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地域防災拠点を核とした防災街区の形成と都市機能継続モデルの構築に関する研究 
 

地域防災拠点、エリア防災、防災リテラシー、リアルタイム広域情報共有システム         村上 正浩＊ 

都市再生安全確保計画 

                     

１．研究の背景と目的  

大都市のターミナル駅周辺地域は都市の国際競争

拠点であり、様々な業務・商業機能等が集積し多く

の人口が高密度に集中する。このような地域は地震

に対して安全であると信じられてきたが、東日本大

震災時には大量の帰宅困難者による混乱や深刻な道

路渋滞に伴う緊急活動の遅れなどが大きな社会問題

となった。しかし、業務時間帯に首都直下地震が発

生すれば、こうした問題だけでなく、衝撃的な強い

揺れによって高層ビル上層階を中心に多数の傷病者

が発生する可能性もある。ライフラインの寸断によ

ってビル機能が停止するなかで、多数の傷病者の救

護活動や高層階からの搬送も必要となる。密集する

飲食店等では同時多発的に火災が発生することも考

えられる。他方、建築物等の損壊やライフラインの

寸断によって企業の業務継続が困難となり、日本経

済に多大な影響をもたらすことも懸念される。 

このような状況を踏まえると、ターミナル駅周辺

地域においては、建築物単位での地震対策や企業単

位での消防計画・BCP だけでは限界があり、地域全

体の視点から地震被害の軽減を図り、速やかな都市

機能の回復を可能とする環境を整備することが必要

である。本研究では、新宿駅周辺地域をモデルケー

スとして、こうした「エリア防災」のモデルを構築

することが目的である。その特徴として、当地域に

立地する工学院大学が地域防災拠点となり、平常時

には地域事業者等の防災リテラシーの向上を図り、

ソフト面からのエリア防災の実現に貢献する。一方、

地震時には非常時通信システム・非常用電力供給シ

ステムと連携したリアルタイム広域情報共有システ

ムの活用によって地域の防災活動の拠点として機能

する環境を整備する。 

 

２．研究の進捗状況と成果  

２．１ 年次計画の進捗状況と変更点 

研究設備については、構想調書の研究計画に従い、

2010 年度にリアルタイム広域情報共有システムの

基本設計を行い、2011 年度にはリアルタイム広域情

報共有システムを開発した。2012 年度からは、工学

院大学や新宿駅周辺地域での地震防災訓練において

4.1 の非常時通信システムや 4.2 の非常用電力供給

システムと連携した試験運用を行い、システムの有

効性と課題を明らかにした。 

一方、東日本大震災を教訓として都市再生特別措

置法が改正され、ターミナル駅周辺の都市再生緊急

整備地域においては、エリア防災の視点から都市再

生安全確保計画の策定が推進されることになった。

都市再生緊急整備地域は全国で 62 地域が指定され

ており、新宿駅周辺地域もその 1 つである。また、

新宿駅周辺の地域事業者等で構成する新宿駅周辺防

災対策協議会では、東日本大震災時の経験を踏まえ、

大規模地震時の新宿駅周辺の混乱防止を図るために

「新宿モデル」の構築を目標にあげた。新宿モデル

とは、地域事業者の防災リテラシーを高めつつ、地

域事業者の防災活動の拠点である現地本部（西口地

域：工学院大学、東口地域：新宿区役所第一分庁舎）

を中心とした速やかな被害情報等の共有、滞在者の

安全な退避・避難誘導、多数傷病者に対する医療連

携、さらに企業等の事業継続可能な環境の確保を実

現しようとするものである。こうした東日本大震災

後の動向を踏まえて 2011 年度より研究計画を修正

し、新宿モデルを軸にエリア防災のモデル構築に着

手した。2011・2012 年度までの成果を総合して、2013

年度には新宿駅西口地域、2014 年度には新宿駅東口

地域の都市再生安全確保計画を策定した。 

また、本計画を具体化するには、時々刻々と変化

するターミナル駅周辺の滞在人口や人口属性を把握

し、被害想定などの基礎とすることが必要である。

しかし、パーソントリップ調査に代表される既存人

口統計情報の活用だけでは把握は困難であったこと

から、当初計画にはない、携帯電話の発信情報から

時系列で滞在者数やその属性を推計する手法（モバ

 ＊ ：工学院大学建築学部まちづくり学科  
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イル空間統計）を NTT ドコモ先進技術研究所と共同

で検証することとした。2011 年度より東京都全域・

新宿区・新宿駅周辺地域をモデルに既存人口統計情

報との比較を通じてモバイル空間統計の有用性を明

らかにし、さらに帰宅困難者数等の被害推計への活

用可能性を示した。 

 

