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担当講義のキーワード

• ガバメント2.0 / オープンガバメント

• オープンイノベーションの場
• 産官学民協働型の公共情報システム



Code for Japan コーポレートフェローシップ

左から、神戸市、鯖江市、神戸市、横浜市に派遣された方々









Urban	Data	Challenge 	

•  データを駆使した「地域課題の解決」が 
最大の目的です！ 

•  地方自治体などの公共データを活用＆年間イ
ベント開催を伴う一般参加型コンテスト！ 

•  キーワードは「地理空間情報 x オープン」! 
•  年間イベント：全国30都道府県を「地域拠
点」とした活動（勉強会・アイデアソン・
ハッカソン・マッピングパーティ・Wikipedia
タウンetc）が基本！ 

出典：東京大学CSIS 瀬戸寿一 特任講師



出典：東京大学CSIS



各地でのマッピングパーティ・アイデアソン・ハッカソン 
-> 地域課題の解決方法は一つではない！ 
http://urbandata-challenge.jp/category/2016/localhub16  

出典：東京大学CSIS 瀬戸寿一 特任講師



��

データポータルを通じた地方自治体オープンデータの 
一括配信も　http://udct-data.aigid.jp/ 

（2016.09時点：約2340データセット／約9,000リソース） 

出典：東京大学CSIS 瀬戸寿一 特任講師



Source:	h*p://bit.ly/udc-issues	�

地域課題オリエンテッドでの作品募集 
自由課題を含め65の課題（テーマ）を設定 

出典：東京大学CSIS 瀬戸寿一 特任講師

https://goo.gl/q5W3Zu （20171215）



• 『AED SOS』2013年アプリケーション部門金賞 
→クラウドファウンディング＆起業 
 
 
 

• 『さっぽろ保育園マップ』2014年アプリケーション部門金賞 
→Code for XXによる他地域（生駒、徳島、流山…）への展開 
→オープンソース化により，静岡県湖西市の福祉マップへ応用 
 
 

• 『MY CITY FORECAST～あなたの街の未来予報～』 
　　2014年アプリケーション部門銀賞／水戸市長特別賞 
→自治体担当者との意見交換・市民／職員研修 
 全国版リリース＆3地域でのワークショップ 
 

• 『統計データ閲覧ツールSeseki』2015年アプリケーション部門金賞 
→北海道内の統計データの可視化、大学との共同研究 
全国版リリース 

歴代の受賞作品のその後（一部） 

出典：東京大学CSIS 瀬戸寿一 特任講師



https://mycityforecast.net/ （20171215）



https://resas.go.jp （20171215）



http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170602005/20170602005.html（20171215）



http://scienceportal.jst.go.jp/reports/other/20171206_01.html （20171215）
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横断的研究分野 

7研究科・1センター・1プラザ

医学 
看護学 
生活科学

理学 
工学 文学 

創造都市

都市健康スポーツ 
都市研究プラザ

地域貢献
防災 

ミュージアム国際連携 コミュニティ 
防災教育

都市 
防災研究

都市防災教育研究センター（CERD）

・住民 
・行政 
・専門機関 
・民間企業

地域連携

・大阪府立 
・兵庫県立 
・岩手県立 
・首都大 
・横浜市立 
・名古屋市立

大学連携



地域と創りあげる「アクティブラーニング災害訓練」

課題解決型でシナリオのない訓練

スマート端末により 

災害情報を受信
地域特性による災害リスクを 

考慮した訓練シナリオ

訓練対象は 
子ども達

自分達のまちが訓練エリア
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地域コミュニティ
が訓練協力



訓練参加者の地域を対象とした 

　　　　　アクティブラーニング災害訓練

❖ 従来の防災訓練は、地区・地域の潜在的な災害リスクを含む 
　様々な課題が十分に考慮された内容になっていない場合が多い 

❖ 事前に用意されたシナリオ通りの内容を実施するだけの 
　受動的な訓練になりがち
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 JST 科学技術コミュニケーション推進事業  
 問題解決型科学技術コミュニケ ーション支援ネットワーク形成型 
 「公立大学防災センター連携による地区防災教室ネットワークの構築」 

‣ 自分たちが住んでいる地域を歩き、 
      様々な課題を解決することにより、ゲームのように訓練を進める 

‣ 訓練本番や訓練協力者との事前準備を通じ、参加者だけでなく 
　　地域全体としてレジリエント（災害からの柔軟な回復力）な 
　　防災・減災力の向上が期待される
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地域と創りあげる「アクティブラーニング災害訓練」

可搬式ポンプによる消火訓練 ムラージュと傷病者対応

土のう作り体験 訓練のふりかえり



大阪市住吉区　　（https://www.youtube.com/watch?v=VYH0RjqdfMc） 
❖ 実施日：　2015年2月6・7日 
❖ 対象：　大阪市立大学の学生（留学生を含む） 
❖ 協力者・機関：　住吉区社会福祉協議会、住吉区医師会、株式会社久本組、 

