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NTTコムウェア製品＆サービス紹介

　近年、地震や津波、豪雨による水
害などの災害が各地で起きています。
こうした災害は、どれほど用心しても
避けられません。そこで災害発生を防
ぐ“防災”の視点にとどまらず、災害
の発生を想定した上で何ができるの
かを考える“減災”が重要になります。
　減災を実践する上で自治体は、あ
らかじめ地域特性を考慮し、災害の
被害想定や的確かつ効果的な対策を
検討する必要があります。また、自
治体や政府による「公助」だけではな
く、地域住民が協力し合う「共助」、
自分で自分を守る「自助」の考え方を
広めることが被害を最小限にするポ
イントとなります。「タンジブル災害
対策支援システム」は、災害対策計画
の立案から発生時の状況把握ならび
に災害対策の実行支援に加え、平常
時に「災害想像力」の醸成を図り、「自
助」「共助」の在り方を学ぶ防災訓練
ツールとしてもご利用いただけます。

情報の錯綜や混乱が災害時の課題

　災害対策の現場では、情報の錯綜
（さくそう）や混乱により適切な情報
把握ができず、指揮・支援活動に支

障を来すことが少なくありません。
また、地図やファクス、関係書類な
ど膨大な「紙情報」で状況把握や連絡
を行うため、情報の関連付けや解析
に多大な労力が必要となります。さ
らに、紙の場合、誰が、どのタイミ
ングで、どのような指示をしたのか、
どの部隊がどう動いたのかといった
「対応履歴」が残りにくく、ノウハウ
の蓄積や後の改善策検討、防災計画
立案、災害対応マニュアル作成に生
かせないという課題があります。
　こうした課題を受け、昨今ではパ
ソコンを活用した状況把握や指示の
仕組みも開発されていますが、災害
対策現場では、自治体や消防隊、警察、
専門家など複数の関係者が集うため、
1台のパソコンをのぞき込みながらで
は迅速な検討ができないという問題
が指摘されています。

ペンを使って迅速に情報を記録

　「タンジブル災害対策支援システ
ム」は、キーボードやマウスではなく
デジタルペン（ペン型の入力装置）を
用いて、直接紙に書き込むように、災害
情報や対策を記録できる新しいインタ

「タンジブル災害対策支援システム」は、タンジブル・ユーザー・インターフェース*1技術を応用し、
デジタルペンとデジタルシートなどを利用することで、
従来通りの紙地図感覚で防災意識の向上・災害発生時の迅速な対応を支援します。

直感的操作で防災意識の向上と
災害発災時の迅速な対応を支援

意思決定者が現場に駆け付けられな
い可能性もあります。また、中央省
庁のような遠隔地との連携が必要な
事態もあります。そのような場合に
有効なのが、複数拠点で同一の情報
を共有できる仕組みです。
「タンジブル災害対策支援システム」
を使えば、デジタルシートに書き込ん
だ情報を、現場隊員の持つタブレッ
トなどにリアルタイムで表示させ*2、 
他拠点で稼働する同システムとデー
タを連動させることができるので、
リアルタイムな情報共有を実現でき
ます。

NTTグループの総力を結集して実現

「タンジブル災害対策支援システム」
のもう1つの特徴は、インターフェ
ースからソフトウエア、電子地図、
地図を描画するエンジンまで、全て
NTTグループが開発した技術や製
品であること、さらに、電話回線や
交換局、データネットワークなどの
社会インフラを構築・運用してきた
NTTグループの総力を結集して災害
対策のノウハウや知見が取り込まれ
ていることです。

ーフェース（タンジブル・ユーザー・イ
ンターフェース*1）を応用しています。
　ペンを使って直感的に操作できる
ので、パソコン操作に不慣れな方で
も、初めてツールを利用する方でも、
すぐに使いこなせます。使用する機
器は、ノートパソコンと小型プロジ
ェクター、デジタルシート（地図画像
を映す机上スクリーン）、アイコンを
選択するためのパレットシート（A4相
当）だけで、セッティングも簡単です。
　地図画像の表示は60インチ相当な
ので、複数の関係者が同時に書き込
みをしたり、情報を確認したりする
のに適しています。さらに、このシ
ートは画用紙のように丸めて収納で
きるので持ち運びも容易で、消防署
や自治体の会議室など、テーブルと
電源さえあれば、どこでも簡単に対
策本部を開設できます。

