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Abstract: We propose a dynamical access control database management system for disaster
information sharing. In disaster events, many kind of information can be effective to decrease
disaster damage, but some information such as personal safety information cannot be fully public.
It is needed to fine grained flexible access control.The system we propose can change data access
permission by stored contents dynamically.
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はじめに

災害時において減災につながる情報共有を行うには，
さまざまな災害に係わる情報システムをいかに連携さ
せるかが重要である．これらの情報システムには，災
害現場レベルの詳細な情報を扱うシステムから，都道
府県や国のようなマクロな情報を扱うシステムまでさ
まざまなものが存在し，また連携の形態も，市町村間
や現場での情報共有のような横の連携，市町村と都道
府県のような縦の連携など多様である．このため災害
時における情報共有を有効に実現するためには，多種
多様なシステムを縦横に柔軟に接続・連携させること
が重要な課題となる．しかし，従来のシステムは基本
的には各機関内において稼働させることに重点が置か
れ，自治体 (県・市町村) と防災関係機関 (交通機関，電
力・通信・ガスなどのライフライン企業) との間など，
必ずしも全体としての共有化が図られているとはいえ
ない [1, 2]．
一方，Web サービスなどを代表とする SOA (Service
Oriented Architecture) の考え方に基づくシステム構
築が注目を集めている．従来では，ある業務 (例えば防
災) の情報システムを設計する際には，その業務に関す
るあらゆる処理を単一のシステムで実現できるように
設計・実装してきた．それに対し SOA では，業務の
機能 (サービス) ごとに独立して動作するモジュールと
してソフトウェアを実現し，それらの機能を緩やかに
組み合せて業務に必要な処理を実現する．この考え方
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では，組み合せの手順などを XML などの汎用的な枠
組みを用いることで，サービスモジュールを個別に作
成することができ，モジュールごとの漸進的なシステ
ムの更新が可能となる．本研究では，この SOA の考
え方に基づき，各種災害対応システムを情報のアクセ
ス権限管理を含め，柔軟に連携させるためのシステム
アーキテクチャを提案する．
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情報の全共有と部分的共有

災害時には基本的には情報の共有が重要である．し
かしながら，取り扱いに注意の必要な情報が存在する．
例えばその典型的な例として個人情報がある．
個人情報は「個人情報の保護に関する法律」[3] によ
り保護が法制化されており，個人情報取扱事業者は本
人の同意無しに個人情報を第三者に提供してはならな
い．災害時の取り扱いに関しては，第 23 条第 1 項第 2
号にて「人の生命，身体又は財産の保護のために必要
がある場合であって，本人の同意を得ることが困難で
あるとき」には例外として個人情報を第三者に提供す
ることができる．例えば，
「大規模災害や事故等の緊急
時に，患者の家族等から医療機関に対して，患者に関
する情報提供以来があった場合」などはこれにあたる
[4]．

表 1: 阪神・淡路大震災 安否確認
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安否情報

安否情報のような個人に関わる情報は需要の大きな
情報がである反面，入手が困難な情報である．表 1 は，
阪神・淡路大震災後の調査 [5] で，家族や知人の安否情
報が必要であったと答えた人の割合である．これらの
地域では，当日で半数程度の人々が，家族や知人の安
否情報が必要であったと答えている．1 週間後になって
も 3 割を越える人々が必要であったと答えており，こ
の状況が解消されたのは 2〜3 割程度と低く，関心が高
い情報にも関わらず情報が入りにくい状況である．
この個人に関わる情報は取り扱いに注意が必要では
あるものの，災害時には重要な情報となりうる．ただ
し，どの情報をどの程度出すべきであるのかは必ずし
も明確でない．個人に関わる情報を共有することの危
険性と有効性はトレードオフの関係にあり，どの程度
まで出していくべきかは，ありうる使用状況と効果を
考えた上で，注意深く決めていく必要があろうと思わ
れる．安否情報の場合には家族や同じ地区に住んでい
る人に対しては公開する等，細かな指定が出来るのが
望ましい．
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災害情報規格化の重要性と課題

前節で述べた情報の共有範囲とともに情報の共有で
重要なのが，災害情報システム連係である．現在，さ
まざまな災害情報を扱うシステムが用いられているが，
それらは組織を越えて十分に連携されているとはいえ
ない．例えば，ほとんどの自治体では入ってくる情報
を整理し，現在の状況を上位機関に報告する作業に膨
大な手間が取られている [6]．現場と災害対応機関，自
治体とその上位機関の連携がコンピュータシステムを
通してスムースに行えるようになれば，単なる集計作
業などに人手を割かずに済ませることができる．しか
しながらこのような関係各組織間のスムースな連携を
行えるようにするには現在のところ課題も多い．大き
な技術的な原因の一つは，各組織間での共有に必要な，
情報の表現方法の標準化がまだなされていないことで
ある．災害対応調査等で災害対策本部等でどういった
情報がやりとりされたかといった調査がこれまで行わ
れてきている [7] が，これらはコンピュータ上で扱え
るものというよりは，より概念的で大まかな項目の整

