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マイナンバー導入と行政領域 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

今年 10 月から個人番号・マイナンバー及び法人番号の通知が始まる。その後、来年 2016 年１月から

マイナンバーの利用開始と個人番号カードの交付開始、2017 年１月から国の行政機関等での情報連携

とマイナポータル運用開始、そして、2017 年７月から地方自治体等での情報連携開始と続く。多くの

地方自治体で現段階では、マイナンバー制度のスタートに向けたシステム構築と整備、それに続く個人

番号カードの交付のスムーズな展開等実務レベルの取組みに追われている。とくに、①個人番号カード

の申請は制度的に任意となっている中で、地方自治体に普及の役割が課せられていること、②最終的に

行政の効率化に結び付けることが期待されていること、などから単なる情報システムとしてのマイナン

バーではなく、行政組織、行政行動の変革に結び付けることを視野に入れる必要がある。そこで、マイ

ナンバー制度と地方自治体の行政組織、公共サービスの関係について整理することにしたい。 
 
２. マイナンバーと行政領域 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）東京都中野区幹部養成塾政策研究議論で作成（2014.07） 
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マイナンバー制度と行政組織、公共サービスの関係を整理する際に、四つの事象に分けて考えること

が有用である。四つの領域とは。（１）庁内情報管理領域、（２）積極型公共サービス領域、（３）外部

化マネジメント領域、そして（４）民間オープン領域である。まず、各領域について概観する。 
 
（１）庁内情報管理領域 

庁内情報管理領域は、従来のタテ割り構造・閉鎖的行政組織の中で情報の適切かつ効率的な管理と活

用を図る領域であり、住民票、徴税や給付の分野が代表的であるほか、地域内の経済社会活動に関する

データ情報の管理・活用も含まれる。従来も住民票番号等で一定の管理は行われてきたものの、地方自

治体ごとに情報の管理や活用、企画部門を含めた庁内共有体制等質の面も含めて大きく異なっているの

が実態である。マイナンバー制度だけで完結する問題ではないものの、今回の「まち・ひと・しごと創

生」の地方版総合戦略策定において、庁内情報の体系的な把握・活用、さらには地域メッシュ情報の把

握・活用が極めて重要なことが認識されつつあり、その認識・活用のためのひとつの手段としてマイナ

ンバーは位置づけられる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）各区 2013年度決算書類より作成。東京都中野区幹部養成塾作成。 

 
たとえば、東京都 23 区において同じ税制を基本としながら、税の収納率に大きな違いがある。こう

した違いは地域経済社会情勢、収納方針等にも要因があるものの、それと並んで税徴収に関する情報の

管理・活用にも同様に大きな要因がある。タテ割り・閉鎖型の行政の従来領域でも、行政内の情報が地

域政策に十分に活かせる体制となっていない点があることは否定できない。 
 
（２）積極型公共―ビス領域 

（１）の庁内管理型と同様に行政閉鎖領域の情報を対象とするものの、行政内部のタテ割りを克服し

住民が必要としている公共サービス情報を個々の住民・世帯の状況に合わせて積極的に提供する、公共

サービスの需要サイド重視型への転換を模索する領域である。これまでの公共サービスは、行政側の視

点で情報提供を行うことを中心とした供給サイド型が基本であり、部局ごとのタテ割りでの情報提供、

住民から行政機関にアクセスする申請主義を基本としてきた。このため、住民側が情報へのアクセスコ

ストを負担し、住民側の得た情報が量的・質的に不足していれば、公共サービスの選択が制限的となる

「限定された選択肢」の構図の中にあった。こうした実態を情報面から改善し、住民が必要とする公共

サービスを住民が自ら十分に知り選択できる環境を形成する領域である。 
2017 年から開始予定の情報提供等記録システム「マイナポータル」は業務の効率化と同時に、公共
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サービスの質的改善も意図されている。住民の機会コストの概念を理解しイメージすることで、マイナ