状況をリアルタイムで俯瞰的に把握

　地図上に、災害発生地点、被災状況、
避難経路、通行制限区域、救援部隊
の配置状況などをアイコンやペンで
簡単に示せるので、状況を俯瞰（ふか
ん）的に把握できます。また、河川監

視カメラやタブレットと連携させれ
ば、現場の映像や写真を地図上に表
示させて、リアルタイムの状況変化
を確認することも可能です*2。
　さらに、数値入力した情報をグラ
フ化したり、ペンで囲んだ範囲の面
積や、手書きした経路の距離を即座
に算出したりするなど、意思決定を
支援するツールも実装しています。
もう1つの特徴は、書き込んだ情報
が全て時系列で記録されることです。
災害収拾後には、あらためて関係者
や専門家を交えて、被害状況はどう
だったのか、どのような対応が必要
だったのか、別の対策がなかったの
かなどを考える“振り返り”が欠かせ
ません。「タンジブル災害対策支援シ
ステム」の履歴データを活用すれば、
将来の対策検討、新たな計画づくり
を容易に行うことができます。

現場と拠点の情報共有も実現

　災害発生時には、現場と消防本部
や、警察、自治体など複数の機関が
連携して対策に当たることが少なく
ありません。しかし、その際に道路
の渋滞や公共交通機関の停止などで、

対象のお客さま
・住民の防災意識向上を
 支援したい公共団体
・災害対策に関わる
 自治体・消防・警察等の団体
・職員の防災意識を高めたい企業
・公共インフラの管理を
 行う企業・団体

システム特徴
・デジタルペンにより
 手書き感覚で使える
・正確な位置情報の把握が可能
・軽快な地図動作を実現
・時系列で情報が記録され、
 将来の防災計画に有用
・遠隔地とのリアルタイムの
 情報共有が可能
・簡単に持ち運びが可能

COMWARE�S  EYE 直感的、かつ簡易な操作で災害対策を支援
「タンジブル災害対策支援システム」

1：タンジブル・ユーザー・インターフェース（TUI）Tangible（タンジブル）とは“実体のある”“触れて知覚しうる”という意味で、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）
メディアラボの石井裕教授が提唱した全く新しい操作感覚で、PCとそれを使う人間とのインタラクティブな関係を創る次世代のユーザー・インターフェース技術
2：タブレット対応はオプション

手書き感覚の直感的な操作性でシステムに不慣れな方でもすぐ使いこなせ、迅速な意思決定を支援します

システム構成イメージ 設置イメージ

基本構成 (スタンドアローン版 )

パレットシート
（A4サイズ相当）

サーバー（PC）

コンピューター
ケーブル

デジタルシート
（投射サイズ60インチ相当）

デジタルペン

超短焦点型プロジェクター
（卓上縦置き）

コンピューター信号入力　
DSUB15ピンミニ
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電子地図に手書き感覚で災害情報を書き込め、
防災訓練・意思決定を支援

タンジブル・ユーザー・インターフェースの 
採用により誰でも、どこでも、 
簡単に使える防災対応支援システム

── 開発の背景と苦労した点

佐藤　弊社では、2000年代前半から米国マサチ
ューセッツ工科大学（MIT）メディアラボの石井
裕教授と共同研究を行い、タンジブル・ユーザー
・インターフェースの1つである「センステーブ
ル」を実用化しています。この直感的に操作でき
るとのコンセプトを継承し2009年にシステム化

の範囲や詳細度などを
最適化しました。

── お客さまの声

武重　実際にお使いい
ただき、地図にさまざ
まな情報を書き込み俯
瞰できるので、非常時
にどう行動すべきかを
具体的にイメージでき
るとの声をいただきま
した。また、システム

したのが「タンジブル災害対
策支援システム」です。
宮下　開発に当たって苦労し
たのは、災害対策の現場や災
害訓練などに関わるさまざま
な課題を把握した上で、「誰で
も、どこでも、簡単にすぐ使
える」をコンセプトとして、従
来の紙地図を使った業務のプ
ロセスにデジタル化による新
たな価値を加えることでした。

