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分権型社会を支える共通番号制度への期待 

～成否の鍵を握る情報リテラシーの醸成～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

政府は、社会保障サービスや徴税を適切に行うため、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆる「マイナンバー法」を閣議決定し、今国会に提出し

た。当初は年金、税などの分野に限定されるものの、少子高齢化社会に不可欠な制度の導入に向

け、大きな一歩を踏み出したことをまずは歓迎したい。 

共通番号の導入により、行政サービス単位で国、地方自治体が固有に閉じて管理していた情報

が、個人固有の番号で共通的に識別できるようになる。記憶に新しい年金記録問題、いわゆる「消

えた年金記録」の問題は、複数の機関で分散管理された個人の記録を紐付け管理できないことに

起因している。情報化とグルーバル化の進展、それに伴う経済社会環境の流動性の高まりにより、

個々人の働き方やライフスタイルの選択肢が拡大している。居住場所の移動や年金・医療等の社

会保障制度の所属の変更が日常化する社会において、一生涯に渡り個々人の情報を確実に管理す

るためには、個人を特定する固有の識別子、すなわち共通番号が不可欠である。事務面に限定す

れば、共通番号制度が税・社会保障制度の持続可能性を左右するとしても過言ではないだろう。 

「番号制度」という言葉に、個性を排した画一的な制度を想起させる要素があることも事実で

あろう。しかし、番号制度は、個々人の活動の選択肢を拡大する道具としての側面を併せ持って

いる。従前は、社会福祉サービスのニーズの多様化に対し、量的拡大をはかことでその要求を満

たしてきた。厳しい財政事情に鑑み、今後このような対応がとれる範囲は極めて限定される。今

後は歳出増を伴わない方策、すなわち個々人の事情に応じサービスを提供する質的向上への転換

が求められる。官民問わず「サービス」の質を左右する最重要事項は「情報」である。サービス

の提供主体である地方自治体が、地域事情に合わせ画一性・縦割りを排した総合的なサービスを

展開するためには、より個に応じた情報に基づき意思決定を行う必要がある。例えば、失業対策

のためには、就労支援と生活支援を総合的に行うことが求められるが、共通番号を活用すること

で、これまでの経緯などの情報を収集し、個の事情に合わせたきめ細かいサービスを設計するこ

とが期待できる。地域自らが創意工夫し地域の行政サービスを主体的に決定する「分権型社会」

の実現をはかる、地方分権改革の本質的な価値観とも適合するものであろう。 

その実現の鍵は、言うまでもなく番号制度に対する国民の理解である。個人情報の漏洩などセ

キュリティの不安の解消は必須事項であり、慎重に慎重を期して制度の設計と運用にあたるとと

もに、国民への丁寧な説明が求められよう。併せて重要な事項が、情報リテラシーの醸成である。

知識が社会・経済の発展を左右する知識情報社会へと経済社会構造が転換し、知を伝達し媒介す

る情報の重要性が増している。我が国においては、官民問わず、「情報」と情報を処理する「情

報システム」の本質的な意味での理解が、先進諸外国に比べ乏しいと言わざるを得ない。情報を

事務処理過程の道具や副産物と捉えるか、資源と捉え新たな価値を生み出す社会基盤として情報

システムを構築するかどうかは、情報に対する本質的な理解に左右される。共通番号を我が国に

おける次世代の経済社会活動を支える基盤とするため、情報リテラシーの底上げに向けた官民を

通じた取組みの加速化を図ることが求められている。 

羅羅羅羅羅羅羅羅針針針針針針針針盤盤盤盤盤盤盤盤        
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大阪都構想と日本の大都市制度（3） 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

前号（2012 年 2 月号）では、二重行政の意味と大都市制度のあり方について整理した。三回

目の今回は、21 世紀の大都市制度の機能について検討する。 

 

２．機能面からの大都市制度議論の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）グローバル化進展に向けた大都市制度 

1956 年に制定され今日に至っている政令指定都市制度は、あくまでも都道府県・市町村の二

層制、そして市町村の枠組みを前提とした暫定制度である。権限において都道府県に準ずる扱い

等は一部あるものの、他の市町村と同様の国による標準化、階層化の枠組みの中に位置している。

その結果、二重行政、二重監督等の弊害を克服できていないだけでなく、とくに税財政面の制度

的自律度は低く経済社会の多様化にも十分に対応しきれない状況で今日に至っている。この間、

右肩上がり成長の中で都市部への人口集中、周辺市町村との合併等により政令指定都市の数も

2012 年 4 月 1 日指定の熊本市を含めると 20 に達している。しかし、少子高齢化、グローバル化

の進展に伴い政令指定都市も高齢者の集中、限界集落の散在、税収構造の急激な変化、財政全体

の脆弱化等の課題が急速に顕在化し始めている。顕在化する課題を大都市が自立的に解決するた

めには、特例市や中核市等現行の画一的な市町村とは別の体系でより大きく総合的な権能を有す

る大都市制度を検討すべき時期となっている。このことは、単に大都市の抱える課題への対処だ

政政政政政政政政策策策策策策策策論論論論論論論論説説説説説説説説        

(図表1) 市町村制度の基本
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けでなく、新興国の台頭等グローバル経済社会における成長の核が変化する中で、日本の経済社

会をリスク対応も含めて如何に持続性ある発展に結び付けるか日本全体の課題への対処である。 

 

