選定された 6 つの防災アプリについては，表彰を行なった．
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2.4 実証実験

防災地理空間情報のニーズ把握や防災アプリの機能検証等を目的として実証実験を行った．避難誘導支援

用アプリを使用した実証実験を 11 月 7 日（土）に，リスクコミュニケーション用アプリを使用した実証実験

を 11 月 14 日（土）に，それぞれ鎌倉市において実施した．実施にあたっては，両日ともモニター49 名（一

般市民，大学関係者，高校生等，及び鎌倉市職員）の協力を得た． 

2.4.1 避難誘導支援実証実験

避難誘導支援実証実験では， 審査委員会で選定した 3 アプリ（「goo 防災アプリ」，「MY 防災」，「MinaVi」）

を使用した．観光客など土地勘のない方が津波発生直後に防災アプリを活用して最寄りの避難場所等へ避難

移動する「まちあるき」体験学習を実施した． 1 班 5 名，計 5 班が 5 分間隔で順次スタートし，体験学習の

終了後，班毎に分かれてグループディスカッションを実施した．グループ内では，災害リスクなどに関して

意見交換等が行われた. 

2.4.2 リスクコミュニケーション実証実験

リスクコミュニケーション実証実験では， 審査委員会で選定した 3 アプリ（「DocuMap Mobile 傾斜区分マ

ップ」，「My bousainote」，「AR ハザードスコープ 鎌倉市版」）を使用した．1 班 5 名，計 5 班が屋内での防災

学習，グループディスカッションと屋外での「まちあるき」体験学習を実施し，自然災害に対するリスクの

把握と適切な災害対応への理解を深めた. 

2.5 防災関連のイベント等での紹介

防災アプリ開発者の開発意欲を高める選定したアプリのための取り組みとして，合同庁舎並びに G 空間

EXPO2015 における選定アプリの紹介等を実施するとともに，国土交通省展示コーナーにおけるパネル展示

並びに国土地理院「地図と測量の科学館」における動画上映，パネル展示等を実施した．

2.5.1 関係機関を対象とした防災アプリの紹介 

審査委員会で選定された 6 つの防災アプリについて，国土交通省，内閣府及び消防庁の関係機関職員を対

象とした防災アプリの紹介を 10 月 14 日に中央合同庁舎第 3 号館 1 階会議室で実施した．防災アプリの紹介

では，来場者に対して，開発者が個別に紹介デモや防災アプリの説明を実施した．

2.5.2 G 空間 EXPO2015 での防災アプリの紹介

11 月 27 日に G 空間 EXPO2015（防災アプリ展）において，審査委員会で選定された 6 つの防災アプリを 

紹介した．防災アプリの紹介では，開発者によるプレゼン形式での発表とともに，個別の来場者にデモや説

明を行った．

3. 取り組みにおいて得られた知見等

3.1 防災地理空間情報に対するニーズ

防災アプリ開発に有効な防災地理空間情報とその提供方法について，実証実験参加者及び開発者から寄せ

られた意見を以下に記す． 

・平常時の防災学習に利用するための，より多くのハザード関連情報（地震，津波，土砂災害液状化，津

波予想深，傾斜地，高台，火山など）
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・全国統一的かつ新鮮な避難所に関する情報の早期提供，特に，避難所の開設状況（リアルタイム情報）， 