ンバー制度を公共サービスの進化に結び付けるためのトリガー的要素の発掘が可能となる。機会コスト

は、現金主義を基本とする地方自治体等公的部門では理解が難しい概念である。機会コストとは、そも

そも希少性を前提とする概念であり、右肩上がりで新しい資源を追加投入できる時代にはあまり意識さ

れなかった。しかし、21 世紀において地方自治体では、財源も人材も時間も大きく不足し、あらゆる資

源が希少性を高めている。希少化する財源、人材、時間を少しでも比較優位の分野に投入し、より良い

公共サービスを提供することが求められる中で、機会コスト概念の活用は一層重要となっている。但し、

現段階では電子申請等マイナポータル活用に向けた地方自治体の具体的取り組みは一部の自治体を除

いては本格化していない。その背景にはマイナポータルに対する国の制度設計が依然不明確であるほか、

高齢者対策等多くの課題が存在している。2016 年１月以降マイナンバーの利用開始と個人番号カード

の交付が始まるものの、住民側にとってみると地方自治体間の利用が可能となる 2017 年７月まで個人

番号カードを保有するメリットが少なく、将来において如何に住民にとってマイナンバー制度が公共サ

ービスの質的改善に結び付くか具体的に明示して行くことが、個人番号カードの普及にも大きな影響を

与える要因となる。2016 年１月からの１年半をマイナンバーにとっての「死の谷」としない工夫が必

要となる。 
 

（３）外部化マネジメント領域 

外部化マネジメント領域は、庁内情報管理及び積極的公共サービス領域と密接な関係を有している。行

政内部の情報ではあるものの、個人番号カード等の活用により行政閉鎖型ではなく行政と民間が公共サー

ビスに関する情報を開放型で共有する領域でもある。指定管理者をはじめとした民間化の取組みは、職員

削減、財政負担の抑制、そして民間ノウハウの公的部門での応用等を意図して広範に展開されている。 
民間化の取組みは、単に職員数の削減や財政コストの抑制のためだけに行われるものではない。民間

化の取組みの本質は、既存の行政組織、パートナーシップ等行政と企業・住民の間の権限や責任で構成

される機能の再構築であり、その核となるのは情報共有、すなわち行政組織内部、そして民間とのパー

トナーシップを通じて展開される情報に関する集積と伝達移動の構図の再構築にある。情報は、組織・

地域の内外を問わない人間関係を形成するための中核的要素であり、民間化はパートナーシップを通じ

た官民の人間関係を形成する情報の集積と伝達移動の流れを変えることを意味する。そして、情報の集

積と伝達移動の流れが変わること、すなわち、情報化とは、効率的に人間関係の権限と責任の体系化を

図ることであり、ガバナンス構造の中核的要素となる。したがって、制度改革における改革行動のルー

ル化と新制度におけるコンセプトの認識共有においても、その前提として情報の集積と伝達移動の構図

に目を向けることが不可欠となる。 
既存の権限と責任の体系の効率化は、情報の集積に関する転換コスト要因と移動コスト要因から主に

形成される。転換コスト要因とは、情報の形態を変えることであり、具体的には行政においては申請書

類への記載、言語の翻訳、行政内部の書面主義等を意味する。これに対して、移転コストとは、窓口へ

の住民の申請や面談、書類提出、行政内部の稟議制度等に伴う負担である。マイナンバーにより両コス

トが誰にとって低減されたかが経済的負担だけでなく、公共サービスの質も含めた効率化を評価する場

合には重要となる。 
一方で、民間化の取組みは、これまで行政内に集積していた情報を分散化する機能を有している。従

来、行政が公共サービスを直接提供してきた段階では、活用の程度、統合の程度は別として行政内部に

直接的に情報が集積する構図にあった。具体的には、窓口業務や公民館等の業務の問題点や住民からの

意見等を一元的に把握することが可能であった。しかし、民間化により公共サービスが「そと出し」さ

れた場合、契約書類上は別として直接的に現場の情報を把握すること、すなわち公共サービスの質的問
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題等を一元的に把握することが難しくなる。仮に、民間化の発注担当部局までは情報がフィードバック