（２）危機管理としての大都市制度 

また、昨年 3 月の東日本大震災、その後の福島原発事故に端を発する電力不足問題等を契機に

経済政治活動をはじめとして東京・関東地域に集中したことに対するリスクは、単なる一極集中

問題を超えて日本経済社会のネットワークリスクに及ぶことを改めて強く感じさせる結果とな

った。日本経済社会の機関車的存在である東京・関東地域が成長を各地域に促すのではなく、ダ

メージを波及させる結果となったからである。ネットワークリスクに対処するには、ネットワー

クを通じたリスクの波及を遮断する仕組みづくりが必要であり、そのためにはネットワークを通

じたリスクの遮断とリスクの分散の意味が大きく異なることへの認識が必要となる。経済社会活

動を各地域に分散し再配置しても、それが画一的な制度によってリンクしていれば発生したリス

クはネットワークを通じて各地域に伝播する。このため、根っこを同じくして分ける分散でなく、

異なるいくつかの根っこを持ってネットワーク化する分権型が必要となる。この分権型ネットワ

ークにおいて接合点となる大都市部の機能を如何に設定するかにより、ネットワークの機能が大

きく異なるものとなる。 

大震災の復旧・復興を通じた新たなネットワーク形成は、単純に大震災前のネットワークに戻

すことを意味しない。被災地だけでなく日本の経済社会全体にもたらす大震災からの長期的リス

クを可能な限り排除し、持続的発展を同時に実現しなければならないからである。この新たなネ

ットワーク形成において危機時の集権、平時の分権の概念を改めて踏まえる必要がある。少なく

とも、経済社会活動の根底を支える社会資本の復旧のためには「危機時の集権」の言葉にも現れ

ているように、国の責任で徹底かつ敏速に行わなければならない。しかし、そのことが復旧後の

「平時の分権」までをも拘束するものであってはならない。復興は、地域の主体性を十分に発揮

する枠組み必要であり、分権型ネットワークを含めた新たな国土計画の形成が重要となる。 

この新たな国土形成において被災地の農業・漁業をはじめとする産業の活性化、福祉・教育等

の再生と並んで、日本の経済社会ネットワークの接合点となる大都市を如何に位置づけるかは重

要な課題となる。現行の政令指定都市は、あくまでも都道府県・市町村の二層制を前提とした暫

定制度であり、権限等において都道府県に準ずる扱い等は一部あるものの、他の市町村と同様の

標準化、階層化の枠組みの中に位置している。政令指定都市も高齢者の集中、限界集落の散在、

税収構造の急激な変化、財政全体の脆弱化等大都市内部での特殊課題が急速に顕在化し始めてき

た。顕在化する課題を大都市が自立的に解決することは、大震災後の日本全体の持続的発展にも

不可欠であり、特例市や中核市等現行の都市自治体制度とは別の体系でより大きく総合的な権能

を有する大都市制度を検討すべき時期となっている。そのことは、を一極集中となっている東京

都、その中の 23 区を国全体の中で如何に位置づけるかの問題に結び付く。大阪都構想等様々な

視点から大都市のあり方が議論され始めている中で、東日本大震災の復旧・復興問題の顕在化は

決して別の問題ではない。21 世紀の経済社会の持続的発展、ネットワークリスクに強い地域社

会を創造するには地域、そしてグローバル社会との接合点としての機能を今まで以上に求められ

ている大都市制度を如何に戦略的に描くかが不可欠となる。そのことは同時に、国内問題の視野

に止まらず、アジア地域における日本の位置づけを大震災の復興段階で如何に位置づけるかにも
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大きな影響を与えることになる。 

 

 

３．大都市機能の転換 

（１）都市州制度 

大都市制度を巡っては、横浜、名古屋、大阪の政令指定都市が「日本を牽引する大都市報告書」

（2009 年 2 月）
1
の中で都市州構想を提案したほか、日本商工会議所、経済同友会等経済団体か

らも提案
2
が行われている。しかし、第二次地方分権改革中期の前述地方分権改革推進委員会でも

当初は東京ＤＣ特区等の議論が行われ重要な課題として意識されたものの、議論は後回しとなり

結果として何ら成果を生まずに終わっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本を牽引する大都市報告書」の冒頭では 「戦後 60 年余、日本の大都市は＜未完の大都

市制度＞を使うことを余儀なくされてきた。昭和 31 年に始まる現行の指定都市制度は、法制度

上認められながら実現しなかった幻の特別市制度の廃止と引きかえに「妥協の産物」として生ま

れた「大都市に関する特例」であって、決して大都市制度ではない。自治法をはじめ個別法にお

いて、人口 100 万以上の基礎自治体に府県の権限の一部を上乗せする特例扱いを積み重ねてきた

仕組みに過ぎない。ただ、一方で社会的に指定都市がブランド化したこともあり、合併すること

で指定都市をめざす動きも加速した。70 万都市まで指定要件を緩和したことで、本年４月（注

2009 年 4 月）には 18 都市まで拡大し、およそ当初５大都市を想定した当時の制度趣旨とは大き

くかけ離れたものとなっている。特別区、中核市、特例市も含め都市制度の在り方が問われてい

る。大都市自治体は大都市の経営主体であり、膨大かつ複雑な行財政需要に的確に応えていく使

命がある。そこでの公共経営は、交通、道路、エネルギー、上下水道、食糧、防災、犯罪防止な

ど日常生活の安心、安全の確保や危機管理はもとより、圏域の企業活動をコントロールする経済

                                                   
1
横浜・大阪・名古屋３市による大都市制度構想研究会「日本を牽引する大都市制度」(2009.2)。  

2
日本商工会議所「地域活性化に資する地方分権改革と道州制の推進について」(2009.4)等。 

（図表2）大都市機能の変化
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的規制や産業政策など大都市経営者として高い政策能力が必要とされている。それには、単に府

県行政と大都市行政の二重行政の是正やその一元化、大都市に対する国・県の二重監督の解消と

いった旧来の「大都市の特例」といったレベルではなく、明確に大都市を府県（州）の権限外と

位置づけ、大都市（圏）をマネージメントするための固有の行財政権限を有した大都市制度を創

設し、それを法的に明確化するため、「大都市制度法（仮称）」の制定が必要と考える。その点、

現在の 17 の指定都市は機能的にみても、いま述べた明確な大都市（横浜、大阪、名古屋など）

と広域中核都市（他の指定都市群）にわけて制度の再築をする必要があろう。大都市を特別市的

に扱う国土的な土壌は既にある。そのイメージとして、ドイツのミュンヘンやデュッセルドルフ、

ケルンのように州から独立し、州の事務と基礎自治体の事務を併せ持ついわゆる特別市に近い制

度や、韓国の広域市やドイツの都市州のようにその区域内に法人格を持つ区や郡を包含しつつ、

広域自治体の事務と基礎自治体の事務を併せ持つ、いわゆる「都市州」の制度が考えられる。さ

らに、水平補完機能も含め大都市の隣接市町村との広域連携の政策を可能とし大都市圏行政が可

能となる制度が構想されるべきであり、大都市圏州も視野に入れる必要がある。」としている。 

新たな大都市制度の創設が求められる第 1 の理由は、グローバル化の中で少子高齢化が進行す

る 21 世紀においては地域の公共サービスを支える従来の「中軸機能」だけでなく、経済社会を

問わず国内外に対する多面的なネットワークとしての節、すなわち「結合機能」（いわゆる「ハブ

機能」）としての役割が極めて大きくなることへの対処が挙げられる。経済活動、社会活動、文化

活動等多様な活動がダイレクトにアジア等グローバル社会に結び付く時代となり、国を通じた外

交戦略だけでなく東京以外の大都市部が国内の各地域と海外を結び付ける動脈としての結合の役

割を果たし相互に多様化、競争することが重要となる。そのためには、大都市部が自由な発想で

活動できる制度の基盤整備が不可欠である。 

第 2 は、内なるグローバル化の進展である。大都市部の内側においてもグローバルな人材の流

入が拡大し、独自の外国人とのコミュニティ等を形成し異文化交流のネットワークを充実させて

いく必要がある。そして、多彩な人材によって地域が支えられる住民自治の機能を強化する仕組

みづくりが重要となる。そこでは、パートナーシップの充実と大都市部の域内分権の姿を自ら形

成できる体制が必要である。 

第 3 は、税制の自由度の拡大である。これまでの市町村の枠組みの中の政令指定都市制度とは

異なり権限移譲の拡大だけでなく税制面での自立性を高め財政面での自由度を拡大すると同時に、

地方自治体間のネットワークの結合点としての役割を果たすため水平的佐財政調整の仕組みの核

となる検討も重要となる。以上の大枠の役割を達成するため大都市の経営に関してはより高度で

自立度の高い団体自治、すなわち自らの行政組織そして議会を通じた経営管理の仕組みづくりが

不可欠である。経済、財政、金融等一体的に視野に入れて大都市を運営できる機能の付与と充実

である。一方で国は大都市を「大都市圏戦略」の対象として位置づけ、成長の核として政策パッ

ケージを展開する場と位置付けている。大都市を地方自治体として如何に位置づけるか喫緊の議

論が必要となる。 

 