及び種別，属性（収容可能人数，建物の高さ情報等）等の情報

・津波や洪水を想定した標高に関する情報（高台，避難所の標高など）

・道路の通行止めの箇所，浸水範囲など，リアルタイムな被害情報

・災害時に帰宅困難となった場合を想定した帰宅困難者向け支援情報としての帰宅困難マップなど

・常に最新のデータをアクセスできる公開方法

・スマホ等でストレスなくアクセスできるように，必要な範囲の情報だけに限定してアクセスできる公開

方法（Web で標準的に使用されている画像タイル型データ又は属性表示も容易なベクトル型タイルデー

タ）

・地理院地図の標高 API（座標値から標高値を返す）のように，地図だけではなく現在地の防災関連情報

を容易に取得できる API の拡充

3.2 アプリの機能に関するニーズ等

アプリの機能については，操作性や使い勝手，表示の見やすさなどに更なる工夫が必要という意見が実証

実験参加者から多く寄せられた．求められている主な機能や改善要望としては，以下の通りである．

・防災学習に利用するためのハザード関連情報（地震，津波，土砂災害，津波予想深，傾斜地など）の表

示機能

・屋外での歩きスマホ防止のためや晴天時に液晶スマホ画面が見づらい場合などに危険箇所の情報や避難

経路等を音声などより利用者に分かりやすく伝えるナビゲーション機能

・危険箇所の情報や家族の安否確認など，地域住民や家族向けの防災情報や避難に関する情報共有（SNS
による情報共有）機能

・平常時から地域の災害時の状況を疑似体験できるAR（拡張現実感）機能

・外国人向け多言語対応としての翻訳機能

・各種災害シナリオを想定した学習や訓練ができる機能

・ゲームやクイズなどを通じて子供たちが防災について学ぶことのできる機能

・災害時に帰宅困難となった場合を想定した帰宅困難者向け支援情報の提供機能

・避難経路の方向を示すだけではなく道順を表示し，現在地を常にセンタリングしてくれるなど，避難経

路の表示機能に関する改善

・アプリの用途に応じた情報表示機能の改善

・高齢者や子供にもわかりやすく，使いやすいタップ機能や少ないアクションで表示できるシンプルな操

作機能，インストールに手間がかからないで確実にできる機能など，操作性に関する改善

・避難の際に目標物となる近くの施設やトイレなどの情報を一覧で抽出できる施設の位置情報表示機能に

関する改善

4. まとめ

2 年間の取り組みにおいて，防災地理空間情報及びアプリの機能に関する一般的なニーズは概ね把握でき

たと考える．今後は，公的機関の保有する防災地理空間情報のオープンデータ化に向けて，その活用効果を

示すことのできる防災アプリの開発を促進する取り組みに集中させていきたい． 
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※選定した 3つのアプリケーションを応募順に左から記載 ※選定した 3つのアプリケーションを応募順に左から記載

図-1 受賞した避難誘導支援部門防災アプリ 図-2 受賞したリスクコミュニケーション部門防災アプリ
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仙台防災枠組 2015-2030 の達成に資する地球地図国際運営委員会の取り組み 

実施期間 平成 26 年度～平成 27 年度

応用地理部環境地理課  

企画部国際課

植田 摩耶 笹川 啓

長谷川 学 宗包 晃子

須賀 正樹

藤村 英範 野尻 琢也

浅野 康裕 岸本 紀子

中川 弘之

1. はじめに

地球地図プロジェクトは，地球規模の課題に適切に対処するための基盤的な地理空間情報である地

球地図を，世界各国・地域の国家地図作成機関（National Geospatial Information Authority: NGIA）が協

働して整備する国際プロジェクトである．平成 28 年 2 月現在，世界 183 の国と地域が本プロジェク

トに参加している．国土地理院は，日本の NGIA としてだけではなく，地球地図国際運営委員会

（International Steering Committee for Global Mapping: ISCGM）事務局として，各国 NGIA へ地球地図

データ作成ツールの整備・提供を行うなど，プロジェクト推進における中心的役割を果たしている．

ISCGM 第 21 会合（平成 26 年 8 月）以降，ISCGM 事務局は防災分野における地理空間情報の活用

促進に着目し注力しており，世界の主要都市のハザードマップに関する整備状況やその活用事例等に

関する情報を収集しそれらを Web ポータルサイトから提供している．  

2. 第 3 回国連防災世界会議と仙台防災枠組 2015-2030

平成 27 年 3 月に仙台で国連防災世界会議（WCDRR）が開催された．国連防災世界会議とは，国際

的な災害戦略について議論する国連主催の会議である．第 1 回（1994 年，於：横浜），第 2 回（2005

年，於：兵庫）ともに我が国がホストとして開催し，第 2 回会議では 2005 年から 10 年間の国際社会

における防災指針である「兵庫行動枠組（HFA）」が策定された．

第 3 回となる今回の会議においては，ポスト HFA として「仙台防災枠組 2015-2030」が策定される

とともに，我が国にとっては，東日本大震災による被災地の復興状況や防災に関する我が国の経験，

知見を世界に発信し，国際貢献を行う重要な機会となった． 

3. 仙台防災枠組 2015-2030 の達成に資する ISCGM の取組

3.1 シンポジウム開催とハザードマップポータル構築

WCDRR のプレイベントとして，国土地理院及び ISCGM 共催によるシンポジウム「都市防災におけ

る地理空間情報技術の活用」を開催した（写真-1）．そこで防災分野における地理空間情報の活用の重

要性に関して，各国専門家による基調講演やパネルディスカッションが行われ，都市域のハザードマ

ップの整備と共有，利用が重要であるとの共通認識が得られた．これに資するための世界主要都市ハ

ザードマップポータルの構築に向けて ISCGM が作業を進めていくことについて合意が得られた．本

シンポジウムの結果は，WCDRR のワーキングセッション「リスク削減のための地球観測とハイテク

ノロジー」において提案された．
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写真-1 シンポジウム「都市防災における地理空間情報技術の活用」 

 

