
連携・協定の主な対象分野

浜松市様提供データ

未来デザイン会議

浜松市　新総合計画（平成27年度～）策定

分析

ビッグデータ

未来の浜松に向けた取り組みの「柱」

（「FUJITSU DataPlaza  ソーシャルメディア分析ツール」 等）

（1）ICT を活用したまちづくり
（2）世界に飛躍する次世代への多様な人材育成
（3）活力あるコミュニティの形成
（4）環境にやさしいまちづくり
（5）最先端技術を活用した国際貢献と産業振興

川崎市にとって富士通は産業界を代表するパートナーであ

り、今回の包括協定の締結は光栄なことです。昨年11月に市

長に就任して以来、対話をすることの重要性を強く感じてい

ます。悩みを発信することで解決策や知恵が集まってくるか

らです。できないという思い込みを新しい技術でブレークス

ルーし、富士通とあらゆる問題の解決にチャレンジして川崎を

日本一幸せの溢れる「最幸（さいこう）のまち」にしていきた

いと考えます。

川崎市では1960-70年代の公害問題を、企業と一緒に環境

技術を磨くことで解決しており、この成功物語は急成長を続け

る中国や東南アジア諸国にとって良い参考事例になると思い

ます。富士通とはICTを活用してサウジアラビアへ環境モニタ

リングを輸出するなど先駆的な取り組みも行っています。

今後川崎市では、新たな総合計画を策定していきますが、

その際には、富士通のビッグデータ技術を活用し、人口動態な

ども踏まえた長期的施策の検討も進めたいと考えています。

今回の包括連携を機に、ICTを活用したまちづくりや課題解決

など、いろいろなことを相談していきたい。そして、富士通と共

創する成果を、「川崎モデル」として他の都市に向けて発信し、

世界の人々の幸せに貢献していきます。

世界の急激な人口増加によって、人口1,000万人以上が

居住する“メガシティ”の都市人口は、現在の32億人から

2030年までに50億人に増加すると予想されています。都

市化は、人々に豊かさと利便性を、まちに賑わいをもたらし

ますが、一方で大気汚染やごみ・騒音の発生、エネルギー不

足などの環境問題や、渋滞や交通事故などの交通問題、住

宅・医療施設の不足など様々な問題を惹き起こします。

こうした中、富士通は、都市で活動する人々の活動が生み

出すビッグデータを活用して、より安全で快適な、地域の

人々のニーズに即した未来のまちづくりを国内外で推進し

ています。

川崎市とまちづくりに関する包括協定を締結
現在、世界人口の半数以上が都市に居住し、2030年には

60％に増加すると予測される中、交通渋滞や環境・エネル

ギーなど都市に関わる諸問題を解決することが、地球規模

のサステナビリティを実現するために重要となっています。

145万人以上の人口を有する川崎市は、高度なものづく

り技術と、公害を克服してきた世界有数の環境技術を併せ

持つ産業都市です。富士通は1935年の設立以来、市内に約

16,500名のグループ社員を擁するなど、発祥の地である川

崎市と共に歩んできました。

「日本一幸せの溢れる最幸

のまち」づくりを推進する川

崎市と、「ICTの力」を通じて

人々が安心して暮らせる社

会を目指す富士通は、世界をリードするコミュニティ・エン

ゲージメントとして包括連携協定を締結し、「持続可能な川

崎のまちづくり」を推進しています。

川崎市の持つ地域資源や人材と、富士通の持つグローバ

ルな技術、ノウハウなどを相互に活用して先進的な取り組み

を実施し、その成果を日本、国際社会に展開することを視野

に入れています。両者はこの協定に基づき、社会経済環境

の変化や人々の動向などに関わるビッグデータの活用、先

端技術を用いた国際的な環境貢献や産業振興など、様々な

取り組みを強化していきます。

ビッグデータの活用に注目が集まる中、静岡県浜松
市は全国の自治体に先駆けてビッグデータを活用した
未来のまちづくりを推進しています。
富士通は、浜松市と共同で2013年9月から2014年3

月まで、浜松市が保有する公共データのほか、市民アン
ケートや市民インタビューを通じた市民の声や、ウェブ
記事やソーシャルメディアで交わされる浜松に対する
声を収集。分析ツールを活用することで、市民の浜松市
に対する期待や思いを発掘していきました。浜松市は、
これら情報を日々の市政に活かしていくと共に、浜松市
の30年後の姿を定める浜松市未来デザイン会議にて
活用しました。