されても、行政組織として部局横断的に一元化し、民間化のノウハウの共有・応用や質の改善に向けた

集積化は、意図して展開されない限り極めて困難となる。民間化等が職員削減と同時並行的に行われた

場合、その削減対象が現場サイドであり企画や総務などではないとしても、企画や総務の機能の前提で

ある情報集積が劣化することに対する対処が必要となり、また、情報集積を高めればその情報を分析す

る管理職を中心とした能力の向上が不可欠となる。それなしでは、表面的に職員数や財政コストは抑制

されても、行政組織全体、そしてパートナーシップ全体の効率性はむしろ低下し、公共サービスの質と

持続性、さらには将来に向けた政策意図の形成力にリスクを抱えることになる。 
 

（４）民間オープン領域 

行政内で保有しているデータを個人情報に配慮しつつ可能な限り民間活動にも活用する領域である。

この領域に関して個人情報保護はもちろんのこと、行政内部に如何なるデータ情報が存在するかその棚

卸から必要となる領域である。欧米等では多くの分野の行政データを公開することで、透明度の高い行

政の実現を目指すと同時に、公共サービスの質向上も含めた効率性を図る取り組みが展開されている。

英国では、「Data Gov UK」で行政の集めた様々の分野のデータを利用しやすいように公表すると同時

に、郵便番号や通りを記入してエリアを限定し、地方自治体の道路の破損や不法投棄等の問題解決を図

る仕組み等も展開されている。 
 

３. 行政の業務効率化での課題 

2016 年１月からマイナンバー利用開始となっても、窓口で申請書のマイナンバーの確認やシステムでの検

索等の手法変更により、一定期間は業務増とならざるを得ない。中期的な視点で、2017 年７月から地方自治

体間情報連携が開始されると、電話・FAX 等で確認していた書類が、より効率的にやりとり出来ることなど

が期待される。さらに、国のマイナポータルに関する制度運用の詳細が明確となれば、地方自治体の業務の

効率化に資する仕組みとなる可能性を秘めている。 

マイナンバー制度の導入も最終的には、行政そして公共サービスの効率化に資する要因となり得る。しか

し、その導入過程、そして既存の見えない非効率を抱えたままマイナンバー制度を導入すると、合成の誤謬

を発生させ期待した効率化は実現しない。 

 

 

    【スリム化前】                 【スリム化後】 

         予算額・職員数                    予算額・人員数の削減 

                                    

 

                                      見えない                  

 

                                     非効率温存            

 

 

予算額や職員数を削減しても「見えない非効率」を従来同様温存したとすれば、全体に占める非効率の比

率は、むしろスリム化後の方が拡大する。その結果、効率化に努力するほど地方自治体の組織・機能が苦し

くなりスリム化努力が住民の利益に結び付かない実態をもたらす。こうした実態を克服するには、予算額等

の見直し、マイナンバーの導入・活用への工夫と共に「見えない非効率」を掘り起こし排除することが必要

 
見 え な い

非効率 

 
非効率の 

比率が拡大 

努力しても報わ

れない実態 
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となる。この掘り起こしにおいて、重要なトリガーとなるのが民間化である。但し、ここで指摘する民間化

とは、民間組織体に公共サービスを委ねること自体ではなく、委ねたことを通じて民間の発想や視点を行政

組織内に取り込み実践すること、そして行政では見過ごしがちになる地域情報を集積し分析することを意味

する。形式的な目標管理ではなく、そのプロセスの中に組み込まれたノウハウを公的部門も吸収し、民間の

異なる視点から自分達の「当たり前」を再発掘することである。 
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地方版総合戦略と超領域的政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

まち・ひと・しごと創生政策をはじめとして地域政策を考える場合、従来のタテ割りの視点ではなく

政策自体の複雑性やシステム的相互連関を重視しなければならないことは指摘するまでもない。創生政

策の地方版総合戦略でも当然のこと「地域性」が求められている。地域性とは、特定の業界等タテ割り

単位ではなく、地域経営として民間も含め横断的に形成され、効果が地域全体に帰着することを意味す

る。このため、様々な地域政策は単一の専門領域あるいは利害領域の外にはみ出し、複数の専門領域等

を繋ぐ超領域的アプローチを必要としている。しかし、現実には、各分野の専門家や行政等がタテ割り

の断片的制度の中で行動し、政策の超領域化に十分に対応できていないのが現状となっている。その現

状は、伝統的タテ割りと断片的検討手法によってもたらされている。この手法を完全に克服することは

困難なものの、同手法が持つ弱点・欠点を常に意識し改善する努力が不可欠となる。 
伝統的タテ割り、断片的検討手法には、①問題を狭く定式化する傾向が強いこと、このため、政策領