また，「仙台防災枠組 2015-2030」の実施にあたり，政府・国際機関・民間セクター等の社会の全て

のメンバーが自発的に災害リスク軽減に取り組むことが重要であることに鑑み，国連防災世界会議で

はボランタリーコミットメント（自発的な取り組み）の募集が行われ，ISCGM によるハザードマップ

ポータルの構築が登録された．この取り組みを通して，ISCGM は世界各国のハザードマップに関する

情報共有を進め，各国のハザードマップ整備促進に貢献することを表明した． 

3.2 ハザードマップポータルサイトの試作  

ISCGM は 2014 年に，世界の主要都市における「サイクロン」「干ばつ」「地震」「洪水」「地すべり」

「火山」の各災害種別のリスクレベルと災害種別毎のハザードマップやハザードマップを整備した機

関等へのリンク先を提供するハザードマップポータルの試験公開を開始した．「都市防災における地

理空間情報技術の活用」のシンポジウムを開催した当時は，34 都市を対象に 67 のハザードマップリ

ンク先情報の提供に止まっていたが,本年度のハザードマップポータルのコンテンツ拡充業務を通し

て，情報公開都市数を 117 都市，ハザードマップのリンク先情報を 286 サイト分まで拡充し，付随す

る情報として，61 ヶ国分の国家防災機関，NGIA，ハザードマップポータルのリンク情報を集約した

各国の情報ページの公開となった(図-1）． 

また，ハザードマップを整備・公開することで防災や減災に貢献した実例など，防災分野における

地理空間情報活用の優良事例（グッドプラクティス）についても 8 件掲載した．これらハザードマッ

プポータルで公開している情報は，ISCGM の加盟国や JICA 及びアジア防災センター等の機関の協力

により得られたものである． 

なお，上記に挙げた災害種別とリスクレベルについては，国連経済社会局が公表している「2011 年

における 75 万人以上の都市と災害リスク」を参照して作成したものである． 
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図-1 世界主要都市ハザードマップポータル 
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3.3 ISCGM 定例会合における取組  

平成 27 年 8 月に NY で開催された第 22 回 ISCGM 会合（写真-2）において，WCDRR における議論

や仙台防災枠組 2015-2030 に地理空間情報の重要性が記載されたことについて参加者へ情報提供した．

また 5 つの国・機関(日本，メキシコ，インドネシア，スウェーデン，世界銀行)から，防災や減災へ

の貢献に関する事例が紹介された． 

日本（国土地理院）からは東日本大震災における災害対応事例，インドネシア（Geospatial Information 

Authority：国土地理院）からはベースマップ提供や UAV を用いた迅速マッピングに関する取り組み

の紹介，メキシコ（Instituto Nacional de Estadística y Geografía：統計と地理に関する国家機関）からは

災害対応における他機関との情報交換の枠組みや共通ポータルサイトの紹介，ノルウェー（Kartverket：

地図機関）からは Kartverket が手がけている防災や減災に関係する海外プロジェクトの紹介，世界銀

行（World Bank）からは，World Bank が進めている Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

（GFDRR）の取り組み等が紹介された．また，各発表が終わった後，発表者全員によるパネルディス

カッションが行われ，NGIA や民間セクターの仙台防災枠組 2015-2030 への貢献を中心に，災害対応

の即時性・オープンデータ・事前訓練・課題等について，各パネラーによる様々な視点からの議論が

行われ，各事例から学ぶべきことを会合出席者と共有した．  
 また，ISCGM 事務局より，ハザードマップポータルのコンテンツ追加やグッドプラクティスの掲載

に関する報告等を行った． 

 

写真-2 第 22 回 ISCGM 会合 

 

4. 今後の活動  

今回仙台防災枠組 2015-2030 に地理空間情報の重要性が記載されたことで，防災分野にける地理空

間情報活用への責務が増すとともに，NGIA の活躍の基盤が作られた．ISCGM は各国 NGIA に対し，

防災分野における NGIA 役割の重要性を引き続き周知し認識を共有するとともに，仙台防災枠組 2015-

2030 の達成のためには NGIA と防災機関がいかに連携すべきか，また具体的にどのような有用な情報

が提供できるかについて ISCGM ネットワークを通して各国 NGIA 共に議論していく所存である．そ

の活動の 1 つとしてハザードマップポータルの内容の充実を進め，本ポータルによる情報共有をすす

めていく． 

 

参考文献 

ISCGM ウェブサイト：http://www.iscgm.org/（accessed 15 Jan. 2016） 

WCDRR ウェブサイト：http://www.wcdrr.org/（accessed 15 Jan. 2016） 
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航空レーザ測量データを活用した建物三次元データ取得技術の開発 
 

         

実施期間 平成 27 年度 

応用地理部環境地理課 小西  大介  稲澤 保行  

谷田部 好徳  

 