（２）愛知宣言 

こうした課題提示に関して、2011 年 7 月 31 日午後、愛知県名古屋市に篠田新潟市長、大村愛

知県知事、河村名古屋市長、橋下大阪府知事（当初、出席が予定されていた泉田新潟県知事は、
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7 月 29 日以降、降り続いた新潟県地域の豪雨災害対応のため欠席）の出席で大都市のあり方に

関する会議が開催され、議論の後『大都市の自立と自治』（副題「地域から日本のかたちを変え

る」）と題する「愛知宣言」を採択、総務大臣等国への働きかけのほか、今後の大都市制度議論

の展開において基礎となる宣言として取り扱うことを決定している。もちろん、この宣言は泉田

知事も含め五府県市が一体となってまとめられているものの、大都市制度のあり方自体について

画一的に合意したものではない。 

この合意の根底には、それぞれの地域の特性を踏まえつつ多様な都市制度のあり方を創造すべ

きであり、現在、いろいろな地域で模索されている各構想のどれかひとつに統一すべきではない

という考え方がある。今回、集まった首長間において、これまで地方分権・地域主権の取り組み

で最も劣位におかれてきた都市制度の議論を政治の大きなうねりとしていく意向が共有された

ものであり、それぞれの具体的な制度設計やそれに基づく政策展開面では違いが存在する。例え

ば、橋下知事においては、グローバル化社会が進展する中で狭い大阪地域を大阪府と大阪市で分

断し政策展開して行く現状が地域の競争力を低下させることから、大阪府、大阪市どちらが残る

にせよひとつの行政組織が大阪地域へ政策展開することが必要としている。これに対し、愛知県

と名古屋市の関係は難しく、愛知県と名古屋市の一体化はひとつの選択肢となるものの、愛知県

全体として名古屋市と並んで三河地域という経済集積の核を持つ中で、名古屋地域と非名古屋地

域の連携、資源配分を如何に形成しそり中で愛知県をどう位置づけるかなど基本的課題がより多

く残されている。 

また、同時に論点となった点でよりきめ細かな自治、民主主義のあり方の視点から大都市部の

区長等の公選制のあり方（大阪）、小学校区を基本とした地域自治組織のあり方（名古屋）など

の論点も指摘されている。この宣言は、まず地方自治法の改正をターゲットに最も基本的な原則

の提示を行っている。会議でも国会の臨時会の愛知への招致、課税自主権の強化、投資減税等減

税政策の展開、徴税行政の地方移譲、国会議員と地方自治体首長等との兼職など様々な政策案が

提示された。しかし、こうした個別の政策提言は今回の愛知宣言には盛り込まれていない。それ

は、個別政策議論においては府県市の意向に違いが発生することから、最も基本となる事項にと

どめているのである。 

 

（３）近接性の原則 

一方で、基礎自治体としてのきめ細かな自治・民主主義の実現に向けて近接性の原則の重視が

指摘されている。地方自治体の自治を考える場合、団体自治と住民自治のふたつの側面があるこ

とは周知のとおりである。その中で住民自治の観点から補完性の原理とセットで指摘されるのが

近接性の原則である。補完性の原則とは、役割そして責任分担について個人・家族やコミュニテ

ィで解決できない課題は市町村等基礎自治体が担い、そこでも担いきれない役割・責任はより大

きな広域自治体や国、あるいは中核となる地域の自治体との連携で担う考え方である。近接性の

原則とは、地域の様々な課題は出来るだけ身近な場所で解決されなければならないとする原則で

ある。例えば、大阪市の場合、全体の人口が 266 万人であり京都府の 262 万人に並ぶ人口規模を

有している。大阪市は基礎自治体に該当し形式的には最も近い行政組織で住民自治が展開されて

いると言えるものの、実質的に 266 万人の抱える課題を大阪市という単位で解決することが近接

性の原則を貫いた状態と言えるか否かについては疑問となる点が多い。近接性の原則は、規模に
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関係なく一番身近な地方自治体で課題を解決することではなく、地域の問題を共有し一体となっ

て解決できるコミュニティ単位の取り組みをまず基本とすることが必要となる。政令指定都市制

度を考える場合、行政区たる単位ですでに数十万の人口を抱える規模となっており、現在の行政

区単位での民意の反映（区長等の公選制）が工夫されなければならない。しかし、それだけでは

近接性の原則、そして住民参加の充実は困難である。より踏み込んだ対応としては、小学校区等

を単位とするコミュニティをベースとした課題対応の強化であり、それにより対処できない事項

を基礎自治体に委ねることが基本となる。 

その意味で、名古屋市が大都市制度の議論と共に取り組んでいる地域自治組織は注目される。

今年 2 月に示された横浜市・大阪市・名古屋市 3 市による大都市制度構想研究会の報告でも「指

定都市における区役所は現在、住民に最も身近な総合行政機関である。「都市州」においても、

区役所が地域住民へのサービス機能や地域支援機能を一元的に担うこととなるが、その機能・権

限は強化していく必要がある。一方で、本庁が担う機能は、都市州として市域全体の総合調整、

大規模事業などに限定し効率化を図ることが必要である。さらに、区における住民のガバナンス

を強化する方策として、たとえば、特別区制度に近い公選の区民代表機関などが考えられる。ま

た、地域レベルの地域自治組織の設置により、地域自治機能を高めることも検討すべきである。」

としている。 

もちろん、こうしたコミュニティ単位の地域自治組織の形成にも課題がある。名古屋市役所へ

の市民意見でも「自治会・町内会の加入者の減少傾向はなぜ続いているのか、対策はあるのか。

「協働」、公助・共助・自助のベストミックスの選択は、税の担う役割と共生・連帯感を生み出

すまちづくりのあり方の問題ではないでしょうか。現在の行政指導的地域自治組織は、行政と市

民のコミュニケーションを深めていけるでしょうか。住民間の本音の声は、行政に反映している

でしょうか。まちに暖かみとうるおいのもたらす協働が広がらないのは何が欠けているのでしょ

うか。」という切実な問いかけがなされている。大都市制度、近接性の原則の充実には、行政、

住民双方からこうした問いかけに対する具体的な解答が必要となる。 

 