２．２ 本研究の成果  

（１）ソフト面からのエリア防災モデルの構築 

東京都や新宿区・地域事業者・医師会など多様な

地域主体と連携し、防災リテラシー向上のためのセ

ミナー（年 5～7 回程度）と、災害対応力強化のため

の講習会（年 2、3 回程度）および地震防災訓練（年

1 回）を 2010 年度より継続して実施した 1)2)（表 1、

図 1、図 2）。同時に、訓練やワークショップ、東日

本大震災の被災地支援活動等を通じて、学生ボラン

ティア 3)や地域防災の担い手（自主防災組織等）の

育成 4)も継続して進め、ソフト面からのエリア防災

のモデル構築を図った。これらのセミナー・講習・

訓練で構成する教育プログラムには、1.1、2.1、2.2

の高層ビルの揺れと被害の予測、それに基づく 5.2

の建物使用性チェックシート等の成果を活用すると

ともに、当地域の特性とこれまでの実績を踏まえて

教育プログラムを体系的に整理しているところであ

る（表 2）。この成果はホームページにて公開する準

備を進めている。 

 

 

図 1 セミナー・講習会の例（2012 年度）（上：第 7

回セミナー、下：応急救護講習会） 

 

 
図 2 地震防災訓練の例（左：多数傷病者対応訓練、

中央：西口現地本部訓練、右：震災時を想定した

学生ボランティア活動訓練） 

 

（２）ハード面からのエリア防災モデルの構築 

 ハード面からはリアルタイム広域情報共有システ

ムを開発し、4.1 の非常時通信システムおよび 4.2

の非常用電力供給システムと連携することで、地域

防災活動の拠点として機能する環境を整備した。 

リアルタイム広域情報共有システムは、工学院大

学に設置した地震計と連携したリアルタイム地震観

測システム（図 3 左）と WebGIS を基盤とした広域情

報共有システム（図 3 右）で構成し、新宿駅周辺地

域地震防災訓練においては西口現地本部（本学新宿

校舎）を中心とした地域事業者・新宿区災害対策本

部・災害拠点病院・緊急医療救護所間での情報共有

（図 4）、高層ビル防災センターでの建物被災度判定、

さらに本学地震防災訓練においては校舎の被災度判

定、新宿校舎・八王子校舎間の被害情報共有、TKK3

大学連携プロジェクトを進める神戸学院大学（神 

   

図 3 リアルタイム広域情報共有システムの画面例

（左：リアルタイム地震観測システム、右：広域

情報共有システム） 

新宿駅西口の高層ビルの安全確認情報

（赤色：危険、青色：安全、黄色：確認中）

新宿駅西口の高層ビルの

被害概要等

新宿駅の鉄道運行情報

情報掲示板

 
図 4 新宿駅周辺地域の地震防災訓練での広域情報

共有システムの活用例 

訓練の設定であり、実際の
受入ビルとは異なります

 

図 5 広域情報共有システムからスマートフォンへ

の提供情報の画面例 
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名称 題目 目的 

第 1 回ｾﾐﾅｰ 

(87名) 

災害対応における企業の法的ﾘｽｸと事業

者等の連携による地域防災 

応急救護活動や民間施設における帰宅困難者の受入れ等災害対応における法的

リスクについて理解し、事業者や行政に求められる対策について考える。 

第 2 回ｾﾐﾅｰ 

(44名) 
首都直下地震等による東京の被害想定 

地域防災計画等の前提条件となる東京都の被害想定を理解し、地域における具体

的な対策課題を考える。 

第 3 回ｾﾐﾅｰ 

(37名) 
地震時にｵﾌｨｽ・ﾋﾞﾙ内では何が起きる？ 

事業所内での被害の軽減のため、長周期地震動等によるｵﾌｨｽ内の揺れや被害の

特徴・対策の考え方等について理解するとともに、自社での什器類等の耐震点検方

法についても学ぶ。 

第 4 回ｾﾐﾅｰ 

(29名) 
オフィス・ビル内の耐震対策方法は？ 

オフィス家具・什器類の具体的な固定方法等に関するデモンストレーションを実施

し、自社における耐震点検結果と照らし合わせて対策に役立てる。 

研修会(39名) ﾄﾘｱｰｼﾞ研修会（医療者向け） ①一次トリアージ（START 式）をマスターする。②二次トリアージを体験する。 

第 5 回ｾﾐﾅｰ 

(32名) 
ｵﾌｨｽ・ﾋﾞﾙ内の防災点検ﾏｯﾌﾟを作成する 

大規模地震への平常時の備えとして、自社事業所内を点検し、防災上の特性や防

災資源等を図面に落とした「点検マップ」の作成の考え方を習得する。 

第 6 回ｾﾐﾅｰ 

(27名) 
ｵﾌｨｽ・ﾋﾞﾙ内で起きる地震被害を想定する 

大規模地震発災時に、自社内及び自社周辺において発生し得る「被害」について、

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等を交えて検討を行い、災害時の状況をイメージする能力を養う。 