域が空白となりやすいこと、②分析のための理論も断片的に専門化しやすいこと、③価値規範に基づく

方法論が欠如しやすく方法の方法論に止まり易いこと、④信頼できる事実に関する知識、陰伏的な公理

的仮定、試論的な理論、概念的分類法、疑わしい仮説、隠された価値判断等様々な要素が混然一体とし

ていること、⑤政策志向的研究や政策決定、そして政治自体の重要な特徴が無視される傾向にあること、

⑥資源の制約を無視する傾向があること、⑦基準があいまいなため、流行に支配される傾向が強いこと、

などの課題が存在する。 
こうした課題を意識し、少しでも克服できるプロセスと組織形成が必要となる。それなしでは、多元

的な性格の問題を一次元のイメージで捉えやすくなるほか、問題をゆがめて認識したり、その政策の本

来の能力範囲を不注意に越えたりして、有効でない結論をもたらすことも少なくない点に留意すべきで

ある。 
以上は、政策自体の内容において留意すべき点であるものの、政策自体が超領域的内容を実現してい

ても、その政策の実施過程において断片性等が強まれば、政策の超領域効果は限定的となる。政策の内

容自体をより良いものにしていくことは重要である。同時に、政策の実行、すなわち政策過程自体に、

弱点・欠陥が存在することを認識する必要がある。 
認識すべき政策過程レベルの弱点・欠陥としては、①明確な目的を所与とした最適化が中心的問題と

なるのではなく、意思決定関与者の目的や価値規範が不明確でそれを明らかにすること自体が取り組む

べき中心課題となることが少なくないこと、②価値規範が絞り込まれず、目的のほとんどは複数の価値

を含むこと、③問題は異質価値観の上に形成され、異質価値観間の調整を含んだものになること、④政

策は目的と手段の多層構造であり、これを切り離すことが困難であり、目的・手段・分析の適切性に制

約が存在すること、⑤良い決定の基準は、最適な手段よりも、より多くの人たちが同意できるというこ

とに求められがちであること、⑥目的や手段の集合は網羅的ではなく、部分的に認識され比較されるこ

とが多いこと、⑦長期的な視野、広い視野、深い分析といった高度の能力が要求されること、⑧政策は、

様々な不確実性を抱えていること、⑨意思決定は、分析だけではなく、判断に大きく依存していること、

⑩政治的・組織的考察を含むことで、実施上の問題の考察を重視する必要があること、などである。 
まち・ひと・しごと創生、地方版総合戦略では PDCA サイクルの展開を基本としている。PDCA サ

イクルの実効性ある展開において、政策内容や目標と自信に超領域的要素が欠落しているのか、それと

も政策実施過程で欠落しているのか、その両者か常に意識し改善に取り組む必要がある。 

政策シグナル 
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スマートフォンと台湾政治 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）台湾行政院資料等から作成。（注）電子関連・半導体関連は、関連企業の売上高。 

 

台湾の 2015 年 1-3 月期実質 GDP 成長率は前年比 3.5%となり、昨年 10-12 月期同 3.3%に比べて加

速する動きとなり、経済の回復を示唆する内容となったものの、4-6 月期は同 0.6%と急ブレーキがかか

る状況となった。1-3 月期の好調が持続するかどうかのカギは台湾経済の７割を占める輸出にあり、輸

出の４割を占める対中国輸出の動向にあることは指摘されてきた。その輸出が大きく減速する動きとな

った。輸出が減少している要因としては、主力の IT 関連が①生産ラインのインドシフトが強まってい

ること、②主たる需要のスマートフォンが伸び悩んでいること、③中国企業の現地調達率上昇により台

湾依存が低下していること、④旅行等サービス輸出も円安等の為替要因から旅行客の日本シフト等が生

じているなどにより減少している。台湾経済は、半導体等 IT 関連を中心に成長してきたものの、IT 関

連企業の売り上げも減少しており、次の成長領域への移行が必要な時期となっている。Windows10 関

連の需要等は期待できるものの、従来型の IT 分野での持続的成長は難しい環境となっている。 
2016 年１月には台湾総統選が実施される予定であり、与党国民党、野党民進党の支持率からも与党