（４）大都市における市場と行財政 

市場は、物々交換等閉鎖的な共同体をつなぐことから始まっている。自給自足の共同体を外に

開かれた存在とし、共同体を相互に結びつける役割を市場は担ったのである。そして、市場は近

代資本主義と結びつくことにより、継続的な社会システムの根底を支える位置づけに発展してい

る。今日の地方自治体の運営も地域産業の育成、地域への投資といった経済面だけでなく、財政

面・金融面でも市場主義と密接な関係をもって展開されている。近代資本主義と結びついた市場

は、利潤・利子の正当化とその達成に向けた目的合理性の追求を基本としている。このため、市

場に対して徹底した自由放任主義を貫けば勝ち負けが明確に固定化する弱肉強食の社会となり、

結果として独占的支配による権威主義的市場経済に陥る。一方、市場に対して徹底した統制主義

を貫けば、国等を単位とする市場間のブロック化が深刻化し、閉鎖的市場経済により地域間対立

が激化する経済社会となる。 

市場主義と行財政の関係を見る場合、とくに重要な点として行財政の資金調達における市場と

の関係が挙げられる。行財政は、長期的資金だけでなく短期的な資金繰りにおいて、金融市場や

資本市場（市場公募債等）からの資金調達なしでは運営できない状況に至っている。行財政は借
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金の拡大によってその自由度を低下させる一方、グローバル化を急速に進める市場からの影響を

強く受けるに至っている。２１世紀の財政運営において市場が不可欠な存在となる中で、市場か

らの資金調達、そして税負担による資金調達をいかなるすみ分けで行財政の政策に投入していく

かは、市場主義と民主主義の相互補完関係においても極めて重要な課題である。たとえば、米国

を中心に形成されたアングロサクソンモデルといわれる自由放任に近い市場主義型資本主義の

場合、金融部門の発達に伴って民間の保険システムが領域・質ともに拡充し、その結果、財政に

よる福祉国家としての機能を限定化する傾向を強める。この福祉国家の機能の代替物である民間

の保険システムが国際金融市場とともに混乱に陥ると経済社会のセーフティネットも機能不全

に陥る。こうした経済社会の市場主義からの同質化に対して、民主主義に支えられた政策、コミ

ュニティ活動が補完的機能を機動的に果たすことが重要となる。 

行財政を支える民主主義は、個人の人権である自由・平等などを基本とし、多数決原理によっ

て意思決定することで国民主権を実現する政治思想である。そして対話合理性においては、議論

を続け結論を見つけ出す時間的余裕が現実には十分にないことから、意思決定に対する一定のル

ールを設けて最終的な結論を見出すことが必要となる。民主主義も市場主義と同様に揺れ続けて

きた。多数決原理による意思決定を徹底すれば少数意見を軽視する結果となり、社会を真理から

遠ざける危険性、すなわち「民主主義の虚偽」・「合意による真理の虚偽性」の問題を常に内包し

ているからである。一方で最終的な結論について表面上円満な合意の形をとる全員一致の意思決

定を追求すれば、結果として同質性を過度に重視する全体主義に陥る危険性がある。この両者の

間で政策の失敗も生じさせてきた。 

グローバル化に直面する大都市の自立性を高めるには、市場に左右される要因となる財政赤字

を削減して行く努力が不可欠であると同時に、財政赤字問題の根源は市場ではなく利害関係の中

で財政構造を見直せない政治そして政策議論の体力の脆弱性にあることを明確にしなければな

らない。21 世紀の大都市制度は、厳しい外部環境の中で地域の独自性と共に住民生活の持続性

を担保する役割を担わなければならない。その意味から市場、政治、そして住民の関係を再構築

し、都市経営としての機能とそれに対する半代表制も含めたコントロールのあり方を議論して行

く必要がある。 



 

 

政策研究 2011 No.11                       9 

 

 

地方自治体の首長の責任 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

第三セクター等地方自治体の事業経営において、累積債務の発生やそれを処理するための財政

支出に対して地方自治体の首長の責任を問う声が高まることが少なくない。この場合の責任とは、

大きく分けて「法的責任」、「政治的責任」そして「社会的責任」が存在する。 

第 1 の法的責任とは、背任や詐欺等の刑法犯的責任は別として第三セクター等の債務や赤字の

発生に対する一般的に「損害賠償責任」として判断される。すなわち、首長の故意・過失によっ

て地方自治体等に損害を与えその賠償を求めることができるか否かの判断である。より具体的に

は、経営判断原則に基づいてまず整理される。経営判断原則においては、善管注意義務がつくさ

れたか否かが判断のポイントとなり、行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等

が行なわれたか、および、その状況と首長に要求される能力水準に照らし不合理な判断がなされ

なかったかを基準として展開される。この意味で判断時・行為時の評価に基づく責任であり、事

後的・結果論的な評価に基づく責任ではない。したがって、地方自治体の首長が行為当時の状況

に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行なわれ、首長として要求される能力水準に照らし

合理的な判断が行われていれば、それは首長の裁量権の範囲の行動として正当化される。また、

首長の判断の前提となった情報提供側の責任、例えば第三セクター等の経営判断で重要な材料と

なった「収支見通し」を作成したシンクタンク等の責任も重要となる。この点に関して兵庫県青

野運動公苑事件の高裁判決においては、「本件事業計画においては、訂正の上引用した原判決「事

実及び理由」中の第 3 の 2 で認定した収支予測がなされており、ゴルフ部門については、全国

及び兵庫県のゴルフ場の利用者数推移、平均伸び率、利用料金、立地条件等を検討の上、信託期

間の収支予測をし、他の部門についてもほぼ同様の要素を検討の上、収支予測をしていることが

認められるところ、その収支予測が当時の経済状況や利用料金の伸び率等から見て不合理であっ

たとまでいうことはできない。なお、本件事業計画については、被控訴人（兵庫県）自身の承諾

を得ているものである。」として、収支予測を作成した受託者側に善管注意義務違反はないと判

断している。但し、従来の右肩上がり経済社会とは大きく異なる環境となる中で、変動やリスク

に如何に対応可能な予測か等、今後の合理性判断の質については政策面からも議論を必要とする。 

第2の政治的責任とは、政治家として地方自治体の首長が自らの進退や政治的正当性を有権者、

そして住民に問いかけるもので、その中心となるのは民主主義における選挙である。 

第 3 の社会的責任は、その定義においても極めて曖昧な概念である。法的責任、政治的責任も

ないと判断される中での社会的責任とは何か十分に議論し明確化する必要がある。法的責任は行

為時責任であり、社会的責任は多くの場合、結果責任として問われる場合が多い。行動時の判断

は裁量権の範囲と認定されてもその行動により赤字が生じたという「結果に対する責任」の追求

である。この領域での責任構造には自己責任と応答責任がある。自己責任とは、自らの判断によ

り生じた結果について自ら責任を負うものであり、自己責任は他者の判断・行動による結果には

責任を負わないことを意味している。これに対して応答責任とは、生じた結果を受け止めその原

因を明確にしつつ同様の結果が生じることを回避し政策・事業・組織等をよりよい質に進化させ

ていく責任である。政策議論としてこの政策進化への応答責任の重視も重要となる。

政政政政政政政政策策策策策策策策シシシシシシシシググググググググナナナナナナナナルルルルルルルル        
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台湾総統選挙結果と経済・政治 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

