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会社紹介

会 社 名

アールシーソリューション株式会社

設 立

2002年8月8日（大安）

資 本 金

1,000万円

従 業 員

33名（男性22名 女性11名）

所 在 地

東京都新宿区西新宿8-14-21          
双英ビル3階

許 可

予報業務（地震動）許可第121号



2

1．想定する災害シナリオ

①首都直下地震/南海トラフ地震による避難所での生活

避難所をとりまく様相 電力・通信 飲食・物資 トイレ・衛生

1

日
後

発
災
直
後
～

▼避難者に加え帰宅困難者も避難所に殺到し、収容力を越える事態
が発生
▼停電や通信の途絶等により、避難者数の把握や安否確認、必要な
物資の把握が困難化
▼住民同士のつながりが希薄な地域では、助け合いが進まず、避難
所の運営等が混乱するおそれ

▼スマートフォン等のバッ
テリーが切れ、家族との連
絡等が困難化
▼多くの携帯基地局で非常
用電源が枯渇し、不通地域
がさらに拡大

▼臨時の避難所等を把握でき
ず、食料や救援物資等が配給
されない事態が発生
▼避難所外避難者等が飲食料
を取りに訪れるため、避難所
物資が早期に枯渇する可能性

▼管理等が適切に行われず、
避難所や仮設トイレの衛生
環境が急速に悪化する可能
性

３
日
後
～

▼在宅避難者の家庭内備蓄が枯渇し、時間経過とともに避難所への
避難者が増加
▼必要なスペースや物資の確保等のケアが行き渡らず避難者のスト
レスが増加
▼過密やプライバシー欠如、劣悪な衛生環境等を忌避し、屋外に避
難する避難者が発生

▼発電機の燃料が枯渇した
避難所等では、テレビやス
マートフォンによる情報収
集や、照明、空調等の利用
が困難化

▼道路被害や渋滞等により、
必要なタイミングで必要量の
物資を供給することが困難化
▼段ボールベッド等、要配慮
者の避難所生活環境改善に資
する物資が不足

▼燃料が枯渇した場合、非
常用電源で機能していた水
洗トイレが機能を停止し、
使用困難化

1

週
間
後
～

▼高齢者や既往症を持つ人等が、慣れない環境での生活により病状
が悪化する可能性
▼プライバシー不足や生活ルール、ペット等に関するトラブル増加
▼道路寸断や交通機関の状況の違い等により、支援物資やボラン
ティアの供給にばらつきが発生

▼避難者、特に外国人など、生活習慣や文化等が異なる人たちの精
神的負担が増大
▼自宅や他の避難先等へ移動した避難者の所在把握が困難化

▼計画停電が実施される場
合、基地局の停波等により、
さらなる通信障害が発生す
る可能性
▼停電により空調が利用で
きず、熱中症や脱水症状に
なったり、寒さから風邪を
ひく等、体調を崩す可能性

▼必要とする情報や物資等が
変化・多様化し、行政が避難
者のニーズに対応しきれなく
なる

▼衛生環境が悪化した場合
に、インフルエンザ、新型
コロナウイルス、ノロウイ
ルス等の感染症が蔓延する
可能性

※東京都の新たな被害想定から抜粋
自宅が揺れに伴い損傷を受け、ライフラインも不通になったため、避難所へ避難する。
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1．想定する災害シナリオ

②首都直下地震/南海トラフ地震による在宅避難

自宅をとりまく様相 電力・通信 飲食・物資 トイレ・衛生

発
災
直
後
～
1

日
後

▼大きな揺れや長周期地震動により、中高層
階を中心に歩くことが困難化。未固定の本棚
の転倒や、キャスター付きの家具やコピー機
等の移動で人に衝突
▼マンションの中高層階ではエレベーターの
停止により地上との往復が困難となり、十分
な備えがない場合、在宅避難が困難化

▼需要を抑制し、供給とのバランスを図るため、
広い地域で計画停電が実施される可能性
▼多くの携帯基地局で非常用電源が枯渇し、不
通地域がさらに拡大
▼利用可能地域でも、輻輳により、携帯電話の
通話がつながりにくくなる
▼メール、SNS等の大幅な遅配等が発生
▼停電が発生した地域では、電源を利用する電
話機（留守番電話、光回線利用型電話等）や、
インターネット通信機器（ルーター等）は使用
不能

▼スーパーやコンビニで、飲食料
や生活必需品等が売り切れ、物資
を確保することが困難化
▼避難所外避難者等が、飲食料を
受け取りに来るため、避難所の物
資が早期枯渇する可能性
▼応急給水拠点に、多数の住民が
殺到し、長蛇の列となり、夏場な
どに炎天下で給水を待つ住民が熱
中症などになる可能性

▼マンション等の集合住
宅では、水道が供給され
ていても、排水管等の修
理が終了していない場合、
トイレ利用が不可
▼家庭内備蓄をしていた
携帯トイレが枯渇したり、
トイレが使用できない期
間が長期化した場合、在
宅避難が困難化

