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1．事業者概要

名称 日本電気株式会社

所在地 東京都港区芝五丁目7番1号

設立 明治37年7月17日

資本金 4278億円

従業員数 20,589名

上場市場 東証プライム

事業内容 社会公共、社会基盤、エンタープライズ、ネットワークサービス、グローバル

ホームページ https://jpn.nec.com/

これまでのTDPF事業への取組み

・令和2年度官民データ連携実証プロジェクトにて「風水害時の人流・SNS分析によるリアルタイム
防災マップシミュレーション」を実施

・令和3年度防災データワーキンググループ及び、アイディアソンに参加。

事業者情報
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2．避難所の現状、課題

部門避難所

建物は安全
？

受け入れて
いいのか？

現場の状況が
不明！

発信・判断が
できない！

現場側/統制側
それぞれで即時性が必要

住民への
発信速度に

直結

現状と課題：防災分野では、災害対応に即時性が求められるため各種状況が分かる動的デ
ータ生成/提供が期待されており、避難所の状態把握も同様な状況にある。
しかし現状は、建物自身の被災状況は人の目で確認しており、東京都への報告もアナログ
な運用が行われている。そのため避難所の開設に時間を要し、避難者への早期伝達・関連
機関との迅速な連携が困難であることが課題である。

テーマ：防災データの利活用
プロジェクト名：TDPF－都市OS間の災害時の施設データ連携
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3．実施方針

東村山市施設データ 東京都 施設データ

ダッシュボードにて
状態把握

公共施設を
センシング

東村山市都市OS 東京都 TDPF

オープンデータの
避難所情報を登録

応急給水ポイン
トセンシング

管理画面にて
データ連携確認

CO2温湿度
停電

扉の開閉

（設置センサー例）

連携 連携 連携

効果検証：想定利用者からフィードバック
施設管理者

職員

住民

フィールド：東村山市

実施方針：公共施設の維持管理用のセンシングデータを活用し、発災時に建物異常の自動検知や優
先的点検等を行うことにより、 避難所の開設・情報発信の効率化、迅速化を図る。またTDPFと自
治体のデータ連携基盤（都市OS）との連携により、関係主体間での避難所開設情報等の共有を図る。
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4．社会的意義、価値提供

サービス利用者 提供サービス 価値

東京都
・発災時、現場のリアルタイムデータをTDPF管理画面にて確認可能。
将来的には防災システムと連携し、即時に避難所状況を認知することが
できる。

確認作業の負担軽減
災害対応の早期化

東村山市

・公共施設をセンシングすることで、インフラ稼働状況を人手を介さず
に常時監視する。

・発災時、正常な建物から優先して点検を行い、早期に避難所を開設する
ことができる。

・発災時、現場状況を都市OS経由で関係機関へ共有することができる。

報告業務の負担軽減
災害対応の早期化

施設管理業者 ・点検業務の一部自動化により建屋の異常に即座に対応できる。 点検業務の効率化

都民/市民

・行政側の災害対応が早期化することで避難所開設や情報発信も迅速と
なり、自助による避難も早期に可能となる。

・発災時に提供される公共サービスをリアルタイムに知ることができる。
（例：避難所の室温、給水の可否、電気の有無等）

・発災時にインフラ稼働状況を把握し安心して避難することができる。

防災力向上
安心・安全

その他
TDPFと都市OSとの連携は初の試みとなる。技術的な検証及び、各プラットフォーム間
連携の成果を公表することで、他県や行政の都市OSとの連携を促すことができる。
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5．利用するデータ・サービスイメージ

【サービス内容】
・構築するサービス ：各種データを地図上で一元表示する、TDPFと都市OS連携プラットフォーム
・実施エリア ：東村山市
・TDPF仮想データ連携基盤の活用方法 ：上記全てのデータを連携
・効果検証方法、体制 ：実証期間中（11月～12月）に想定サービス利用者である、

ー東京都・東村山市職員（防災、施設管理、避難所開設担当等）
ー施設管理事業者
ー都民、市民

へサービス内容を提示し、想定する価値提供の効果検証を実施する。

データ名称 位置づけ 保有者 内容 取得方法

東京都防災マップ
避難所・避難場所一覧データ

静的データ 東京都
東京都防災マップに掲載している
避難所、避難場所の一覧情報

• 東京都オープンデータカタログサイトより
ダウンロード

• データはTDPF（仮想データ連携基盤）を
介して東村山市都市OS（FIWARE）と連携

管理施設CO2/温湿度データ 動的データ 施設管理業者
施設管理業者が整備している施設
のCO2/温湿度データ

東村山市都市OS（FIWARE）と連携済み

避難所の施設センシングデータ動的データ
東京都
(実証用に設置)