 
（資料） 財務省「貿易統計」から作成。 

 

2011 年の日本の貿易収支は、石油シュック時の 1980 年以来 31 年ぶりに赤字を記録する結果とな

った。為替レートが実効為替レートを大きく下回り円高水準にあり日本経済の輸出競争力が相対的に

低下する中で、日本の貿易収支赤字傾向が構造的に定着する危険性が問題提起されている。2011 年

の貿易収支赤字化の原因を分析すると、原油等の輸入価格の上昇に主たる要因があったことが分かる。

具体的に見ると、輸入は価格が上昇し数量も増加している。輸入価格の上昇は、原油、天然ガス等資

源価格の上昇が主因であり、数量の増加は原子力発電の停止による代替エネルギーの輸入量拡大、東

日本大震災発生による食料品等の代替輸入の拡大等による。これに対して、輸出は価格が横ばいで推

移した一方、数量が減少している。輸出数量の減少は、東日本大震災の発生、タイの洪水の影響等の

要因が大きい。中国等新興国の台頭による日本経済の競争力低下は構造的に進んでいるものの、2011

年の貿易収支赤字化は資源動向によるものとなっていることが分かる。しかし、日本の貿易収支の黒

字構造は大きく揺らいでいる。新興国の台頭により原油、天然ガス等の資源価格が上昇しやすい環境

にあるほか、原子力発電の停止が長期化すればその代替エネルギー確保のための輸入数量増加をもた

らす。それにより輸入価格・数量ともに構造的に貿易赤字を定着させる要因となる。加えて、日本経

済の金融緩和政策からの出口戦略が明確化しない中で長期化すれば、為替レートの金融リスク的動向

を強め円高が一段と進むとさらに貿易収支は赤字化する。その影響は、全体として経常収支にも及ぶ

ことになる。 

こうした貿易収支の赤字化は、貯蓄の減少と共に日本国債の信頼性にも影響を及ぼす。その市

場の国債の信用を測るのに重要なのが CDS である。CDS とは「クレジット・デフォルト・スワッ

プ」 (Credit default swap) であり、クレジットデリバティブの一種として債権自体を移転すること

なく信用リスクのみを移転する取引である。最も取引が盛んなクレジットデリバティブのひとつとな

っており、銀行の自己資本比率を高める対策の一環としても利用される。2 月上旬の各国国債の CDS

レートは ・米国=35bp、・ドイツ=75bp、・日本=150bp、・ギリシャ=7500~12000bp、・中国=125bp

である。この CDS レートは高くなるほど当該国のディフォルトリスクが高まっていることを意味し

アアアアアアアアジジジジジジジジアアアアアアアアリリリリリリリリンンンンンンンンクククククククク        
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ておりギリシャでは 7500~12000bp、すなわち 7.5%から 12%ポイント分の保証料を支払わなければ

ディフォルトリスクを移転できない状況にある。日本国債は 150bp 程度である。通常 200bp で注意

レベル、400bp で危険レベルとされ、日本国債は 2008 年以降一貫して上昇し、現状では 150bp まで

上昇している。 
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クラウドが変える防災活動 

 ～東日本大震災における活用事例からの考察～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

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。情報通信技術の進化は、自助・共助・公

助の防災活動の適正化に大きく寄与するとともに、防災活動のあり方そのものを変革しつつある。東日

本大震災では、防災情報の伝達、安否確認、生活支援等の活動を支えるコミュニケーション基盤として、

インターネットの有効性が改めて示されたところである。また、新たな情報通信技術の潮流であるクラウド

コンピューティングを活用した被災者支援のサービスがインターネットを通じ提供され、自助・共助・公助

の活動を助力するとともに、分断されがちな各活動をつなぐなど、従来にはない新たな情報活用のモデ

ルが提示されている。本稿では、東日本大震災時におけるクラウドの活用事例を踏まえ、クラウドという情

報通信技術の革命が防災活動をどのように変革するのか、その可能性について考察する。 

 

１．クラウドの概要 

（１）クラウドとは 

（ａ）クラウドの特徴 

クラウドとは、インターネットを通じ様々な情報サービスを利用する技術・サービス等の総称である。クラ

ウドの利用により、情報システム利用に係るコストを大幅に削減するとともに、システム利用の自由度を大

幅に向上することができる。従来は、情報システムは利用者が「所有」し管理するものであったが、クラウ

ドは情報システムを多数の利用者が共有する、水道や電気といった社会システムに近しい性質をもって

いる。利用者は、水道の利用時に浄水場や水道管の存在を意識することがないのと同じく、システムの

存在を意識することなく利用することができる。 

（ｂ）クラウドの基本構造 

クラウドは、富士通グループの整理では図

１の通り、５つの階層（レイヤ）で構成される。

下の階層ほど、標準的技術要素が高くなり、

上に行くほど利用者の個別要件が強くなる。

上の２つのレイヤ、SaaS と DaaS は、組み合わ

せて利用するものである。SaaS は業務システ

ムの管理者の側面、DaaS は、システムのエン

ドユーザの側面からみたサービス提供基盤

である。下の２つのレイヤ、IaaS と Network は、

クラウド上で提供するアプリケーションを支え

るシステムの基盤である。従前のネットワーク

機器、サーバ類といったものに相当する。利用者は、通常のサーバ等を購入するとの同じように、カタロ

グ等で示された仕様（スペック）に基づきサービスを購入する。中央にあるレイヤ、PaaS は、アプリケーシ

ョンとシステム基盤をつなぐ、アプリケーションの基盤である。汎用的に使われることが多いサービス、例

えば運用管理のツールなどが提供される。 

事事事事事事事事例例例例例例例例研研研研研研研研究究究究究究究究        

SaaS Software as a Service アプリケーション

DaaS Desktop as a Service デスクトップ環境

PaaS Platform as a Service アプリ基盤

IaaS Infrastructure as a Service ｻｰﾊﾞ・OS・ﾐﾄﾞﾙｳｪｱ

Network Netweork Service ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ

図１ クラウドが提供するサービス 

の階層（レイヤ） 
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クラウドでは、ユーザが５つレイヤのサービスを自由に組合せ、自由な期間で利用できる。これは、クラ