1. 背景  

平成 27 年度より実施している国土交通省総合技術開発プロジェクト「3 次元地理空間情報を活用し

た安全・安心・快適な社会実現のための技術開発」の一環として,「屋外三次元空間における高精度衛

星測位の適用範囲拡大のための技術開発」の施策がある．この施策では，高層ビル街等において高精

度測位を可能とするため，測位精度に悪影響を与える高層ビル等による乱反射電波（マルチパス）を，

上空視界情報等を用いて軽減することで，衛星測位の適用範囲を拡大する技術の開発を実施している．

本技術開発では，この施策に資するものとして，上空視界情報を得るために使用する建物三次元デー

タの取得技術を開発した． 

また，国の機関及び地方公共団体等が建物三次元データを作成し，建物三次元データを活用した各

種シミュレーションの高度化に貢献できることを目的として，建物三次元データ作成マニュアルを作

成した．  

 

2. 開発内容  

開発内容は，既存の測量成果である航空レーザ測量データと基盤地図情報の建築物の外周線（以下

「建物ポリゴン」という．）のデータを用いて，効率的に建物の三次元データを取得する技術開発を行

うとともに，建物三次元データ作成マニュアルを作成した．また，そのマニュアルを元に建物三次元

データを試作し，現地計測で取得した建物の地上高との比較により精度を検証した． 

 

3. 得られた成果  

3.1 建物三次元データ取得技術  

 データ取得に用いる航空レーザ測量データの成果であるオリジナルデータは，建物及び樹木等の高

さを含む点群データであり，グラウンドデータ及び標高データは，地盤の高さの点群またはグリッド

データである．両データの差分を求めることで建物及び樹木等の地上高（以下「地上高データ」とい

う．）が取得できる． 

この地上高データから利用目的を考慮して，以下の建物三次元ポリゴンデータ及び建物三次元グリ

ッドデータを取得する技術を開発した． 

①建物三次元ポリゴンデータ（図-1 左） 

建物ポリゴンに含まれる地上高データを抽出し，その地上高データから建物ポリゴン毎に地上高

の代表値を付与する． 

②建物三次元グリッドデータ（図-1 右） 

地上高データからグリッドデータ（任意のグリッドサイズ）の各グリッドに地上高の代表値を付

与し，建物ポリゴンを含まないグリッドにデータ無しの値を付与することで，建物を含むグリッド

のみ，地上高を付与したデータとなる．①に比べ建物の屋根形状の再現性が高い. 
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図-1 建物三次元ポリゴンデータ（神戸市） 

 

3.2 建物三次元データ取得マニュアル 

 3.1 で開発した取得技術をもとに航空レーザ測量データ及び建物ポリゴンから建物三次元データを

取得する方法についてマニュアルを作成した．マニュアルは，作業区分毎に運用基準を定め，誰でも

建物三次元データが作成できるように既存のソフトウェアを使用した作成手順とした．  

3.3 建物三次元試験データの精度検証 

 開発した取得技術をもとに建物三次元試験データ（建物三次元ポリゴンデータ・建物三次元グリッ

ドデータ）を作成し，現地計測で取得した建物の地上高（217 点）を用いて精度検証を実施した． 

 ノンプリズム測距の TS により建物上部及び建物下部を計測し，現地計測の地上高として建物三次

元グリッドデータの地上高（中央値で代表値を取得）と比較した． 

 精度検証の結果（図-2），約 9 割が 90cm 以内となった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 比較値のヒストグラム 

 

4. まとめ 

本技術開発により作成できる建物三次元データは，高精度衛星測位での利用はもとより，浸水シミ

ュレーションの三次元表示等，多様な利活用が期待されており，効率的かつ簡便に作成できる手法を

マニュアル化したことにより，建物三次元データの整備が促進されることを期待する． 

現
地

計
測

点
数

（
点

）
 

現地計測の地上高－建物三次元グリッドデータの地上高（m） 

建物三次元ポリゴンデータ 建物三次元グリッドデータ 
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災害対策図の効率的な更新手法の検討 
 

 

実施期間 平成 27 年度 

応用地理部防災地理課 本嶋 裕介  佐藤 壮紀 

出戸 雅敏  星野 実  

山本 洋一  

 

1. はじめに  

災害対策図は，災害が発生した際に，国・地方公共団体等の災害対策本部等において，関係者間で

被害情報を共有し，災害対応を迅速かつ的確に行うための重要な地図である．また，災害対策図は災

害が実際に発生した場合に限らず，内閣府をはじめとする国・地方公共団体が実施する災害訓練等で

も使用されており，その必要性は高い．災害はいつ起こるかわからないものであるが，緊急の場合に

備えて，災害対策図をいつでも迅速に提供できるように常に準備しておく必要がある．しかしながら，

現行の災害対策図は更新頻度が十分ではなく，最新の情報が地図に記載されていない場合があるとい

う課題がある．災害が発生した際に，迅速かつ的確に対策を講じるためには最新の情報が表示された

災害対策図が不可欠である． 

本稿では，最新の情報が表示された災害対策図を必要なときに迅速に提供するための災害対策図の

効率的な更新手法について検討を行ったので報告する．  

 