民進党蔡英文主席の圧倒的優位が伝えられている。対中融和策の加速を柱とする国民党に対して、現状

維持を柱とする民進党政権に交代すれば、より一層、次の成長領域の早急な模索がカギとなる。そのカ

ギと共に設備投資動向も大きく動くとこになり、新政権の脱スマホ政策の明確化が重要となる。 

アジアリンク 
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ASEAN 諸国における災害対策と ICT の活用 
株式会社富士通総研 公共事業部 藤本 光太郎 

 
はじめに 

近年、アジアの国々においては、津波、豪雨、暴風、洪水などとりわけ自然災害を中心に、早期警報

や緊急時対応など災害対策への関心が高まっている。筆者はここ数年、インドネシア、マレーシア、ミ

ャンマー、ベトナム等の ASEAN 諸国を中心に、災害対策を含む公共分野の社会課題の解決と ICT 利

活用に関する調査やコンサルティング活動に参画する機会を得ている。本稿はこれらの活動から得た知

見に基づき、ASEAN 諸国での ICT を活用した災害対策の今後の可能性について述べる 1。 
 
１．自然災害の特徴 

近年 ASEAN 諸国で発生した大規模自然災害を振り返ってみる 2。2004 年にはスマトラ沖の大規模地

震に伴いとりわけインドネシアでは津波による多数の死傷者が出た。2011 年にはタイ中部を中心に洪

水が発生し現地に進出している日系企業を含めて被害が拡大した。2013 年には巨大な台風がフィリピ

ンを襲い被害を受けた家屋は 100 万戸以上と推計されており、直近ではミャンマーで洪水が発生し被災

者は現時点で既に 60 万人以上、今も被害が拡大しているという。日本が阪神大震災や東日本大震災で

甚大な被害を受けたように、多くの ASEAN 諸国も様々な自然災害によって大きな被害を受けている。

これらの国々は経済の発展度合いにかかわらず自然災害と共にある地域と言っても過言ではない（表

１） 
表１ ASEAN 主要国・日本の基礎指標と災害による被害 

 ﾏﾚｰｼｱ タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ベトナム ﾐｬﾝﾏｰ 日本 
一人当たり GDP（US ドル） 10,337 5,391 3,578 2,567 1,595 846.2 46,838 
GDP 成長率 (%)  5.6 6.5 6.2 6.8 5.3 5.6 1.9 
人口 (千人) 29,518 67,911 245,525 97,594 88,772 60,976 127,249 
災害死者数：平均（人） 10 180 1,766 1,817 460 13,887 2,133 
災害による経済損失額：平均 
（100 万 US ドル） 

127.4 4,202.3 2,058.7 1,659.4 982.4 406.3 23,995.7 

出展：ASEAN, Selected Basic ASEAN indicators、UNISDR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 
2015、より加工。 

注１：一人当たり GDP、GDP 成長率、人口は 2012 年のデータ。 
注２：災害に関するデータは、マレーシア、インドネシア、ミャンマーは 1990-2014 年、ベトナムは 2005-2010 年、タ

イ、日本は 2005-2014 年、の（移動）平均値である。 
 

ASEAN 諸国は自然災害により死傷者や経済的損失等の被害を受けている点で共通しているものの、

国毎に最も被害を受ける自然災害に相違があることが分かる（表２）。災害別に死亡率と経済損失率を

見ると、マレーシア、ベトナムでは両指標ともに洪水の割合が高く、フィリピン、ミャンマーでは暴風、

インドネシアでは津波と地震、タイでは死亡率は地震だが経済損失率は洪水、日本は両指標ともに地震

である。これらの相違の主要な理由の一つは自然・地理的条件と自然災害の災害別の発生率が異なる結

果であるが、重要な点は、自然災害による被害拡大を抑止するために、管理すべき自然災害のリスクは

                                                   
 

1拙稿「ICT を活用した自然災害対策」、富士通総研『コンサルティング最前線』2013 年４月（湯川喬介氏との共著）、

も併せて参照されたい（http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201304/2013-4-1.html）。 
2 ASEAN 諸国を含むアジア各国で発生した災害の概要等の情報は、アジア防災センターの Web サイトに詳しい

（http://www.adrc.asia/disaster_j/index.php）。 

事例研究 
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国毎に異なるという点である。もっとも全般的に多くの国が洪水の被害に苦しんでいる点は共通してい