ウドの本質である「集中化」による規模の経済によるメリットと、インターネットが可能にした「分散化」によ

る処理が可能にしたものである。また、クラウドは、「雲」のごとくクラウドの基盤そのものが柔軟に変更す

る。従来のデータセンターは、個々のセンターに閉じてサービスを提供することが一般的だったが、クラ

ウドは、必要なシステムリソースに応じて、クラウドそのものがハイブリッドに融合する。利用者のみならず、

クラウドの提供者側にとっても、集中と分散は、重要なキーワードである。 

 

（２）クラウドの特性 

図２で示す通り、クラウドは従来の情報システ

ムにはない５つの特性を有している。 

クラウドの第一の特徴は、「信頼性」と「安全

性」である。災害などにも耐えられる堅牢な建

物内にシステムを設置し、データを確実に守り、

システムを止めずに利用できる。阪神淡路大震

災の際には、データセンターが持つ「信頼性」

と「安全性」が有効に機能したが、その利用は

一部の大企業、政府機関に限定されていた。

これらのサービス品質は、従来のデータセンタ

ーでも提供可能なものであるが、クラウドにより

安価に利用できるようになり、利用の裾野が拡大している。 

従来のシステムにはない、クラウドならではの特徴が、「即時性」、「柔軟性」、「融合性」である。東日本

大震災の際に提供された被災者を支援するサービスは、クラウドでなければ実現できなかったものであ

る。例えば、Google 社は、震災発生後からインターネット上に安否確認を支援するパーソン・ファインダ

ー等の被災者を支援するサービスを、短時間に次々と提供した。これらは、いつでも・すぐにできる「即

時性」、利用者に都合に合わせられる「柔軟性」、既存のシステム資産等といった多様なサービス・デー

タと結合できる「融合性」というクラウドの持つ新たな特性を活かしたものと評価される。 

 

２．災害時における諸活動と情報 

（１）災害時における各主体の活動 

（ａ）災害時における各主体の役割 

災害時は、被害の最小化に向け３つの活動が行われる。まず、災害時における活動の基本活動であ

る自らの安全は自らが守る「自助」である。次に、町内会等、地域のコミュニティを中心とした支え合いを

行う「共助」である。特に単身世帯の高齢者などの災害弱者は、日頃からの「共助」が重要な役割を果た

す。最後に、地方自治体、国などが中心として活動する「公助」である。これら３つの主体による活動が相

互に連携し、互いの強みを活かして被害の最小化に取組むことが求められている。 

（ｂ）時系列から整理した災害時の活動 

図表３の通り、時系列で整理すると各主体の災害時の活動は、中央に位置する人命救助を中心とし

た災害の発生から 72 時間までの「災害応急対策」、災害発生の前の活動の「災害予防・事前対策」、緊

急時から平常時への移行をはかる「災害復旧・復興対策」の３つに区分される。 

信頼性 安全性

融合性即時性

柔軟性

物理的制約

からの解放

いつでもいつでもいつでもいつでも・・・・すぐにすぐにすぐにすぐに

いつでもいつでもいつでもいつでも確実確実確実確実にににに

利用者利用者利用者利用者のののの都合都合都合都合

にににに合合合合わせてわせてわせてわせて

多様多様多様多様ななななサービスサービスサービスサービス

・・・・データデータデータデータとととと結合結合結合結合

安心安心安心安心・・・・確実確実確実確実にににに

図２ クラウドの特性 
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「自助」、「共助」、「公助」の活動は、各時

系列の段階で大きく割合が変化する。予防時

は、国・地方自治体等の公助の役割が大きく、

応急対策時は地域住民の自助、共助の役割

が大きい。復旧・復興段階においては、国・地

方自治体が地域住民等の関係機関の調整

役となる必要が生じ、再び公助の役割が大き

くなる。各主体の活動の重要な鍵を握るのが

「情報」である。特に災害発生後の活動につ

いては、「情報」の有効活用が、活動の成否

を決定すると言っても過言ではない。 

「災害予防・事前対策」は時間との戦いで

あり、その鍵を握るのが、現場の意思決定を支援する、情報の正確性と迅速性である。「災害復旧・復興

対策」は、業務効率化の観点から、情報を戦略的に使うマネジメントが求められる。 

 

（２）東日本大震災時におけるクラウドの活用事例 

東日本大震災における富士通グループの支援活動のうち、先述のクラウドの特性を踏まえ以下の３つ

の事例を紹介する。 

（ａ）事例①：被災地における医療活動支援 

生活（健康）情報

スケジュール

基本情報

医師

○診察スケジュール

○診察場所

○診察に必要な健康情報 等

を受信

患者宅

訪問

医師

○診察内容等を送信

 
※富士通ホームページより作成 

図４ 石巻市における高齢者医療におけるクラウド活用 

 

「柔軟性」というクラウドの特性を活かした高齢者医療における活用事例である。東日本大震災では、

多くの医療機関も甚大な被害を受けた。震災前は、自宅の近くの医療機関で受診することができたが、

震災後は、遠方まで通院する必要が生じており、とりわけ仮設住宅で暮らす高齢者の負担が非常に

高くなっている。通院せずに受診できるよう、患者宅に医師が訪問できる在宅医療の取組みを進めて

おり、医師を支える情報基盤として、クラウドを活用している。 

在宅医療を支える、患者の基本情報、医師のスケジュール、患者の生活・健康情報は、クラウド上

災害予防・事前対策 災害応急対策 災害復旧・復興対策

自助
自助

共助

公助

共助

公助
公助

共助

自助

図３ 各主体の防災活動の時系列整理 
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で一元管理されている。医師は遠隔地から、訪問する患者の情報やスケジュールを受け取り、効率的

に診察することができる。クラウドが在宅医療を支える情報基盤として機能することで、医療関係者が

いつでも情報を共有することが可能になり、被災者の高齢者が通院しなくても受診することが可能にな

る。現在は、文書化できる情報の共有が中心だが、今後は、東京と被災地をクラウドで提供する映像

システムでつなぎ、遠隔医療を実施することも検討している。 

 

（ｂ）事例②：避難所情報管理 

施設情報

設備情報

食料等の情報 避難者情報

支援者情報

要望情報

様々な形式のデータをそのまま登録

各種データを横断的に検索可能

なデータベース構築

個々の目的に応じて横断的に検索

・・・・・・

 

※富士通ホームページより作成 

図５ 石巻市における高齢者医療におけるクラウド活用 

 