講習会(14名) 災害時応急救護リーダー養成講習会 
自社における応急救護等の災害対応をﾘｰﾄﾞし傷病者を適切に医療者に引き継ぐた

めに必要な知識・技能を習得する。 

第 7 回ｾﾐﾅｰ 

(26名) 
ビルの地震直後の継続使用性を判断する 

超高層ビルにおける建物被災モニタリング事例の見学、および建物使用性チェック

シートやケガキを用いた建物継続使用判定の演習を行う。 

講習会(47名) 応急救護講習会 
傷病者に接し、応急手当、観察および搬送を行うために必要な基礎知識と技能を習

得する。 

注：名称の括弧内の数字はセミナー・講習会の参加者数を示す。 

 

 セミナー（一般知識編） セミナー（応用編） 講習会（リーダーの育成） 知識の実践（訓練） 

災
害
対
応
の
基
礎 

政策 

法律 

①災害対応における企業の法的

課題 

②消防法 

③地域防災計画 

④東日本大震災以降の防災対

策の動向 

①高層ビル街区の消防計画 

②雑居ビルの消防計画 

③都市再生安全確保計画(エリ

ア防災）の取組み 

④東京都の震災対策 

⑤新宿区の震災対策 

①消防関係施設を使った初期消火

等の実習 

②消防設備講習 

－ 

体制 

組織 

①災害時の自衛消防隊の役割 

②ＩCSを活用した組織作り 

 ①超高層ビルを想定した災害対応

組織運営(図上演習) 

その他 ①地震被害想定の理解 

②阪神淡路大震災等過去の災

害事例と教訓 

③事業継続計画について 

④災害心理学等     

⑤要援護者対応 

①新宿の街について ①街歩き、地勢的な特徴 

②地域内の施設(防災施設、ライフ

ライン施設等)見学 

③地震教室/防災教室 

事業・生活継

続可能な環

境確保 

①地震時にオフィスビルで何か

起きるのか？ 

②オフィスビル内での耐震対策

方法は？ 

③過去の建物被害 

④建物被害の調査 

⑤地震災害と建物火災 

⑥地震災害とライフライン被害 

①オフィスビル内の地震被害を

想定する 

②地震観測・被災度判定システ

ム 

③高層ビルなどの耐震対策 

④集客施設や超高層ビルにおけ

る被害対応事例と取組み 

①建物被害確認と即時使用性判定 □建物被害対応訓練 

情報収集・伝

達 

①ライフライン施設と震災対策 

②災害情報 

③火災時・災害時における情報

収集・伝達・共有 

①火災時・災害時における高層

ビル内の情報収集・伝達 

②新宿区の情報収集・伝達体制 

①情報機器講習会 

②現地本部の機能図上演習 

□情報共有訓練(現地

本部) 

□防災センター訓練 

退避・避難誘

導支援 

①ｵﾌｨｽ内の防災点検ﾏｯﾌﾟ作成 

②退避行動の基礎 

③火災時・災害時の避難計画 

④災害時要援護者の避難 

①高層ビルにおける避難手順 

②集客施設や超高層ビルにおけ

る火災対応の取組み 

①建物内でのサーチ&レスキュー □滞留者等誘導訓練 

□shake out 

医療連携 ①災害医療 

②行政による傷病者対応の限界 

③災害時の傷病者の初期対応 

④医療施設と震災対策 

①集客施設や超高層ビルにおけ

る傷病者対応の取組み 

①災害医療講習会(リーダー研修) 

②医療者向け災害医療研修 

③応急救護講習会（基礎研修） 

④駅周辺の医療施設見学 

⑤救命講習 

□傷病者対応訓練 

 

表 2 新宿駅周辺地域の特性とこれまでの実績を踏まえ体系化した教育プログラム（案） 

表 1 防災リテラシー向上のためのセミナー、災害対応力強化のための講習会の例（2012 年度） 
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戸）・東北福祉大学（仙台）との広域情報共有におい

て有効活用した。2013 年度からは、広域情報共有シ

ステムの高層ビルの被害情報や滞留者の受入情報を

HTML 形式に変換してデジタルサイネージやスマー

トフォンへ提供し、新宿駅周辺地域の滞留者を安全

な退避場所へ誘導する訓練にも活用した（図 5）。こ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うした訓練での運用実験を通じて、本システムが速