避難所の停電や給水、避難所の開
閉状況等のうち、1施設1種類

• 実証用に新規設置
• データは東村山市都市OS（FIWARE）と連携
且つTDPF（仮想データ連携基盤）へも連携

東村山市浄水場の応急給水
状況データ

動的データ
東京都
(実証用に設置)

発災時に給水施設のドア開閉等を
検知し、応急給水状況を把握

• 実証用に新規設置
• データはTDPF（仮想データ連携基盤）を
介して 東村山市都市OS（FIWARE）と連携

本プロジェクトで利用するデータを以下に記載する。

調整中
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6．データ連携イメージ

避難所A

避難所B

避難所C

東村山市
都市OS

（FIWARE）

施設管理業者

③施設データ

【改修】
ダッシュボード
地図で一元表示
（①②③④）

東村山市
保有施設

オープンデータ
カタログサイト

【効果検証画面】

【既設機能利用】
管理画面でデータ
連携確認
（①②③④）

【設置】※
・施設情報ｾﾝｻｰ

【設置】※
・施設情報ｾﾝｻｰ

【設置】※
・施設情報ｾﾝｻｰ

【連携】

【連携】

①避難所・避難場所情報

②CO2/温湿度

②CO2/温湿度
③施設データ

東村山市
浄水場

【設置】※
・給水場の開
閉センサ等

④給水情報

【連携】

【凡例】

…東京都保有

…東村山市保有

④給水情報

※施設情報ｾﾝｻｰについては、具体的な場所・内容を調整のうえ決定する。

【連携】

【登録】
東京都
保有施設

【連携】

【連携済】

各種データおよび都市OS間連携イメージを下記に示す。連携データは前頁記載の以下である。
①東京都防災マップ避難所・避難場所一覧データ
②管理施設CO2/温湿度データ
③避難所の施設データ
④東村山市浄水場の応急給水状況データ

東京都TDPF
（データコネクト）
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7．効果測定

SNS 河川水位

東村山市都市OS 東京都 TDPF

道路 鉄道 水道施設点検電力

相互で有用となるデータを連携

鉄道運行状況

河川水位

道路通行
実績

避難所〇

避難所情報・交通情報など様々な分野の情報を

ポータル画面へ表示→リアルタイムの状況確認へ

避難所×

！

施設混雑

• サービスの高度化や広域化において、想定される利用
者に対してヒアリング調査を実施し、各事業者や使用
者向けの提供価値の有効性を検証する。

• ヒアリングにより、TDPF側から自治体都市OSへ将来
的に連携を期待する有用なデータや都民への価値提供
手段を調査し、各ステークホルダーにメリットのある
データ活用スキームを確立していく。

他都市OS

…
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8．実証後のサービス展開案

①報告業務の負担軽減
・避難所の開設状況を自動検知し、都市OSへ表示、さらに東京都の防災システムへ自動連携

することで、現場だけでなく災害対策本部側においても、今まで人的に確認していた作業を
効率化することができる。

②データ拡充及び都市間連携の強化
・避難所、電気、水、交通等のリアルタイムな被災状況を都市OS同士で共有し、
居住エリア外にいる市民の適切な避難行動を促すことができる。周知手段としては、
各区市町村、民間企業のポータルサイト、サイネージ等で各利用者へ公開する等を想定する。

③平時の利活用促進
・施設管理業者の点検記録から、一時的に使えない施設や設備をダッシュボードで公開。

災害時はそうした平時からの施設運用状況とリアルタイムな被災情報をマージした上で、
避難所の開設判断に役立てる。

・東京都、国へ報告が必要な設備点検記録や消費電力等、
区市町村の 都市OSからTDPF、さらにはその先の所轄へシームレスに情報伝達を行う。
平時からデータ流通の活用価値を見出すことで、他自治体にもTDPFの活用を促すことができる。
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9．参加協力の御願い

今後TDPFにおけるデータ流通に向け、利活用が期待されるステークホルダーにヒアリング実施予定。

⇒TDPF連携が期待される自治体防災情報等を有効活用したい民間企業（ex エリアマネジメ
ント団体等）や効率的な施設データの収集により業務効率化を期待する自治体様にご意見
を頂戴できればと思います。