2. 現行の災害対策図の課題点 

現行の災害対策図には以下の課題点があり，これらの理由で更新頻度が低くなっている．  

①編集作業や設定等の手作業が多く更新に時間がかかる．  

②災害対策地理情報1を独自に整備・更新している． 

③災害対策図の種類によって縮尺や図式が異なる． 

 

3. 要望調査  

更新手法を検討するにあたり，利用実態に基づいて災害対策図に何を求めるかを把握するために，

地方測量部等に対して要望調査を実施した．要望調査を実施するにあたっては，地理院タイルから作

成した災害対策図をサンプルとして提供し，これを基に地方測量部等への調査を実施した．要望調査

に対する回答の概要は以下のとおりである．  

 画質や見栄え（注記の重なり等）より，地図の鮮度が最優先である．  

 地理院タイルから作成したサンプルの災害対策図では画質が悪い，また注記が少ない．  

 必要とする災害対策図の種類は，現行と同じ県別のものとより広域のもの． 

 高速道路・鉄道などの重要地物については，共用とほぼ同時か少なくとも 1 ヶ月以内に更新す

る必要がある  

 災害対策地理情報の表示は必須である．  

 
                              
1 「首都直下地震応急対策活動要領に基づく具体的な活動内容に係る計画」等で指定されている緊急

輸送ルートや広域物資拠点，海上輸送受入港などの災害対策・災害対応に特に重要なデータのことで，

基図の上に重ねて強調表示している． 
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4. 要望を踏まえた検討  

4.1 災害対策図の基図に使用するデータ  

地方測量部等への要望調査の結果，何よりも優先されるのは地図の鮮度であるとの回答が大半を占

めた．また，サンプルとして提供した地理院タイルを基に作成した災害対策図では，画質が悪い，注

記が少なすぎるとの意見があり，地理院タイルを使用した災害対策図は適切でないと判断した．災害

対策図を効率的に更新するためには，手作業を極力少なくする必要があり，これを実現するためには，

常に更新されている既存の地図コンテンツを利用するほかない．また，許容できる画質を確保するた

めには，ラスタデータではなくベクトルデータから災害対策図を作成する必要があることが検討を進

めていく中でわかった．これらのことを踏まえて，基本図情報部が管理している国土広域情報，広域

地図情報 100 万及び小縮尺 DB を利用して災害対策図を作成することとした． 

4.2 表示地物  

これまで独自に整備してきた IC や JCT の注記は，国土広域情報を利用し，また，同じく独自に整

備してきたヘリポートの情報は，国土交通省国土政策局が提供する国土数値情報を利用することとし，

極力編集作業を行わないことによって更新作業の効率化を図った．また，陰影段彩画像や温泉記号，

採鉱地記号など災害対策図には不要と思われる地物は削除することとした． 

4.3 サイズと縮尺  

現行の災害対策図は図面によって大きさや縮尺が異なっているため，災害対策図ごとに手作業が発

生しており，そのことが更新作業に時間がかかる一因となっていた．そこで，図面の大きさは A1 ま

たは A0 に統一し，縮尺も極力そろえることによって更新作業の効率化を図った．  

4.4 作業工程  

現行の災害対策図との作業工程の比較を表-1 に示す．これは，PC-MAPPING を利用した県別の災害

対策図の作業工程について比較したものである．  

 

表-1 作業工程の比較 

番号 現行 新規 

1 データの読込  データの読込  

2 追加レイヤ（災害対策地理情報）の読込  追加レイヤ（災害対策地理情報）の読込  

3 追加レイヤ合併  表示順序設定  

4 不要レイヤ削除  出力設定  

5 レイヤ加工  TIFF 画像出力  

6 表示順序設定   

7 出力設定   

8 グリッド線形の設定   

9 重複情報の整理及び編集作業  

10 TIFF 画像出力   

 

5. 得られた成果  

今回検討を行った更新手法により作成した災害対策図を，県別南海トラフ地震対策図（愛知県）の

一部を例として図-1 に示す．作業工程の効率化により，1 面あたりおよそ 30 分程度の時間で更新でき

る環境を実現した（データの読込時間は除く）．  
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6. 効率化による利点と課題点 