やかな広域被害情報等の共有を可能とし、緊急対応

組織の初動対応の支援だけでなく、滞在者の安全な

退避誘導や医療救護活動の支援など地域が連携した

応急活動にも有効に活用できることを示した 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
首都直下地震発生時に 
想定されるシナリオ 

想定シナリオに応じた 
計画目標（あるべき姿） 

目標を実現するための方向性 

情
報
収
集
・伝
達 

○ 電話の輻輳や停電に
よ り 、 衛 星電 話 や
MCA 無線等の一部の
通信機器を除き、情
報伝達機器の使用が
不能あるいは著しく困
難となる。 
 

○ テレビやラジオ等につ
いては、広域の被害
状況やスポット的事例
については報道する
が、新宿駅周辺地域
の詳細な情報は分か
らない。 

 
○ インターネット上には
口コミにより沢山の情
報が溢れているが、
信憑性については明
確ではない。 

○ 情報収集・連絡手段を確保し
現地本部を中心に方法及び体
制を整備する:地域の情報拠点
として、西口現地本部を設け、
停電や電話の輻輳等が発生し
た場合にも地域内の事業者
が、安全に災害対応活動等が
できるよう、情報収集・連絡手
段を確保する。また、新宿区の
災害対策本部より信頼性の高
い情報を収集する。 
 

○ 情報伝達手段を確保し、現地
本部を中心に方法及び体制を
整備する：西口現地本部を設
け、地域の混乱を最低限にお
さえるための情報伝達手段を
確保し、一定水準以上の信憑
性のある情報を地域に提供す
る。 

○情報収集・連絡手段・方法及び体制 
 地域の事業所が災害対応を行うために必要となる地域情報を、情報収集
の拠点として設置する「西口現地本部」を中心に情報収集し関係者に連
絡する。 

 現地本部を設けて情報収集・連絡を行う際の課題として、本部を運営する
ための最低限の要員が十分に集まるのか、地域で共有すべき情報とは
何か等について、今後の検討が必要となる。 

 高層ビル街についてはビル管理会社が中心となって、ビル内のテナント
企業との間で情報共有を行なう必要があると考えられる。その他、地域の
災害拠点病院や応急救護所との情報連携のあり方については、今後の
検討が必要となる。 

 地域内での備蓄品や災害対応要員の融通調整を行うとともに、遠隔地と
の情報交換を行なうかについても課題となっている。 

 特定のエリアや施設に滞留者等が集中しないよう、現地本部において情
報を収集・整理し負担の分散化を誘導することも必要となる。一時滞在施
設の受入情報や滞留者等への支援物資の備蓄・配布状況等について連
絡・共有化する手段の検討が必要となる。 
 

○情報伝達手段、方法及び体制 
 地域内への情報伝達についても拠点として設置する「西口現地本部」を
設けて行なう。 

 発災後については事業所内に待機することが原則となるが、やむを得ず
全館退避が必要となった場合に、周辺状況を加味した計画的な避難に必
要な情報を提供する必要がある。 

 特定のエリアや施設に滞留者等の負担が集中しないよう、適切な誘導を
行なうために必要な、駅及び大規模集客施設に対して情報提供方法の検
討を行なう必要がある。 

避
難
・退
避
誘
導
支
援 

○ 停電により、ビル内の
照明が消える。非常
用電力が確保されて
いるビルにおいても、
非常灯などの限られ
た照明だけが点灯し、
平常時より館内は暗く
なる。多くの在館者が
不安になり、ビル外へ
退避し始める。 
 

○ 電話がかかりにくくな
り、家族の安否が確
認できない。多くの在
館者が家族が心配で
帰宅し始める。 

 
○ エレベーターが停止
し、閉じ込め被害が発
生する。しかし、首都
圏で多くのエレベータ
ーが停止し、エレベー
ター保守業者の限ら
れた人員では、復旧
に時間を要する。 

 
○ ビル外への退避経路
は階段に限られる。階
段に一挙に多くの人
が押し寄せ、将棋倒し
などによる負傷者発
生の危険が高まる。 

 
○ 密集市街地では、建
物被災や火災の発生
等により屋内での待
機が困難となる。 

○ ビル内で安全に待機できる：停
電や電話の輻輳等が発生した
場合にも、在館者が混乱する
ことなく、ビル内で安全に待機
できる。 
 

○ ビルから安全に退避できる：ビ
ル外への退避が必要となった
場合にも、退避施設と退避経
路を確保し、在館者を安全に
ビル外に退避誘導できる。 

○避難施設及び避難経路 
 災害時にビルから従業員等が安全に退避できるよう、退避施設及び退避
経路をあらかじめ確保しておく必要がある。また、対象地域内の公園や公
開空地等の災害時の使い方を検討する必要がある。 
 