理である．実際にコンピュータ上で情報を扱うためは，
詳細まで構造を決定しなければならないが，この両者
の間には大きなギャップがあり，現在のところ災害時に
必要な情報を網羅的に，かつ整理された共通的で電子
的に扱える情報の表現方法は存在せず，災害における
標準的な表現方法を規格化していくことが重要である
[8]．
ただし，規格化を進めるには課題も多い．規格化の
困難な点の一つとして，まず災害に関わる情報の多様
さがある．地震における物的被害情報だけでも建物被
害，土砂崩れ，道路被害など様々なタイプの情報があ
り，雪害，噴火，台風等それぞれ必要となる情報は異
なる．医療のために必要な人的被害，すなわち怪我や
病気の表現だけでも簡単ではない．さらに単なる被害
情報のみならず，個人，組織の表現法，住所，天候，交
通など，直接災害と関係なくとも災害対応に必要な情
報も多い．また，集計の報告によく使われる消防庁第
4 号様式 [9] のようなメッセージの形式や，業務命令や
作業状況の表現，シミュレーション結果等，災害時に
システム上で必要とされる情報構造は多種多様である．
現状では，どのような情報を共有し，その情報をい
かにコンピュータ上で表現するのが被害を軽減するの
に最も効果的かということは必ずしも自明ではないた
め，今後社会工学的な分析，現存のシステムや紙やファ
クシミリベースの処理等との親和性，コンピュータシ
ステムで扱うときの効率等も考慮しながら，現実的な
共通の情報構造を策定していくことが重要である．そ
のためには扱われる情報構造の変化にも強いシステム
を設計する必要がある．
また，公的な情報と同時に重要なのが個人に関わる
情報であるが，複数の災害情報システム間での共有を
行う場合には問題がある．例えば，避難所に避難して
きた被災者のリストなどは，市役所等での安否確認に
は非常に有効なデータである．家族等の安否情報は高
い需要があるが，個人の位置を特定できる情報は，こ
れを公開することは個人情報保護や防犯の点から問題
があり，家族や知人など特定の人のみアクセスできる
仕組みが求められる．その他にも情報によっては組織
内，災害対応機関内のみ，一般に公開等，災害の状況
に応じて動的に変更できることが重要である．
本研究では，データベース管理におけるデータ内容
に応じた動的なアクセス権限管理の可能なモデルを提
案する．災害時には安否に関する個人情報等，細かな情
報の公開範囲を柔軟に変更することが求められる．本
研究では登録されたデータ内容に基づき動的にアクセ
ス権限が変化する，より柔軟性の高いアクセス権限を
付与することができる．
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災害システムのための情報共有モ
デル

災害データの共有において，情報の規格化および複
雑な構造を持つデータが重要であることを踏まえ，本
提案では，データ表現には XML を採用し，その定義
には XML Schema を用いる．提案するモデルの概観を
図 1 に示す．各防災システムから情報を集約する共有
データベースシステムを設置する．共有データベース
システムでは，XML Schema によるデータ型の定義，
XML のデータの登録，検索，アカウントおよび権限
情報を取り扱う．現存する災害対応機関の防災システ
ムをそのまま置き替えることは現実的でないため，共
有データベースシステムへの接続方式およびデータス
キーマのみ統一化し，必要に応じて各防災システムの
プロトコルを統一化されたプロトコルに変換すること
とする．

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://example.org/test/Foo">
xmlns="http://example.org/test/Foo">
<xsd:element name="Foo" type="FooType"/>
<xsd:complexType name="FooType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Bar1" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Bar2" type="Bar2Type"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Bar2Type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Baz" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

図 2: サンプルスキーマ
<Foo xmlns="http://example.org/test/Foo">
<Bar1>bar</Bar1>
<Bar2>
<Baz>baz</Baz>
</Bar2>
</Foo>

図 3: サンプルデータ

4.1
図 1: 全体構成
各防災システムが情報共有データベースシステムに
接続する際，発行されたアカウントを用い認証を受け
る．その後，XML Schema によるデータ型の定義，も
しくはデータの登録，検索を行う．共有データベースシ
ステム内では登録された XML の情報を分解し，XPath
をキーとした関係データベースにマッピングして保存
する．この際，登録者のアカウント ID もともに保存す
る．図 2 にサンプル XML Schema，図 3 データ例，表
2 にその保存例を示す．テーブル自体は XML Schema
によるデータ型の定義が行われるときに作成される．こ
のようにデータを保存することで，データ項目および
アカウントによるデータ選別が容易になる．また，各
項目とテーブルカラムが結び付いており，アカウント
情報が保存されているため，アカウントの許可情報を
保持させることで，動的にデータの選別が可能である．
表 2: マッピング例
/Foo/Bar1
bar

/Foo/Bar2/Baz
baz

アカウント ID
account1

安否情報共有実験

2010 年 5 月 22 日に山梨大学医学部附属病院にて病
傷者の情報を扱うトリアージ訓練を行った．トリアー
ジとは，重症度，緊急度によって多数の傷病者を分類
することを言う．重症者や急を要する者を優先的に治
療するために行う．日本では黒 (死亡，もしくは助かる
見込みがほとんど無い)，赤 (重症)，黄色 (中等症)，緑
(軽症) の 4 つのレベルで分類を行う．トリアージの情
報を共有することで，病院内での情報共有のみならず，
大域での安否確認を行うことができる．本実験では，ト
リアージレベル，氏名等，病院内の場所を DaRuMa を
用いて共有した．病院内の場所は Felica カード/Felica
リーダーを用いて情報取得を行った．トリアージを受
けた患者に渡されるトリアージタグに Felica カードを
張り付け，そのカードを緑エリアやレントゲン室等の
それぞれの場所に供え付けた Felica カードリーダーに
て読み取ることで位置を特定した．図 5 にシステム構
成を示す．災害情報共有データベースシステムを介し
て各システムが連携を行う．病院システムが，Felica に
よる位置情報，名前等の患者情報を災害情報共有デー
タベースシステムに登録し，市町村のシステムを想定
する災害対応管理システムにて被害状況の確認を行う．
地域 SNS システムでは，全員に公開されている情報に
加え，家族の安否情報を見ることができる．

的な情報を扱うことができる。読み出し許可者をデー
タごとに保存し、階層的にアカウントを管理すること
で動的にアクセス許可を切り替えることが可能である．
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図 6: 山梨大学医学部附属病院実験の様子