ると言える。 
 

表２ ASEAN 主要国・日本の災害指標 

 ﾏﾚｰｼｱ タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ベトナム ﾐｬﾝﾏｰ 日本 
災害別死亡率：地震（%） 11.6 72.1 6.5 7.9 - - 91.1 
同死亡率：津波（％） - - 89.7 - - - - 
同死亡率：暴風（%） 39.9 3.3 - 78.7 6.0 99.5 4.5 
同死亡率：洪水（%） 24.1 23.6 2.2 5.9 68.8 - - 
同死亡率：地滑り（%） 13.9 - - 5.6 2.9 - - 
災害別経済損失率：地震（％） 23.4 2.3 46.2 2.2 - 10.7 83.4 
同損失率：津波（％） - - 26.3 - -  - 
同損失率：暴風（%） 2.5 - 2.6 79.0 25.4 86.4 13.5 
同損失率：洪水（%） 60.0 95.9 18.4 17.3 69.5 2.9 3.0 
同損失率：地滑り（%） - - - - - - - 
出展：UNISDR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015 より加工。 
 
日本はこれまで地震のみならず、暴風（台風）や洪水の被害に苦しんで来ている。その点で日本は防

災や減災、つまり自然災害対策の課題解決先進国であって、ICT の活用を含めそのノウハウをこれらの

ASEAN 諸国に対して協力できる可能性が大きい。 
 
２．災害対策の主要論点 

（１）多数の行政機関の連携 

災害対策の主要論点の一つは、災害対策に関与する行政機関は多数におよび、これら多機関の連携が

求められる点にある。まず、ASEAN 諸国で頻繁に発生する洪水に焦点を当てた場合、灌漑等の利水と

堤防整備管理等の治水を行う農業系および建設系機関と、雨量や河川等の水位計測を担う気象系省庁な

らびに気候変動への適応策として自然災害対策の施策立案を担う環境系機関が代表的である。筆者が洪

水対策をテーマにベトナムで調査を行った際には、農村開発や河川管理を行う農業・農村開発省、気象

観測や気候変動対策の流れで防災対策を行う天然資源環境省が、相互に調整・協力しながら災害対策を

行っていた。さらに、災害種別にかかわらず災害発生時などの緊急対応、治安維持、復興活動の側面で

は、救援救難系機関、社会福祉系機関、保健系機関、警察や軍も重要な機関となる。また、情報通信系

の機関は、主として災害情報の収集や伝達に必要となる情報通信インフラの構築で関与することが多い。 
次に、これら多数の省庁、部局等の機関を束ねるため、国家元首ないし首長がトップを務める評議会

や委員会が組成され、全ての関連機関間の調整や指令機能を持たせる国が多い。例えば、マレーシアで

災害対策を統括する組織は、首相府に設置された国家安全保障評議会（National Security Council）で

あって、これが州等の下位の行政レベルに同構造で展開されている。行政機関トップ直轄の危機管理組

織が災害対策を司るという構造である。さらに、インドネシアの国家防災庁（BNPB）のように、危機

管理の意思決定に伴う関係機関との調整機能に加え、災害対策の統合的な施策立案と実施を実働組織と

して担う行政機関もある。 
 
（２）災害対策の三要素 

災害対策のもう一つの主要論点は、災害リスク管理（Disaster Risk Management）の観点から、災
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害発生への備え／予防（Preparedness／Prevention）、緊急時の対応（Emergency Response）復旧・

復興（Recovery／Reconstruction）の主要三要素を統合的に管理する点である。 
とりわけ、近年の国際的な議論においては、災害リスクを予め評価してリスクに備える、いわゆる「防

災」に力点が置かれて来ている。例えば、2005 年に採択された災害対策に関する国際的な合意の兵庫

行動枠組 2005-2015（HFA：Hyogo Framework of Actions）は５つの優先行動を策定しているが 3、

優先行動の３つは災害発生への備えや予防に関する行動であると言える。さらに、兵庫行動枠組の成果

と課題を踏まえ今年 3 月に採択された仙台防災枠組 2015-2030（Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction）4においても、社会経済活動に内包された災害リスクの理解や災害リスク軽減のためのイン