効率化による利点として，編集作業を極力減らすことによって，更新作業時間が大幅に短縮された

こと，点検が不要となったこと，リアルタイムに近い更新が可能となったこと，地図編集の技術がな

い者であっても作業できる環境を実現したことが挙げられる．  

課題点としては，20 万図郭単位で整備されている国土広域情報データを使用して基図を作成してい

るため，20 万図郭毎に注記（市町村名等）が重複する点が挙げられる．また，リアルタイム修正に対

応するために編集作業を極力削減したことで，災害対策地理情報と背景図の注記等が重なってしまう

点も課題である．  

 

7. 今後の予定  

今回検討を行った更新手法には，上記 6.に示したような課題点がある．引き続き地方測量部や関係

機関と調整しながら，災害時に迅速かつ的確に対策を講じるために役立つ災害対策図となるように，

今後も検討と改良を進めていく．  
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図-1 県別南海トラフ地震対策図（愛知県） 
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国土交通省ハザードマップポータルサイトの改良 
 

 

実施期間 平成 27 年度 

応用地理部防災地理課 本嶋 裕介  佐藤 壮紀 

廣瀬 勝   山本 洋一 

 

1. はじめに  

平成18年6月に国土交通省が策定した「国土交通省安全・安心のためのソフト対策推進大綱」に掲げ

られたハザードマップ等の利活用改善に向け，国土地理院は平成19年4月に，全国の市町村が作成して

いる各種ハザードマップをインターネット上で一元的に検索・閲覧できる，「国土交通省ハザードマ

ップポー タルサ イト （以下「 ハザー ドマ ップポー タルサ イト 」という ．）」 を公 開した

（  http://disaportal.gsi.go.jp/ ）．また，平成25年度には，身の回りにどのような自然災害リスクがあ

るのか一目で分かるよう，洪水浸水想定区域等のハザード情報など，防災に役立つ地理空間情報を地

理院地図上で全国シームレスに表示できるコンテンツ「重ねるハザードマップ」を追加した．  

近年，気候変動等の影響によってこれまでの予想を超える災害の発生や被害リスクが増大している．

一人一人が自分の命を守るためには，住民自らが「自助」として自分の住んでいる場所等の災害リス

クを認識し，自然災害に対する「知識」と「心構え」を持つことが必要であり，それを推進するソフ

ト施策の充実が求められている．ハザードマップポータルサイトはこのソフト施策の1つであり，平成

27年9月に発生した関東・東北豪雨を受けて国土交通省が実施している「避難を促す緊急行動」の中で，

周知と活用促進を行っている．  

ハザードマップポータルサイトの改良は，国土交通省による「避難を促す緊急行動」や「新たなス

テージに対応した防災・減災のあり方」，「国土交通省気候変動適応計画」等に対応するよう実施した． 

本稿では，国民にとってより防災に役立ち，価値のあるWebサイトにするためにニーズや事例，改

良すべき点を把握する「ハザードマップポータルサイト高度化のための調査」，及び国民にとってより

わかりやすく，より防災に役立つサイトとするためにユーザインターフェースの改良，機能の追加，

コンテンツの充実を行う「ハザードマップポータルサイトの改良」について報告する．  

 

2. ハザードマップポータルサイト高度化のための調査 

ハザードマップポータルサイトを国民にとってより防災に役立ち，価値のある Web サイトにするた

めに，ハザードマップポータルサイト高度化のための調査を実施した．調査内容を以下の①～④に示

す． 

①ハザードマップポータルサイトに関するニーズ調査 

 ・一般国民，関係業界，防災施策に精通した有識者，地方公共団体に対してヒアリングを実施  

②海外のハザード情報提供サービスの事例調査  

 ・表示項目，確率規模，情報の精度等の視点から，20 例程度を対象として調査を実施  

③都道府県の既存の GIS システムの調査  

 ・都道府県が運用する先進的な GIS システムについて調査を実施  

④ハザードマップポータルサイトの高度化のための調査  

 以下に示す観点等から，高度化のための検討を実施した．  

・高度化のために新たに必要となる，もしくは改良すべき Web サイトの機能 
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 ・高度化のために表示すべき情報は何か  

 ・登録されているハザード情報を利用したわかりやすい災害リスクの表示方法  

 ・ハザードマップポータルサイトを一般国民にとって分かりやすく，かつ利用しやすいものにす

るためにはどうすればいいか 

 

3. 調査結果  

高度化のための調査で得られた成果のうち，ハザードマップポータルサイトの改良点について，優

先的に改良すべき内容（短期的観点）と将来的に改良すべき内容（長期的観点）に整理した．主な改

良すべき内容はそれぞれ以下のとおりである．  

○優先的に改良すべき内容（短期的観点）  

 ユーザインターフェースの改良  

・わかりやすい操作性の実現と解説などの充実  

 機能追加  

・防災情報をわかりやすく表示するための機能等  

 コンテンツの充実  

・各種ハザード情報や防災に役立つ地理情報の充実 

 