構築だけではなく、防災アドバイザー育成用の教育ツー
ルから研修内容のコンサルティングまで、トータルソリ
ューションを提供したことを高くご評価いただきまし
た。防災センターの館長さまからは、来館した児童、生
徒たちがシステムに興味を持ってくれる操作性なので、
同伴されたご両親や先生方の防災意識向上にも効果があ
るとのコメントをいただいています。

── 今後の展望

宮下　現在導入を検討されているお客さまから具体的な
課題や要望を伺い、それにお応えできる機能を追加して
いきたいと思っています。次の開発テーマとしては、デ
ータ分析を駆使して、錯綜しがちな災害時の情報を絞り
込む技術や、避難情報を迅速に対象者へ伝達する仕組み
などを考えています。
武重　今回、釧路市さまにいろいろなご意見・ご要望を
伺った中で、土地の高
度情報を表示すること
が、避難場所を検討す
る際に非常に効果的で
あるなど、実践的な知
見をたくさん得ること
ができました。こうし
た知識やノウハウをシ
ステムと一緒にご提案
していくことで、安心
・安全な社会づくりに
貢献してまいります。

相良　地元の対策だけ
ではなく、広域災害対
策まで視野に入れてい
たので釧路市や近隣地
域だけではなく、北海
道全体の詳細地図を導
入したいとご要望され
ていました。しかし、
地図データの容量が大
き過ぎると表示速度が
落ちる可能性があるた
め、採用する地図情報

エンタープライズビジネス事業本部
第三ビジネス部 営業部門 担当部長
武重 一直

エンタープライズビジネス事業本部
第三ビジネス部 開発部門 担当課長
宮下 壮史

エンタープライズビジネス事業本部
第三ビジネス部 営業部門 課長代理
佐藤 賢二

エンタープライズビジネス事業本部
第三ビジネス部 営業部門
相良 義弘

COMWARE�S  EYE

「タンジブル災害対策支援システム」は、実際の現場でどのように活用されているのでしょうか。
開発および営業の担当者が、開発の背景や具体的な導入事例について語ります。

採用する地図情報の
範囲や詳細度などを最適化

導入先で得た知見を生かし 
安心・安全な社会づくりに貢献したい

【お問い合わせ先情報】
タンジブル災害対策支援システムの詳細な情報はWebでご提供しています。

http://www.nttcom.co.jp/bousai/タンジブル災害対策支援システム 検索

防災アドバイザーの育成・
支援にもご利用いただいています

── 営業現場でのアピールポイント

武重　東日本大震災以降、最近でも地震や水害、火山噴
火などの被害が各地で発生しています。このような災害
はいつ起きるか予測がつきません。日頃から、起きてし
まったときのことを考えておく必要があるのではないで
しょうか。それが被害を最小限に抑えることにもつなが
ると考えています。
佐藤　災害の被害を最小限に抑えるためには、国や自治
体等が取り組む「公助」以外に、自ら守る「自助」、地域
や身近な人で取り組む「共助」の連携が不可欠です。こ
うした取り組みの中で平常時の防災教育での「災害想像
力」の醸成や、発災時のおける「災害対応力」の向上に「タ
ンジブル災害対策支援システム」を活用していただける
ように提案しています。

発災時の被害を最小限に抑えるには 
住民の防災意識向上が不可欠

── 具体的な導入事例

武重　2014年7月、釧路市さま／釧路市消防本部さまに
本システムを導入いただきました。導入の目的は、防災
センターに本システムを設置して住民の方々の防災意識
を高めることと、発災時の広域災害対策支援や広域消防
業務を支援することです。
佐藤　釧路市さま／釧路市消防本部さまには、職員の発
案による「元気創造枠」として「防災マイ・まっプランナ
ー」という事業がございます。これは、地域や企業内に
災害発生時の避難計画や日常の備えなどを考えられる防
災アドバイザーを育成する施策で、この人材を育成する
ツールとして本システムをご利用いただいております。

── 導入時に工夫したこと

直感的、かつ簡易な操作で災害対策を支援「タンジブル災害対策支援システム」

従来の紙地図にデジタル化による
新たな価値を加えています