「即時性」、「柔軟性」、「融合性」といったクラウドの特性を活かした被災地の避難所支援における活用

事例である。避難所には、安否確認に必要な名前などの「被災者情報」、被災者を支援するボランティア

等の「支援者情報」、不足している物資などの「要望情報」など、刻々と変化する様々な情報が集まる。こ

れらの情報は、避難所と避難所外とをマッチングさせる重要な情報であるが、個々人がバラバラに対応し

ていたのでは、やりとりが重複し必要性が低くなった物資が大量に届くなど、支援が偏在化するなどの事

態を招く懸念がある。そのため、マッチングをコントロールするための情報基盤が必要となるが、通常の

情報システムを構築するプロセスである、利用者のニーズを聞いて仕様を固めるといった作業を行う時

間を確保することは事実上困難である。刻々と状況が変わるなか、必要な機能要件を明確に定義する手

順を踏まずに、即時、避難所を支援するための情報基盤を構築する必要に迫られていた。そこで、クラウ

ド上に様々なデータを横断的に検索できる柔軟性の高いデータベースを、構築し提供している。 

クラウド上には、整理の形式（フォーマット）の異なる様々なデータが登録されている。通常は、データ

ベースは正規化という作業を行い、データのレイアウトを統一化しなくては、様々な検索を行うことができ

ない。しかし、一刻を争う中、データを正規化する時間を確保することができないため、テキスト検索のデ

ータベースエンジンの技術を使い、データレイアウトを変更することなく、個々の目的に応じて、様々なデ

ータを検索することができる情報基盤を、わずか８時間で構築することに成功している。このシステムは、

宮城県の避難所の９５％にあたる４５３の避難所で使われている。これは、クラウドの持つ「即時性」、「柔

軟性」、「融合性」の特性を活かした事例であると評価される。 
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（ｃ）事例③：被災動物救護支援 

「融合性」といったクラウドの特性を活かした被災動物の救護支援における活用事例である。大震災か

ら１０ヶ月以上経過した現在も、飼主のもとに戻ることができない動物が多数存在するため、被災地では、

飼主が分からない動物をどうぶつ保護センターで預かり、飼主が現れるまで日々管理している。保護し

た動物の基本的な情報や、日々の健康状態を管理する情報基盤が求められとともに、飼主と保護した

動物のマッチングをはかる情報基盤が求められていた。そこで、動物の状態を管理する情報基盤をクラ

ウド上に構築するとともに、従来からあるマイクロソフト社のサイトである「MSN ペットサーチ」に情報を連

携させ、被災して動物を探している飼主や、行き先のないペットを引き取ってもよいと考えている方々と

保護している動物のマッチングをはかる機能を提供している。本事例は、事例①と②の特性を融合させ

たものである。今回提供した機能は、従来からあったクラウドのサービスをベースとしているが、クラウドの

「融合性」という特性を活かし、サービス間のデータ連携を行うことで、被災地のニーズにあったサービス

を提供している。 

 

３．クラウドを活用した防災活動の将来像 

（１）災害時における情報のライフサイクル 

（ａ）情報のマネジメントとライフサイクル 

情報は、生まれてから廃棄するまで、すなわちライフサイクルをマネジメントすることが重要である。情

報のマネジメントの基本原則は集中管理である。一方、災害は広域的に影響を受けるため、情報に関し

ても分散的な処理が求められる。集中と分散というクラウドの本質は、災害時における情報基盤にふさわ

しいものであると評価できる。 

情報のライフサイクル

収集収集収集収集 伝送伝送伝送伝送 蓄積蓄積蓄積蓄積

防

災

活

動

公

助

共

助

自

助

分析分析分析分析・・・・予測予測予測予測 利用利用利用利用

①センシング・ロボット等

②高信頼性無線ネットワーク

③-1
クラウド

（IaaS）③-2
クラウド

（SaaS）
・安否登録

公

衆

網

③-2
クラウド

（SaaS）
・安否確認

・避難誘導

・災害情報提供

(Web-GIS)

③-3
クラウド（SaaS）
・被災状況映像ＤＢ

・GPSｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

③-4
クラウド（SaaS）
防災ｼｽﾃﾑ

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

：従前にはない新たな技術 ：既存の技術

○○○○音声音声音声音声・・・・画像解析画像解析画像解析画像解析（（（（ロボットロボットロボットロボット））））

○○○○音声音声音声音声・・・・テキストテキストテキストテキスト解析解析解析解析（（（（住民住民住民住民））））

 

図６ 災害時における防災活動と情報のライフサイクル 

 

図６は、災害時における各主体の活動と情報を時系列で整理したものである。縦軸に防災活動、横軸

に情報のライフサイクルを示している。 

自助・共助の活動は、インターネットやモバイルデバイスの普及、SNS 等の新たなサービスの登場によ

り、劇的に変化した。収集→伝送→蓄積→分析（整理）→利用 の各段階において、先述の事例をはじ
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め、利用者が膨大な情報を逐次収集し、登録した情報を有効活用する情報基盤ができつつある。しかし、

これらの情報は、利用者の「主観」に基づくものであり、情報の正確性を担保していない。政府機関が中

心となる「公助」の活動を支える情報基盤として活用するには、信頼性の観点から適切とは言えない状況

にある。 

公助の活動は、情報のライフサイクルのうち、「利用」のフェーズが最も重要である。自らの活動だけで

はなく、自助、共助の活動が適切なものとなるよう、その前段の「分析・予測」のプロセスにおいて、信頼

性の高い情報に基づき、適切な活動を促すための情報を導きだし、その情報をより正確、迅速に、適切

な主体に提供する必要がある。利用にあたっては、携帯電話、デジタルテレビ、インターネット等、公的

機関からの情報を入手する方法が多様化している。今、「公助」の情報活動で不足しているのは、「分

析・予測」の活動である。活動が限定される理由として、分析・予測をするための動的なデータ、すなわ

ち災害進行中に逐次入手したい情報が不足していることがあげられる。 

（ｂ）ロボットという新たな「目」 

無線技術とロボット技術の革新は、防災活動を大きく変革させる可能性を秘めている。現在、情報の

収集手段は、人間を中心とした従前からの活動を通じて得られるものに限定されている。災害活動時に

本当に欲しい情報は、人間が入れないエリアの情報や、人間では感知できない客観的な数値化できる

情報など、人間では収集することが困難な性質を持つ情報である。その情報収集の手段として、様々な

センサーを内蔵したロボット、そしてそのロボットを制御しロボットからの情報を自動収集する、高信頼性

無線ネットワークが重要な役割を果たす。ロボットを活用することで、公助の情報のライフサイクルの「収

集」・「伝達」が劇的に変化し、そこで得られる信頼性の高い膨大な情報が、今までにはない「分析・予

測」をもたらす可能性を秘めている。 

 

（２）クラウドを活用したデータ分析機能 

（ａ）ロボットが変える災害時の情報収集活動 

「収集・伝達」で得られる映像、音声、テキスト、センサー情報といった様々な情報には、自動的に日時

と位置の「タグ」と呼ばれる情報が付与される。このタグ情報は、次の「蓄積」の段階で重要な役割を果た

す。情報を分析し予測するためには、情報を整理し、蓄積する必要がある。整理されていない情報は、

有益な情報とそうではない情報との区別ができない、玉石混合の状態にあり、このような状態では、どん

なに高性能なコンピュータで解析しても、情報を有効に活用するには限界がある。「日時」と「位置」のタ

グ情報は、情報を整理するための基本情報であり、情報を整理するための道しるべとして使われる、極

めて重要な情報である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18                       政策研究 2011 No.11 