○退避シミュレーションにもとづく検証 
 退避経路上で過度な混雑が想定される地点として、①通路幅の急減地
点、②退避経路の合流地点がある。 

 このような地点において、別経路に行くよう誘導することで、空間の高密
度（人/m2）の持続時間の低減でき、将棋倒しなど 2 次災害のリスクを低
減できる。また、退避時間も短縮できる。 

 災害時にビルから従業員等が安全に退避できるよう、エリアの地域特性
を踏まえ、退避経路上の適切な地点に誘導員を配置するとともに、退避
誘導支援のための情報連絡態勢を整備する必要がある。 

 今後は、エリア全体での退避誘導支援態勢を検討するため、退避シミュレ
ーションの対象領域を拡大することも必要である。 
 

○避難誘導・退避方法、手段及び体制 
 災害時にビルから従業員等が安全に退避できるよう、避難誘導・退避方
法、手段及び体制を整備しておく必要がある。 

 災害時の退避行動について、基本ルールを整備し、周知を図る必要があ
る。 

 発災後に停電や通信の輻輳によりビル内の従業者等が混乱しないよう、
安否確認方法をあらかじめ啓発しておくとともに、在館者への情報提供方
法もあわせて整備しておく必要がある。 

 退避方法については、エリア全体での支援態勢（組織体制、役割分担、
誘導員の配置、情報連絡態勢、誘導方法等）を整備する必要がある。 
 

○その他 
 建物の安全確認がとれれば、屋外には余震による看板やガラス片の落
下等の危険があるため、火災が発生しない限り、原則ビル内に待機する
ことが望ましい。 

 ビル内で混乱なく待機できるためには、施設面での課題としては、非常用
電力の拡充（照明用、空調用など）、在館者への地震や被害等に関する
情報提供態勢の整備等を推進する必要がある。 

 テナント事業者での課題としては、従業者への行動指針の周知（「原則ビ
ル内待機」、「171 や災害用伝言板による安否確認」など）、水・食料・毛布
等の備蓄等を推進する必要がある。 

表 3 新宿駅周辺地域のエリア防災モデル構築に向けた方向性 
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（３）新宿駅周辺地域都市再生安全確保計画の策定 

東日本大震災を教訓とした都市再生特別措置法の

改正により、ターミナル駅周辺の都市再生緊急整備

地域において、エリア防災の視点から都市再生安全

確保計画の策定が進められている。当課題担当の村

上は、都市再生の推進に係る有識者ボード防災 WG

（事務局：内閣官房地域活性化統合事務局、現・内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閣府地方創生推進室）に参加して本制度の創設に関

わり、新宿駅周辺地域をモデルケースとしてエリア

防災モデルを検討した。2011・2012 年度は当地域の

特性の把握とモデル構築の方向性を明らかにし 6)7)

（表 3）、その成果をもとに 2013 年度は新宿駅西口

地域、2014 年度は新宿駅東口地域の都市再生安全確

保計画を策定し 8)9)（表 4）、全国に向けて情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
首都直下地震発生時に 
想定されるシナリオ 

想定シナリオに応じた 
計画目標（あるべき姿） 

目標を実現するための方向性 

医
療
連
携 

○ 強い揺れにより、家具類
の転倒・落下・移動、割
れたガラス片の飛散、天
井ボードの落下等によ
り、ビル内で負傷者（軽
傷、重症）が発生する。 
 

○ ビル内の診療所では、
医師、看護師、医薬品等
の資器材、受入れスペ
ースに限界があり、ビル
内で発生する多くの負傷
者には対応しきれない。 

 
○ 災害拠点病院等では、
病院周辺地域（※西口エ
リア内外）から軽傷者が
流入してくるとともに、重
症者が搬送されてくる。
また、帰宅困難者が、一
時滞在の場所を求めて
流入してくる。建物、敷
地は、大量の患者や帰
宅困難者であふれ、重
症者への対応（※災害
拠点病院の本来機能）
に支障が生じる。 

 
○ 交通機関の運行停止に
伴い発生した大量の帰
宅困難者が、新宿駅か
ら西口エリアに流入して
くる。エリア内の道路は
人であふれ、緊急通行
車両の通行に支障が生
じる。 

○ 負傷者にビルで対応できる：ビル
内で医療スペース、医療従事者及
び支援者、医薬品・医療資器材を
確保し、軽傷者への応急手当、重
症者への医療提供を行う。 
 

○ 災害拠点病院等で重症者に対応
できる：軽傷者、帰宅困難者を適
切に院外に誘導することで、医療
資源（医師、看護師、スペース、医
薬品・医療資器材等）を確保し、災
害拠点病院の本来機能である重
症者対応を行う。 