フラ投資といった優先行動が掲げられている。また、ASEAN 諸国においても災害リスクを統合的に管

理するための制度や組織を整備する例が見られる。例えば、インドネシアにおいては、前述したインド

ネシア国家防災庁、州や市レベルの地方防災局（BPBD）を設立し、組織構造を概ね前述の主要三要素

をそれぞれ所管する部局に分け、災害対策を統合的に実施する体制を整備している。 
このように、ASEAN 諸国での災害対策における ICT 活用を考えるにあたっては、多数の行政機関の

存在と連携、災害リスク管理の三要素を前提とする必要がある。 
 
３．災害対策におけるICT活用の領域 

（１）災害関連情報の観測や収集 

災害対策における ICT 活用の領域として、まず災害関連情報の観測や収集があげられる。いわばセン

シングと言われる領域である。以下、筆者が実際に現地行政機関から聞いたニーズの具体例を挙げる。 
・ 水害を防止するためには、ダムや堤防の整備の他に、水位を素早く知るためにカメラや計測機器の

設置が今後必要になる。【ミャンマー／農業系行政機関】 
・ スマトラ沖地震の後、日本を含めた各国の支援を受けてセンサー設置など津波早期警報体制が整い

つつある。今後の課題は、情報の正確さなど質の改善、異常気象や洪水など他領域の早期警報の実

現に向けたシステムの構築である。【インドネシア／研究系行政機関】 
このように進展度合いは異なるが、水位計の設置（写真）など、量および質ともにセンシングのため

の ICT 機器の整備の必要性は今後も見込まれると考えられる。これらの機器の設置に際し、とりわけ現

地の地方部においては電源や通信インフラの未整備地域がある点に留意が必要となる。 
 
（２）緊急対応センターの業務支援 

次に緊急対応センターないし危機管理センターの業務支援であって、これは消防や交通の指令センタ

ーに似たものである。このようなセンターに求められる機能としては以下のようなニーズがある。 
・ 他機関が保有する気象や観測情報、災害別、地区別のハザードマップ（写真）や被災情報を統合的

に管理し、同時にセンターの大画面に表示したい。【インドネシア／防災系行政機関】 
・ 水や食料等の必要物資の備蓄状況、避難所の設置箇所と収容可能人員など、災害発生に備えた情報

の管理が不十分である。【マレーシア／災害対策系企業】 
このようなセンターの業務支援として ICT 活用を行う場合、主要な課題の一つは他方面から正確かつ

迅速に情報を入手することにある。前述のとおり、災害対策に関係する機関は多数あるため、センター

                                                   
 

3 外務省、「災害に強い国・コミュニティの構築：兵庫行動枠組 2005－2015」骨子

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/kosshi.html）。 
4 外務省、「仙台防災枠組 2015-2030」骨子（http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page4_001062.html）。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/kosshi.html
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を保有する行政機関が他機関との調整や連携を通じて情報入手を確実に行うためには、法制度上の権限、

人材や ICT 整備を含めた執行能力の両側面が問われることになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真（左）：アナログの水位計（ベトナムの観測所にて筆者撮影） 

写真（右）：洪水のハザードマップ（インドネシアの災害対策行政機関にて筆者撮影） 

 
（３）コミュニティへの情報伝達 

次に災害が発生した、あるいは発生するリスクのある現場、地区や住民といったコミュニティへの情

報伝達である。いわゆる情報通信が力を発揮する領域と言える。災害に関する情報伝達手段としては、

ラジオ、テレビといった１対 N のマスメディアが依然として伝達力に優れていることは確かである。無

線、拡声器といった機器も経済性や伝達性の点で有効である。他方で ASEAN 諸国では日本と同様に携

帯電話やスマートフォンの普及が急速に進んでおり、以下のようなニーズが聞かれている。 
・ Facebook 等の SNS を通じて被災地と双方向コミュニケーションを行いたい。【インドネシア／災

害対策系行政機関】 
・ 地域住民の多くは PC を持っていないが携帯電話を持っているため、災害情報は携帯電話向けにも

伝達する必要がある。【マレーシア／災害対策系企業】 
今後、携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）を活用した各種警報の配信、スマートフォン