3

日
後
～

▼家庭内備蓄が枯渇し、時間経過とともに避
難所への避難者が増加
▼大きな余震が続く場合、在宅避難者が不安
等を感じ、屋外に避難するが、冬季は体調悪
化による被害の拡大が懸念
▼生活ごみや片付けごみが、回収されずに取
り残されたり、不法に捨てられたりして、悪
臭などの問題が発生

▼発電所の停止など、電力供給量が不足し、利
用の自粛が不十分な場合や電力需要が抑制され
ない場合、計画停電が継続される可能性
▼計画停電が実施される場合、基地局の停波や、
自宅のWi-Fi設備の機能停止により、さらなる
通信障害が発生する可能性

▼高架水槽を設置する住宅では、
水道が供給されていても、停電や
計画停電が継続した場合、揚水で
きず、水道が使えない状態が継続
する可能性

※東京都の新たな被害想定から抜粋

強い揺れが襲い、ライフラインも不通となったが、
幸いにも自宅は大きな被害もなく、周囲も火災などの危険はない。
また、備蓄もある程度していたため、在宅避難を開始することに。

※枠内の朱書き部分：避難所に関わる課題
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2．避難所の情報をめぐる解決すべき課題

①避難所の状況を正確に把握するとともに、都民と情報の共有を図る。

②被災者の避難状況を把握して、時間経過に伴う避難所の利用状況を予測する。

③被災者をサポーターとして活躍してもらうように促す。その状況を共有する。

※用語について、以下の整理に基づき検討。
・避難所：
地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれのある住民を一時的に受け入れ、保護するための場所。

・避難場所：
地震による火災や風水害による浸水等の危険から住民が身を守るため、緊急的に避難できる施設や大規模公園、広場等の場所。

・一次滞在施設：
地震等で公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合において、待機する場所がない帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設。
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３．検討のポイント

避難所情報と避難者情報との連携と共有
東京都の避難所情報

避難者情報
・連絡先・スキル・要支援の内容

エリア災害対応支援
アプリケーション

（避難所対応版）（案）

避難所、避難者情報の
連携と共有

東京データ
プラットフォーム

(TDPF)

在宅避難者情報

・連絡先・スキル・在宅避難可能日数

専門技能の有無(建築に関する知識等)

避難誘導、救急・救助スキルの有無

言語に関するスキルの有無(外国語や手話等)

サポート・支援(力仕事や子どもの世話等)

避難者支援アプリケーション(案)
避難者情報の管理

※氏名・連絡先など必要最低限の個人情報のみ扱う。
出力する際は個人を特定する情報は加工する

避難所運営に必要となる避難者情報の連携
（TDPFは個人情報を扱わない前提に

準拠しデータ連携を実施）

避難所の開設状況・混雑状況など
行政から提供される情報も取り込み、

情報の信頼性を持たせる

• TDPFにどのような(どこまで)データを
連携するか

• 避難者の情報をどこまで収集、開示す
るか。TDPFにデータ連携する際、どの
ような加工を施すのか（データ提供側
に加工の仕組みを持たせるか）

• 行政で扱うデータと民間で得られた
データを、どのように組み合わせて、
利用するか

• 情報弱者(お年寄りやハンディキャップ
のある人)を取り残さないために、どの
ように情報を伝えるか

• リアルタイムをどのように維持するか

弊社アプリ利用シーン(一例)
(避難者支援/エリア災害対応支援)

発災時、施設管理者が、被災状況や避難者の
受入態勢を把握し、対応判断に活用
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４．事例紹介

エリア災害対応支援アプリケーション（新宿版）
• 新宿駅周辺地域において震災・水災時の群集による混乱や２次災害の

防止を支援することを目的としたシステム

• 災害情報（地震情報、被害推定情報、ビル簡易応答評価）をトリガー
として、来街者や事業所の防災担当者等に震災時の行動指針に基づく
適切な対応行動を促すためのエリア情報（鉄道運行情報、医療機関情
報、避難場所情報、気象情報、地域被害情報地、地図情報）を受配信
できます。

• 施設管理者は被災状況や受け入れ態勢の有無などを登録することで利
用者への周知ができます。

システムのカスタマイズにより、
避難所の管理へ転用が可能



7

５．オープンデータの活用について

施設名,地方公共団体コード,都道府県,市区町村…
○○小学校, 〇〇〇,東京都,新宿区…
△△高校, △△△,東京都,新宿区…

・
・
・

取り込み

例）東京都防災マップ 避難所一覧データ（CSV形式）

オープンデータから取り込んだ施設情報を
「エリア災害対応支援アプリケーション（避難所対応版）」に反映

○○小学校

△△高校

事例紹介のアプリケーションをもとにして、発災時の支援の取組を更に広げていくため、オープンデータの活用も有用と
考えられます。
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6．オープンデータの確認