○医療救護所の設置場所 
 災害拠点病院等に負傷者や帰宅困難者が大量に流入し、本来機
能（重症者への医療対応）が低下しないよう、ビル等にも医療救護
所を設置し、エリア内で医療機能の分担を図る必要がある。 

 現在、新宿区内の医療救護所は全て区民対象のものであり、昼間
人口対象の医療救護所は新宿区地域防災計画に位置づけられて
いない。今後、新宿区地域防災計画への位置づけ、西口エリアで
の設置施設の確保、医療従事者の確保等を図る必要がある。 

 なお、昼間人口対象の医療救護所を新宿区地域防災計画に位置
づけるに当たっては、①設置場所の確保及び平時の維持管理態勢
の確保、②設置・運営態勢の確保（区、医師会、地元地域等での役
割分担、都への支援要請など）、③医薬品、医療用資器材の確保、
が課題となる。 
 

○活用可能な医療資源（人的資源、物的資源、施設） 
 西口エリアには大量の従業者や来街者が存在しており、災害時に
発生する多くの負傷者に対して、エリア内の医療資源だけでは対
応に限界があり、①医師、看護師等の医療従事者の確保、②医療
従事者の支援者の確保、③医薬品、医療資器材の確保、④負傷者
の受入れスペースの確保、が課題となる。 

 地域災害医療コーディネーターを中心としたエリア全体での医療救
護活動に係る情報連絡態勢を整備し、エリア全体を見渡した医療
資源の配分（医師等の派遣、医薬品・医療資器材の調達・分配等）
の実現を図る必要がある。 

 負傷者の受入れスペースについては、ビル等での医療救護所の設
置、昼間人口向けの区指定の医療救護所の確保等により、エリア
内での医療救護所の拡充を図る必要がある。 

 ビル等に医療救護所を設置した場合には、滞留者から医療従事者
や医療ボランティアを募り、人的資源を確保するといった対応も必
要である。 
 

○医療従事ボランティアの確保 
 西口エリアには大量の従業者や来街者が存在しており、災害時に
発生する多くの負傷者に対して、エリア内の医療資源だけでは対
応に限界がある。 

 そのため、医療機関、都福祉保健局、新宿区等が平時から連携
し、医療従事ボランティアを募集、育成するとともに、研修・訓練を
通じて災害時の対応力の向上を図る必要がある。また、非被災地
からの医療従事ボランティアの受け入れ体制についても整備してお
く必要がある。 

建
物
安
全
確
認 

○ 高層ビルでは階層によ
り「揺れ」が大きく異な
り、通常1階や地下階に
設置される事の多い、
防災センターではビル
全体の被害を把握でき
ない。 
 

○ 同一地域であっても、ビ
ルの高さ・形状・構造等
により被害状況が異な
るが、外観からは構造
的な被害を把握するこ
とが難しい。 

 
○ 構造上深刻な被害が懸
念される場合には、専
門家による確認が必要
となる。 

○ 建物安全判断システムの導入：
防災センター等において、各階層
別の建物の被害状況が把握でき
る仕組みを構築する。また、その
各ビルにおける被害状況を、現地
本部等を介して地域で共有できる
仕組みを構築する。 
 

○ 建物安全確認マニュアルの作成：
建築の専門家でなくても、地域内
の他のビルと比較可能な一定の
基準による被害状況の確認が行
なえる。また、それらの被害状況
をもとに優先順位をつけた上で、
専門家による建物安全確認が行
われる。 
 

○ 在館者等の退避・収容方法：在館
者の安全が確保できない場合に
は、地域が示した一定の避難基
準に従って避難を行い、退避者に
ついては地域で収容する。 

○建物安全判断システムの導入 
 一般に高層ビルについては、その高さ・構造・形状により揺れに対
する挙動が異なるが、各ビルの防災センターでは階層別の揺れに
ついて発災直後に把握することは困難である。そこで、高層ビルの
各階の揺れの情報等をもとに安全判断を行なうシステムを構築・
導入する必要がある。また、建築の専門家による地域内の建物安
全確認にあたっては、その優先度の判断が重要となるため、地域
内で各ビルの安全確認結果を共有する仕組みが必要となる。 
 

○建物安全確認マニュアルの作成 
 大規模地震による高層ビルのゆれに対して、外観から構造的な被
害を把握することは難しい。最終的な判断については、建築の専
門家が行なうことが望ましいが、専門家による安全確認の優先順
位をつけるため、地域内の他のビルと比較可能で、ある程度一般
化された確認手順を定める必要がある。 
 