を活用した河川水位等の現場の情報収集といった取組が拡大すると考えられる 5。 
 
（４）気候変動への対応 

最後に、近年注目を集める気候変動への対応の分野である。つまり、気候変動の負の影響とそれがも

たらす災害リスクに如何に適応するか、あるいは備えるかといった政策課題の領域である。例えば以下

のようなニーズがある。 
・ 洪水対策は人的被害の回避だけでなく主要産業の稲作やエビの養殖を守るために必要である。近年

はメコン川の水位と水質変化がエビの養殖に与える悪影響を危惧している。【ベトナム／気象系行

政機関】 
・ 島嶼国のインドネシアにおいて膨大な森林資源の劣化や消失を効率的に管理する仕組みが必要に

なる。【インドネシア／国連機関】 
ICT 活用の具体的な可能性としては、水質や水位の監視、衛星や赤外カメラの画像による森林資源や

火災等の監視、など主としてセンシング領域が該当する。ただし、課題に全体として応えるためには、

                                                   
 

5 JICA、「携帯電話アプリを通じたジャカルタ首都圏の洪水状況見える化へ取り組み」

(http://www.jica.go.jp/indonesia/office/information/press/ku57pq00000qucl6-att/20150323.pdf) 
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複数の ICT の要素技術を統合的に組み合わせる必要がある。例えば、センシング機器、シミュレーショ

ン技術、地理情報の組み合わせである。これらによって、観測ないし識別された事象の解釈、つまり事

象の時間的かつ地理的な推移、対策後の改善効果の推測を可視化することが可能となる。 
 
おわりに 

日本はもとより、ASEAN 諸国のような新興国、発展途上国にとって災害リスクの管理は持続可能な

発展にとって不可欠な重要課題である。世界全体として気候変動が新たに災害リスクを増大させている。

さらに、とりわけ低所得国においては自然災害による社会インフラの損失とその回復費用が大きな負担

となる。例えば、低所得国においてその損失回復に要する費用の社会全体の維持に要する費用に占める

割合は、中高所得国に比べて数倍から数十倍程度と相対的に甚大であると指摘されている 6。前述のと

おり、ICT が適切に活用された場合、これら増大する災害リスクの評価や管理、ひいては損失の回復に

要する社会的費用の軽減の一助となると考えられる。災害対策における ICT 活用は、今後、ASEAN 諸

国における重要な社会的投資の領域になると見込まれる。 
筆者はこのような流れを念頭に、ASEAN 諸国における災害対策分野の ICT 活用について、現行制度

や業務の実態把握、基本構想の立案、事業性評価といった切り口で、プロジェクト形成に向けた活動を

継続して行きたいと考えている。 
 
 

                                                   
 

6 UNISDR, “Global Assessment Report on Disaster Risk reduction 2015”. 
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〈既刊テーマ一覧〉 

2014 No.11  制度進化のガバナンスと評価制度（２） 

 ギリシャ政治と金融市場 

 ロシア原油生産とアジア経済 

 既存道路での自転車走行空間整備に関する市民参画の取組み 

 ～都市計画道路富山駅西線を事例として～ 

 公民協働による災害時の福祉支援体制の構築 

2014 No.12  地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（１） 

 （創生法の特性と地方自治体の取組み） 

 まち・ひと・しごと創生とガバナンス形態 

 日中サンドイッチ論 

 自治体における在宅医療・介護の推進に向けて 

2015 No.１  地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（２） 

 （創生法の特性と地方自治体の取組み） 

 地方版総合戦略と政策の因果関係（直接性） 

 インド・モディ政権の改革政策 

 木質バイオマスエネルギーの利用拡大に向けた取り組み 

 （岩手県遠野市） 

 第三セクターの活用等に係るアンケート調査結果の整理・分析 

2015 No.２  地方公営企業と分岐点の下水道事業 

 米国デトロイト市の破綻・再生処理 

 上下水道事業の債務問題 

 台湾の経済発展段階と日本企業進出 

 愛知県小牧市における在宅医療の推進 

2015 No.３  「新国土形成計画」と内発的エンパワーメント 

 ふるさと納税と財政規律 

 中国地方政府の債務管理政策 

 「環境未来都市」構想による地域活性化への取組 

～官民連携による地域企業の海外事業展開推進～ 

2015 No.４  年齢構成の歪みと組織的リーダーシップ開かれた学習の場の重要性 

 ふるさと納税と税制課題 

 中国「新常態」とアジア新興国政策の転換点 

 マイナンバー制度開始直前の今こそ、自治体の独自サービスを検討してお

くべき 

－マイナンバーカードを活用するサービスのパラダイム転換－ 
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