○将来的に改良すべき内容（長期的観点）  

 オープンデータ化への対応 

・データを表示するだけでなく，オープンデータとしてデータをダウンロードできるようにす

る 

 リアルタイム情報とのリンク 

・気象情報や水位情報などのリアルタイム情報を閲覧できるようにする  

 3D 表示  

・浸水や土砂災害の被害想定を 3D 表示することによって，危険性をイメージしやすくする  

 確率規模  

・確率評価を踏まえたリスク情報を提供する  

 防災教育  

・災害の種別や規模によって避難行動が異なることや，避難のタイミング，場所，手段等がわ

かる対策メニューを作成する 

 機能追加  

・利用対象者（ファミリー用，単身者用，賃貸世帯用など）ごとに，目的にあった災害リスク

の表示をする  

 データの追加  

・過去の災害時の写真や被災状況，古地図，ボーリング柱状図などのデータ 

 

4. 改良内容  

上記 3.で整理した内容のうち，短期的観点の内容について改良を実施した．それぞれの主な改良点

は以下のとおりである．  

①ユーザインターフェースの主な改良点  

  ・分かりやすいボタンの配置など，ユーザビリティの向上  
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・わかりやすい凡例や，用語・解説の充実  

・スマートフォン対応  

②追加した主な機能  

  ・表示するデータをベクトルタイル化することによって，マウスクリックで任意の場所の防災情

報をまとめてポップアップ表示できる機能（図-1） 

  ・避難計画等に利用できるように，表示画面や作図した情報を画像データとして保存できる機能 

・水害関係や土砂災害関係など，目的別・利用場面別に防災情報を表示できる機能（図-2）  

・色別標高図について，標高の色分け区分をユーザが自由に変更できる機能 

③コンテンツの充実  

防災に役立つ情報を地理院地図上で全国シームレスに表示できる「重ねるハザードマップ」に，

以下のデータを追加しコンテンツの充実を図るとともに，既に公開している土地条件図や治水地形

分類図などのデータをベクトルタイル化することによって，属性情報を容易にわかるようにした． 

 ・大規模盛土造成地  

・土砂災害警戒区域  

・津波浸水想定区域  

 

 

図-1 任意の場所の防災情報表示例 
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図-2 目的別・利用場面別の表示例 

5. 今後の改良の方向性

今年度に実施した改良により，ユーザインターフェースの改良，機能追加，コンテンツの充実によ

り，任意の場所でどのような災害が起こる可能性があるのかが容易にわかるサイトとなった．しかし，

災害が起こった際にどのような危険性があるのか，また災害が起こった際にどのような行動をとれば

いいのかといった，住民自らが考え避難行動に結び付けていくサイトとしてはまだ不十分である．高

度化のための調査の短期的観点，長期的観点を踏まえ，住民が自らリスクを察知し主体的な避難の支

援となるサイトにするべく，今後もコンテンツの充実やサイトの改良を実施していく． 

-95-



 

地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）の改良 

 

 

実施期間 平成 27 年度 

応用地理部防災地理課 廣瀬 勝   佐藤 壮紀 

山本 洋一  

 

1. はじめに  

近年，集中豪雨等による水害が頻発しており，短時間での河川の増水や，堤防の決壊（破堤）によ

る甚大な被害が発生する事例が増えてきている．平成 25 年の水防法の改正で，地下街，高齢者等の要

配慮者利用施設，大規模工場等（以下「事業所等」という．）について，避難確保計画又は浸水防止計

画の作成，訓練の実施，自衛水防組織の設置等が規定された．これを受け，国土地理院応用地理部防

災地理課と国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室は，事業所等がこれらの措置を実施

する際の手助けとなるシステムとして，各地方整備局（北海道開発局を含む）及び都道府県が整備す

る「洪水浸水想定区域図」を地理院地図上に表示し，任意の地点において関連する堤防の破堤点や浸

水深を検索できる「地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）」を構築し，平成 27 年 7

月に公開した（システムの URL http://suiboumap.gsi.go.jp/ ）．  

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により，全国各地において浸水被害等が発生しており，特に鬼怒川の

堤防が決壊した茨城県常総市では，多くの家屋が浸水するなど甚大な被害が生じた．この水害を受け，

国土交通省では，全国の市町村長や堤防沿いの住民の不安や懸念に応えるための「避難を促す緊急行

動」を実施している．この緊急行動の中には，平成 28 年の出水期までに全国な主要な河川の氾濫シミ

ュレーションを公表することが盛り込まれている． 

平成 27 年度は，事業所等が実施する避難確保計画等の取り組みを更に支援し，洪水時の円滑かつ迅

速な避難の確保及び浸水の防止のための措置が図られるようにするとともに，住民への水害リスク周

知のために，氾濫水の到達時間や浸水の継続時間の情報を地点別浸水シミュレーション検索システム

で検索して表示するためなどの改良を行った．  

 