○在館者等の退避・収容方法 
 東京都等の帰宅困難者等対策の基本的な考え方としては、発災
後 3日間程度はビル内に一時滞在することが原則となっている。し
かし、大規模地震発災後の高層ビルでは、火災の発生や季節・天
候上の理由、また燃料不足による非常用電源の停止等の理由に
より全館退避が必要となる可能性がある。地域の混乱を最低限に
抑えるため、在館者の避難手順や退避者の収容の考え方につい
て整理する必要がある。 

表 3 新宿駅周辺地域のエリア防災モデル構築に向けた方向性（続き） 



                   総合研究所・都市減災研究センター（UDM）最終研究報告書（平成２６年度） 

テーマ 5 小課題番号 5.3 

した 10)。本計画は、4.1・4.2 の成果と広域情報共有

システム（5.3）の成果を反映した「情報収集伝達」

「退避誘導支援」、5.1 の成果を反映した「医療救護

活動」、1.1・5.2 の成果 11)とリアルタイム地震観測

システム（5.3）の成果を反映した「事業継続可能な

環境の確保」、さらにセミナー・講習・訓練（5.3）

の成果を反映した「平常時の対応」で構成し、それ

ぞれにおいて達成目標とハードウェア・ソフトウェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア・ヒューマンウェア対策の視点から実施方針を示

した。 

また、本計画の具体化に向けて、被害想定などの

基礎となる詳細な人口統計情報として NTT ドコモ先

進技術研究所と共同研究により、携帯電話の発信情

報から人口統計情報を推計する手法（モバイル空間

統計）を確立し（図 6）、ビックデータを活用した帰

宅困難者数等の被害推計と計画の具体化のための活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業継続可能な環境の確保（新宿モデル：事業継続可能な環境の確保モデルに該当） 

○達成目標 1：建物の安全を判断する仕組みの構築（1.1、5.2、5.3 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①建物モニタリングシステムの導入、②情報連絡網の構築 

【ソフトウェア対策】①情報連絡体制の構築、②建物安全確認ﾏﾆｭｱﾙの作成、③専門家による建物安全確認支援、④建物安全確

認に関する従事者の確保 

【ヒューマンウェア対策】①建物モニタリングシステムの活用方法の周知 

○達成目標 2：安全に待機・活動できる仕組みの構築 

実施方針 

【ハードウェア対策】①事業所での備蓄の確保、②非常用電源等の確保、③備蓄倉庫等の整備、④耐震改修、⑤什器等の固定 

【ソフトウェア対策】①事業所内待機ルールの整備と周知・啓発、②情報連絡手段の多重化、③備蓄の融通、④飲食店や小売店と

の協力体制の構築 

情報収集伝達等（新宿モデル：情報収集・伝達モデルに該当） 

○達成目標 1：現地本部を中心として情報収集・連絡体制の構築（4.1、4.2、5.3 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報通信網の整備 

【ソフトウェア対策】①情報連絡体制の構築、②現地本部の運営の仕組みの確立、③備蓄体制や運用ルールの整備 

【ヒューマンウェア対策】①現地本部の運営の在り方の周知、②専門家やリーダーの育成 

○達成目標 2：情報伝達手段を整備し、現地本部を中心に方法及び体制の構築（4.1、4.2、5.3の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報提供のための環境整備 

【ソフトウェア対策】①情報連絡体制の構築、②情報提供方法の検討、③現地本部の運営ｼｽﾃﾑの確立、④帰宅困難者の誘導対策 

【ヒューマンウェア対策】①現地本部の運営の在り方の周知、②専門家やリーダーの育成 

退避誘導支援等（新宿モデル：避難・退避誘導支援モデルに該当） 

○達成目標 1：ビルから安全に退避できる仕組みの構築（4.1、4.2、5.3 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報通信網の整備、②退避ﾙｰﾄ・場所の確保、③災害時に活用する空き駐車ｽﾍﾟｰｽの確保、④退避誘導支

援に向けた環境整備 

【ソフトウェア対策】①ビルからの退避に関する退避誘導ﾙｰﾙの整備と周知・啓発、②ビルからの退避支援体制の構築等、③地域

連携による退避の支援態勢の構築、④滞留車両の誘導方法の構築 

【ヒューマンウェア対策】①退避行動、退避支援の在り方の周知・啓発 

○達成目標 2：滞留者等への対応（4.1、4.2、5.3 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報提供のための環境整備、②滞留者等の備蓄の確保、③非常用電源等の確保、④備蓄倉庫等の整備、