①避難所、避難場所の数（東京都防災HPより）

 都内の避難所：令和2年4月1日現在、約3,200か所（協定施設等を含む）、福祉避難所約1,500か所確保

 避難場所：令和4年7月現在で221か所、区部で指定

②オープンデータカタログの確認結果
 東京都防災マップ 避難所・避難場所一覧データ（東京都総務局）
→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

 避難所一覧（CSV）：1000施設掲載

→データ項目（抜粋）：緯度経度等、エレベーターの有無・避難スペースが1階、スロープの有無、点字ブロック、だれで
もトイレ、その他（自動ドア、オストメイト設備、ベビーベット、授乳室、おむつ交換台、点字標示版、大型ベッド、車い
す貸出、手摺、可動式スロープ）

 避難場所一覧（CSV）：1000施設掲載

→データ項目（抜粋）：緯度経度等、避難対象の災害（洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、大規模な火事、内水氾濫、火
山現象）、エレベーターの有無・避難スペースが1階、スロープの有無、点字ブロック、だれでもトイレ、その他（自動ド
ア、オストメイト設備、ベビーベット、授乳室、音声誘導機・筆談機、おむつ交換台、大型ベッド、車いす貸出、手摺、可
動式スロープ、シャワー・汚物流し）
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6．オープンデータの確認

③各自治体のオープンデータ【「避難所」と検索して486件ヒット（40件弱が避難所情報）】

 品川区：避難所の位置情報（CSV・RDF形式、2件、名称と緯度経度のみ）＋地区ごとにも整備されている。/別で避難
所・広域避難場所（csv、36件、施設名（日本語・英語）、住所、電話、対象となる町会・自治会、海抜、標高、許容人
数、災害種別、避難所説明）

 文京区：緊急避難場所・避難所（Excel・CSV、施設名（日本語・英語）・住所等・電話番号・対象となる町会・自治会）

 昭島市：避難所一覧（Excel・CSV、39件、施設名（漢字・カナ）、住所等）

 目黒区：地域避難所（CSV、40件、施設名（漢字・カナ）、住所等、標高、災害種別（洪水・土砂災害・高潮・地震・津
波・大規模火事・内水氾濫・火山）、指定避難所との重複、想定収容人数、対象となる町会・自治会、URL）

 北区：避難場所・避難所（水害対応）※災害ごとにある（Excel・CSV、12件、住所等、避難所の説明）

 新宿区：避難所情報（csv、51件、施設名、住所等、対象となる町会・自治会、海抜、標高、許容人数、災害種別、説明
（医療救護所設置、手話通訳者の有無））

 町田市：避難施設（震災時）一覧（71件）※本データは、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室が公開している標準デー
タセットの様式をもとに作成

※2022年8月25日時点 弊社調べによる
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７．避難所/避難者情報活用の方向性

①弊社アプリケーションとの連携による価値の提供

パーソナライズした災害情報を提供する「PREP」に、
TDPFとの連携で利用者の最寄りの避難所情報も提供する
ことが可能。ユーザーごとの避難までのサポートを行うこ
とで、「防災アプリ」としての価値を高めることができる。
これは他の防災アプリでも同様の使い方が可能。

多言語対応をしている「Safety tips」との連携では、情報
が届きにくい外国人に向けて避難所情報を提供できるよう
になる。また避難者情報との連携により、多言語対応のス
キルを持つサポーターと結びつけるなど、よりよい支援が
可能。
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７．避難所/避難者情報活用の方向性

②TDPFへの情報提供による価値の創出

「発災時の都民の避難行動に関わるデータ」は、まだデータが十分に蓄積されていない。
弊社アプリケーションにてこのデータを収集し、TDPFを介してデータ流通することで、発災時の都民の避難行動を分析し、
次の防災に繋げることができる

発災時の都民の避難行動に関わるデータ災害情報

避難所への到着

避難の選択

分析
次の防災に繋げる

避難所での活動

東京データ
プラットフォーム

(TDPF)
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避難所は設備や収容している避難者に応じて、様々な課題を抱えることが予想されます。
現在開設している全ての避難所の設備や物資の情報、収容人数や要配慮者の情報を共有が可能になれば、適切に食料や救援
物資を届けたり、ボランティア等の派遣もばらつきが出ないよう支援することができるのではないでしょうか。
避難者同士が運営していくため、避難者各自のスキルを把握して、サポーターとして協力してもらうことも重要です。各避
難所でできること・協力してもらいたいことを共有することによって、避難所間でも調整を行うことができれば、多様な課
題に適切に対応しながら避難所運営をしていけるのではないでしょうか。

【避難所情報】
・〇〇公民館→安全/受入可

支援を必要とする方がいます。
支援できる方を探しています。

ご協力ください。

８．実現したい姿

多様化する課題に対して「助け合う」避難所運営
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お問合せ先

アールシーソリューション株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8-14-21 双英ビル3F

TEL: 03-5386-6571

FAX: 03-5386-6572

E-MAIL: sales-planning@rcsc.co.jp

Webサイト: http://www.rcsc.co.jp

facebookページ: https://www.facebook.com/RCSolutionCo