大阪市営地下鉄あびこ駅、有限会社へるぷふる「生和園」、大空小学校、住吉消防署、 
住吉区役所、および住吉中学校の皆さま

大阪市平野区　　（https://www.youtube.com/watch?v=JO3rg-6zVvY） 
❖ 実施日：　2015年1月23・24日 
❖ 対象：　瓜破西中学校の生徒 
❖ 協力者・機関：　瓜破西地域活動協議会、介護付き有料老人ホームひだまりの家、 

瓜破水防分団、平野区役所、平野消防署、平野工営所、瓜破霊園、 
および瓜破西地域の住民の皆さま、瓜破西中学校の保護者の皆さま・教職員の皆さま

これまでの「アクティブラーニング災害訓練」
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https://www.youtube.com/watch?v=VYH0RjqdfMc
https://www.youtube.com/watch?v=JO3rg-6zVvY


拡張現実（AR）アプリ開発の背景

❖ 従来のシステムやアプリでは、デジタル地図上でしか防災・災害情
報を表現する方法がなく、実際の現場状況がどうなっているかは 
利用者の想像力に頼っているという課題 

‣ 現地（訓練する場所）で地理・空間的に認識することが可能 

‣ 現実により近い体験が可能となり、対応力の向上が期待される 

❖ 防災訓練のネガティブイメージ（暗い・楽しくない・面倒など） 

‣ ゲームのように楽しみながら訓練がおこなえる 

‣ やる気や継続性の向上が見込まれる 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https://www.youtube.com/watch?v=8AHcJXs5R0Q

ARアプリのデモ動画
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https://www.youtube.com/watch?v=8AHcJXs5R0Q


❖視聴覚的に警告をおこなう機能  

‣画面の色、効果音、バイブレーション（iPhoneのみ） 

❖  リアルタイムに変化する災害情報（火災、浸水、土砂崩れ、道路閉塞） 

‣タイマーにより災害を発災させる機能 

❖オープンなライセンスとして公開 

‣他地域における防災教育への活用 

‣様々な目的に応用可能 

‣ Code for コミュニティ等の外部団体との協働・共創を期待 

「CERD-AR」アプリの特徴 
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災害状況をイメージさせる仕掛け
【地図表示画面】 【AR表示画面】

災害範囲に入ると 
画面色が変化する

災害範囲に 
近づく・侵入すると 
警告音が鳴る
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＊仕様書の画面イメージ

赤：　火災 
青：　浸水 
黄：　道路閉塞 
茶：　土砂崩れ



火災範囲が広がっていく状況を設定

約30分経過約10分経過 約20分経過

（背景地図 © Mapbox © OpenStreetMap contributors）

【災害状況を変化させる仕掛け】
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タイマーにより仮想災害（赤・黄色円）が発生し 
それらが時間の経過とともに拡大していく様子 



「CERD-AR」アプリの特徴 
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❖視聴覚的に警告をおこなう機能  

‣画面の色、効果音、バイブレーション（iPhoneのみ） 

❖  リアルタイムに変化する災害情報（火災、浸水、土砂崩れ、道路閉塞） 

‣タイマーにより災害を発災させる機能 

❖オープンなライセンスとして公開 

‣他地域における防災教育への活用 

‣様々な目的に応用可能 

‣ Code for コミュニティ等の外部団体との協働・共創を期待 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行政が公開しているものより 

詳しい情報が集められている 

地域の防災マップ

アプリの中で活用するデータとして 

地域で作成された 

「防災マップ」の情報を活用
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そのほか、 

地域の方々との対話で得ら
れた情報　 

をもとに、 
体験学習向けのシナリオや 
アプリで使用するデータを準備

（例えば、地域で過去に起こった災害
や、不安に感じている箇所など) 



OpenStreetMap

ウィキぺディアのように 
自分達で地図データを作成
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地域の「Code for」 コミュニティ： CivicTechによる地域の課
題解決 

＊出典： Code for Japan 

【オープンなライセンスで公開する理由】



【アプリの実験的活用事例】 

御池台小学校の児童を対象とした体験学習

平成 28 年 12 月 6 日(火)に、堺市御池台地域を対象とした
災害訓練において、御池台小学校の5年生（約90名）向け 
体験学習支援ツールとしてARアプリ を活用した。

AR アプリを用いて解説している様子 
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訓練の様子（堺シティレポ）

https://www.youtube.com/watch?v=Fz0js3CdoMs&t=55s

平成29年1月14日 放送



【アプリの実験的活用事例】 

大阪市阿倍野区でのコミュニティ防災教室「防災まち歩き」

平成 29年 5 月 14 日(日)に、大阪市阿倍野区を対象とした防災まち歩きに
おいてARアプリ を活用した。まち歩きの中では、地域で起こり得る災害
（火災、浸水、土砂崩れ、家屋倒壊）を仮想的に発災させ、現場にて災害
リスクを確認した。また、まち歩き後のワークショップ 
（住民を含む参加者との議論の場）にて、議論の話題として活用した。

32



関西国際空港での地震津波訓練（2017/11/8）