 

（収集する情報）

○映像

○音声

○その他センシング情報

（自動的に付与する情報）

○日時

○位置情報

クラウド

ロボット

（収集する情報）※携帯

○映像

○音声

○テキスト

（自動的に付与する情報）

○日時

○位置情報

住民

GIS
マップ

（映像・音声）

収集収集収集収集・・・・伝送伝送伝送伝送 蓄積蓄積蓄積蓄積 予測予測予測予測分析分析分析分析

GIS
マップ

（テキスト）

位置情報・日時情報

をキーにGISマップ
上に整理

過去

データ

（自動分析）

○映像整理

○映像編集

○高被害地域の抽出

○不足情報の抽出

映像分析

（自動分析）

○高被害地域の抽出

○不足情報の抽出

テキスト分析

既存データ
○リスク分析

（重点活動地域抽出）

○ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ｺﾏﾝﾄﾞ管理

○防災拠点管理

○交通網管理

○人的資源活用予測

○避難誘導予測

意思決定支援

GIS
マップ

（統計）

住民に情報提供

行政の防災活動に活用

情報のライフサイクル

（収集する情報）

○映像

○音声

○その他センシング情報

（自動的に付与する情報）

○日時

○位置情報

クラウド

ロボット

（収集する情報）※携帯

○映像

○音声

○テキスト

（自動的に付与する情報）

○日時

○位置情報

住民

GIS
マップ

（映像・音声）

収集収集収集収集・・・・伝送伝送伝送伝送 蓄積蓄積蓄積蓄積 予測予測予測予測分析分析分析分析

GIS
マップ

（テキスト）

位置情報・日時情報

をキーにGISマップ
上に整理

過去

データ

（自動分析）

○映像整理

○映像編集

○高被害地域の抽出

○不足情報の抽出

映像分析

（自動分析）

○高被害地域の抽出

○不足情報の抽出

テキスト分析

既存データ
○リスク分析

（重点活動地域抽出）

○ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ｺﾏﾝﾄﾞ管理

○防災拠点管理

○交通網管理

○人的資源活用予測

○避難誘導予測

意思決定支援

GIS
マップ

（統計）

住民に情報提供

行政の防災活動に活用

情報のライフサイクル

 

図７ 災害時における情報のライフサイクルと情報処理過程 

 

（ｂ）クラウドが変える災害時の情報分析活動 

得られた情報は、①気温など、数値そのものが意味を持つ情報、②映像等の客観性は高いが、判断

が必要になる情報、③人の主観に基づくテキスト情報 の３つに区分される。このうち、「映像」と「テキス

ト」の情報は、人による判断のために使われている。そこでは、人間が認知できる範囲の情報に基づき、

経験と勘に基づく判断がなされている。これらの活動は極めて重要であり、最終的な意思決定は人間が

下すべきであるが、判断できる範囲が限定されるとともに、意思決定の方法が個人の素養に大きく左右さ

れる状態にある。これら意思決定活動の強化に向け、膨大なデータを活用し、「量」が「質」を産むクラウ

ドの解析技術の活用をはかることが期待される。 

映像分析では、膨大な映像データを整理・編集し、高被害地域の抽出や不足している情報を抽出す

る作業を自動化することが技術的には可能である。テキスト分析でも、住民等から得られたメール等の膨

大な情報から、同じく高被害地域の抽出や不足している情報を抽出する作業を自動化することが可能で

ある。「リスク分析」、防災時活動の優先順位や資源管理を行う「インシデントコマンド管理」等の意思決

定活動を支援する参謀役として、クラウドの解析機能を有効に活用することで自助、共助、公助の活動を

大きく飛躍させることが期待できる。 

 

（３）クラウドが実現する新たな災害情報基盤 

（ａ）過去・現在・未来をつなぐ新たな災害情報基盤 

クラウドの持つ、膨大なデータの蓄積・解析機能は、災害後に収集するデータだけを対象とするもので

はない。災害発生前の膨大な既存データを活用することで、解析の範囲の拡大や精度の向上をはかる

ことが期待される。 

図８は、災害情報を過去・現在・未来を繋ぐ、クラウドが実現する新たな災害情報基盤のイメージであ

る。左に位置する既存のデータ、右に位置する災害後の収集データを一元的にクラウドで管理し、過去・

現在・未来のデータを蓄積・収集する。これらのデータを位置情報等で整理・分類した上で、現在の災
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害情報システムでは実現できない、よりきめ細かい解析・分析を行い、その情報を、インターネット等を介

し必要とする各活動主体に送信し、迅速・効果的な災害活動の意思決定に寄与することが期待される。 
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図８ クラウドが実現する新たな災害情報基盤のイメージ 

 

（ｂ）情報粒度という新たな課題 

新たな情報基盤の実現にあたっては、情報の粒度の違いの解消という新たな課題がある。様々なデ

ータは、「時間」と「場所」というタグ情報を道しるべに整理されるが、「場所」のデータには、その整理する

上での粒度、すなわち情報が扱っているエリアの範囲の大きさが、データにより大きく異なっているという

問題がある。通常、位置を示す情報は、最終的には地図情報と連携させるため、一定区間で区切った

「メッシュ」により整理されるが、このメッシュの単位が情報源により大きく異なっている。より、きめ細かい

情報をピンポイントで適切な主体に提供するためには、このメッシュの単位を細かくする必要があるが、

「場所」のメッシュの単位が大きい情報があり、その情報が解析にあたって極めて重要な情報である場合、

メッシュの単位をそれ以上細かくできないといった問題が生じる可能性がある。他の情報から位置情報を

推察する解析方法等、新たな技術の登場が望まれる。 

（ｃ）防災活動におけるクラウドの可能性 

クラウドの持つ集約と分散という特性は、減災に大きく貢献する情報基盤として機能することが期待さ

れる。東日本大震災においても、ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）に代表されるように、「人と人」

をつなぐための道具として極めて重要な役割を果たした。今後は、クラウドの持つ解析技術を更に活用し、

ロボットをはじめとした機械間を情報でつなぐ取組み、すなわち M2M（Machine to Machine）の領域や、

現在と過去をつなぐことで、次世代の防災情報基盤として更に減災に貢献することが期待できる。 

情報を活動の道具や副産物と捉えるか、資源と捉え新たな価値を生み出す社会基盤と捉え情報シス

テムを構築するかどうかは、情報に対する本質的な理解に左右される。クラウドは、情報の資源価値を高

める新たな社会基盤としての可能性を秘める。東日本大震災から得られた知見をもとに、クラウドを最大

限に活用した新たな防災情報基盤の構築を進め、国民の生命と財産を守る防災活動のより一層の強化

をはかることが期待される。 