⑤帰宅困難者等の受入スペースの整備、⑥耐震改修、⑦什器等の固定 

【ソフトウェア対策】①滞留者誘導ルールの整備と周知・啓発、②備蓄の融通 

【ヒューマンウェア対策】①専門家やリーダーの育成 

医療救護活動等（新宿モデル：医療連携モデルに該当） 

○達成目標 1：負傷者に対応できる仕組みの構築（5.1 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報通信網の整備、②医療備蓄の確保、③医療スペース等の整備 

【ソフトウェア対策】①医療従事者の確保、②医療スペースの事前指定等、③医療備蓄の運用体制の構築 

【ヒューマンウェア対策】①専門家をサポートする人材の育成 

○達成目標 2：災害拠点病院等で重症者に対応できる仕組みの構築（5.1 の成果を反映） 

実施方針 

【ハードウェア対策】①情報通信網の整備、②医療救護所の拡充 

【ソフトウェア対策】①地域全体での医療機能の最適配置の実現 

平常時の対応（新宿モデルの運用）（5.3 の成果を反映） 

【ソフトウェア対策】①地域防災活動の地域への浸透、②現地本部の法人化の検討、③セミナー等の仕組みの構築、④継続的な地

域連携訓練の実施 

 

表 4 新宿駅周辺都市再生安全確保計画の基本方針 
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用可能性を示した 12)。 

 

３．研究成果と今後の課題 

本研究では、工学院大学を地域防災拠点とし、地

域事業者・新宿区・医師会等と連携して新宿駅周辺

地域をモデルケースとする大都市中心市街地で効果

的なエリア防災モデルを示した。地域防災拠点は、

平常時には地域事業者等の防災リテラシーの向上を

図り、ソフト面からのエリア防災の実現に貢献する

とともに、地震時には非常時通信システム・非常用

電力供給システムと連携したリアルタイム広域情報

共有システムの活用によって地域の防災活動の拠点

として機能する環境を整備することができた。 

一方で、今後に向けた幾つかの課題が残された。1

つは、WebGIS を基盤に Java 環境でリアルタイム広

域情報共有システムを開発したため、Android や iOS

を搭載したスマートフォン・タブレット端末から直

接閲覧することができず、HTML 形式に変換して情報

提供する必要があることである。スマートフォンや

タブレット端末が急速に普及していることを踏まえ

ると、スマートフォンやタブレット端末でも円滑に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用できる環境の整備が不可欠である。 

2 つめは、エリア防災を日常から持続的に運用す

る仕組みが提示できていないことである。この課題

解決の方向性として、大丸有地区での取り組みに代

表されるように、日常のエリアマネジメントにエリ

ア防災を位置づけることが有効だと考える。エリア

防災の取り組みが、個々の企業の BCP の限界を補完

し、災害時の業務機能維持や早期復旧能力の向上、

安全・安心という側面から国際競争拠点としての魅

力と地域価値を高め、投資に対する不確実性を解消

するなど地域の各主体に長期的な利益をもたらすと

ともに、地域の持続的発展にもつながる。今後は欧

米の BID（Business improvement district）制度な

ども参考としながら、エリアマネジメント活動の一

環として活動の担い手を育成し、エリア防災を持続

的に運用していくための手法の開発が必要である。 

こうした課題が残されたが、本研究成果による副

次的効果も得ることができた。まず、当初計画には

なかった、携帯電話の発信情報から人口統計情報を

推計する技術とビックデータの活用手法は、東京都

や埼玉県などでの帰宅困難者対策に有効に活用され、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6 新宿区をモデルにモバイル空間統計により滞留者数・帰宅困難者数を推計した結果の例 
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その後は事業化されたことで全国での展開が図られ

ている。この技術はドイツ・フラウンホーファー研

究機構（ドイツの 66 の研究所の集合体）も注目し、

この技術の利活用について当機構と 2013 年に意見

交流を行った。さらに、ビックデータを活用した帰

宅困難者数の被害推計等の成果は、当課題担当の村

上が参加する「都市防災対策の新たな課題に関する

検討委員会」（事務局：国土交通省都市局都市安全課

都市防災対策企画室）において、ビックデータの都

市防災対策の活用方策のガイドライン作成の参考と

しても利用した。 

また、本学が地域防災拠点として、セミナー・講

習・訓練を継続して実践してきた実績と東日本大震

災時に約 700 名の帰宅困難者の受け入れた実績から、

中山新宿区長（当時）と本学髙田理事長の出席のも

とで「新宿区と学校法人工学院大学との防災・減災

対策の相互連携に関する基本協定」および「帰宅困

難者一時滞在施設の提供に関する協定」を 2012 年

12 月に締結することができた。これによって、本学

の地域防災拠点としての役割が公的に位置づけられ

ることになった。 
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