2. システム改良内容  

今回の地点別浸水シミュレーション検索システムの改良の概要は，以下のとおりである．  

2.1 最大浸水深をもたらす破堤点の表示  

これまでのシステムでは，地点を指定して検索した結果，複数の破堤点が表示された場合は，指定

した地点に最大浸水深をもたらす破堤点は浸水シミュレーショングラフで確認しなければわからなか

ったため，最大浸水深をもたらす破堤点の記号を新たに追加するとともに，破堤点リストにおいては

破堤点の情報を太字にすることにより，他の破堤点と区別して表示させた． 

2.2 氾濫水到達時間情報の表示  

破堤点ごとの最大浸水領域を表示した際に，切替えボタンにより氾濫水到達時間の情報（ポリゴン）

の表示を可能にした．ポリゴン内をマウスオーバーすると彩色され，クリックすることにより氾濫水

到達時間をポップアップで表示させるようにした（図-1）．  

2.3 浸水継続時間情報の表示 

破堤点ごとの最大浸水領域を表示した際に，切替えボタンにより浸水継続時間の情報（ポリゴン）
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の表示を可能にした．ポリゴン内をマウスオーバーすると彩色され，クリックすることにより浸水継

続時間をポップアップで表示させるようにした（図-2）．  

2.4 浸水シミュレーショングラフ表示の変更  

これまでのシステムでは，氾濫水到達前の時間のデータが存在しない場合に，破堤してから数時間

後に突然浸水シミュレーショングラフ表示が始まっていたが，これを改良し，グラフ表示の処理をす

る際に一つ前の時間帯に 0m のデータを自動的に追加してグラフ表示させるようにした（図-3）．  

2.5 最大浸水領域のデフォルト表示の変更  

これまでのシステムでは，最大浸水領域は赤色表示がデフォルトになっていたが，使いやすさを考

え，浸水ランクでの表示をデフォルトにした．  

2.6 スマートフォンでの浸水域アニメーション等の表示  

これまでのシステムにおいてもスマートフォンでの利用に対応していたが，破堤点や最大浸水領域

の表示に限られていた．今回の改良でアニメーションやグラフのボタンを地図内に配置し，スマート

フォンでの浸水域アニメーション表示や浸水シミュレーショングラフ表示を可能にした（図-4）．  

2.7 前回検索していた地域の地図の表示  

システム利用者が前回検索していた地域を利用者のブラウザに記憶させることにより，閲覧時に地

点指定しなくても前回の検索した地域の地図を表示させるようにした．  

 

3. システム改良による効果 

今回のシステム改良での最も大きな効果は，氾濫水到達時間の情報や浸水継続時間の情報を閲覧す

ることができるようになった点である．システム利用者は，破堤点ごとの最大浸水領域，浸水深の時

間変化等の閲覧に加え，氾濫水到達時間等の情報を簡単に把握できるようになり，これまで以上に避

難確保計画の作成等をする際や水害リスクの理解にシステムを役立てることができるようになったと

考える．  

 

4. 今後のシステム改良予定 

近年，洪水のほか，内水氾濫・高潮により，現在の想定を超える浸水被害が多発していることから，

平成 27 年の水防法の改正（表-1）で，洪水浸水想定区域図については，河川整備において基本となる

降雨を前提とした区域から，想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡充して公表することが規定さ

れた．また，想定し得る最大規模の内水氾濫・高潮に係る浸水想定区域を公表する制度及び内水氾濫・

高潮に対応するため，下水道・海岸の水位により浸水被害の危険を周知する制度が創設された．  

今後は，利用者からのニーズを踏まえたシステム改良や，洪水に加えて内水氾濫及び高潮による浸

水想定も検索可能にするための改良を実施する予定である．  

 

表-1 平成 27 年 水防法改正の概要 

 浸水想定区域図 水位情報の周知 

改正前 洪水 河川整備において基本となる降雨 河川の水位情報を周知 
 

改正後 洪水 想定し得る最大規模の降雨 河川の水位情報を周知 

内水 最大規模の降雨を対象に作成 下水道の水位情報を周知 

高潮 最大規模の高潮を対象に作成 海岸の水位情報を周知 
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図-1 想定される破堤点が破堤した場合の氾濫水到達時間情報（この画像はイメージであり，実在のものとは異なる）  

図-2 想定される破堤点が破堤した場合の浸水継続時間情報（この画像はイメージであり，実在のものとは異なる）  
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図-3 浸水シミュレーショングラフ表示の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 スマートフォンでの浸水域アニメーション等の表示 
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