世界の新車販売台数の約23％を占めている中国で
は、車両数の急激な増加に伴い、特に都市部における大
気汚染と交通事故多発が社会問題化しています。
福建富士通は、中国の通信キャリア様との連携により、
大手物流企業に向けて、エコ運転や車両安全などに関わ
るワンストップでスマートな車両管理サービスを提供し
ています。このサービスにより、リアルタイムでの車両情
報捕捉と、走行のコントロールなどが可能になりました。
この結果、燃費効率を20%以上向上すると共に、事故件
数が約50％減少する事例
も確認されています。
富士通は今後も、ICTを
活用し、中国をはじめとす
る世界の都市交通の環境
改善と安全性向上を実現
していきます。

市民の声
・市民の声（ご意見箱）
・市民アンケート
・市民インタビュー

ソーシャルメディア上
の市民の声
・Facebook
・Twitter
・ブログ

 過密化する都市の諸問題を解決する
「持続可能なまちづくり」を。

日本一幸せの溢れる
川崎のまちづくりを目指して
川崎市長 福田 紀彦 様

「まちの30年後」を描く
ビッグデータ解析プロジェクトを推進

静岡県浜松市で

通信キャリア様と連携して
車両管理サービスを提供

中国で

分析の全体像とプロセス

Case of Human Centric Innovation 1　都市問題への対応

山本社長（左）と川崎市の福田市長

中国都市交通のイメージ
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次世代
電子カルテ
システム
の開発

データ利用・活用

最適な
診断、指導、
治療の支援

データの収集、
蓄積、解析

診断結果
CT,MR結果 診療情報

バイタル情報
生活情報など

健康・生活
情報

尿・唾液、
血液など ゲノム情報

次世代
電子カルテ
システム

次世代
電子カルテ

生体
シミュレータ 1細胞診断

バイタル
センシング

IT
創薬

情報活用
基盤

ゲノム情報、健康情報、日
常生活情報、電子カルテ診
療情報を統合／統計解析
し、新たな知見の発見や情
報活用基盤を構築

私は主に、生命情報学（バイオインフォマティクス）と医療情

報学の2軸で研究を進めてきました。富士通が未来医療開発

センターを立ち上げるということで、2年前くらいからこれま

で研究してきた様々なゲノム関連の情報と富士通のICTを合

わせて、ゲノムや健康情報を電子カルテに反映し、環境要因・

遺伝（ゲノム）要因をトータルで診断や治療に役立てることを

目標に、新しい統合データベースの構築に取り組んでいます。

なぜ富士通との共同開発を決めたのか。もちろん、付き合い

のある企業はほかにも多数ありますし、ゲノム活用など皆さん

着眼点や考える方向性は似ています。ただし、考えることから

一歩踏み出し、それを社長直下の組織としていち早くカタチ

にしたのは富士通だけでした。富士通には挑戦する精神と、変

化を受け入れる柔軟性を感じています。また、電子カルテシス

テム、地域医療連携、スパコンを活用した臓器シミュレーター

などヘルスケアの幅広い分野で強力なICTの実績と基盤を持

たれています。

そういう意味で、富士通には今後、「日本のゲノム医療の主

役」としてほかの企業を牽引していってほしいと思います。新

しい医療はICTの力なしでは生まれません。日本医療の発展に

向けて富士通には大きな期待を寄せています。

日本では65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は、

2030年には31.6％に達すると予想され、それに伴い医療を

含む社会保障費の抑制が喫緊の課題となっています。この

ため、健康で長生きできる社会の実現に向けて、国民一人

ひとりの健康を支える医療連携や健康医療産業の育成が求

められています。また、精神的な健康を維持し増進していく

ことも重要であり、企業では従業員の心理的な負担を

チェックする取り組みを一層充実させることが求められて

います。

こうした中、富士通は、豊富な実績を有する電子カルテシ

ステムをはじめ、予防医療や個別化医療を支えるICT基盤の

提供を目指すと共に、スーパーコンピュータを活用した創

薬支援、被災地における心の健康を維持するサービス創造

などに挑戦しています。

富士通は、日本社会が抱える医療に関わる様々な問題に

取り組むべく、2013年12月に未来医療センターを設立しま

した。同センターのミッションは、ICTを最大限活用し、最先端

の研究機関や医療現場と連携することで、「健康増進」「疾

患の早期発見」「重症化予防」「新薬創出」「個別化医療」な

どにおける新たな事業を創出することです。

特に、国内の医療機関における電子カルテシステムの導入

シェア1位という実績・ノウハウを活かし、今後は、これまでの

診療情報に加え、ゲノム情報や日々の生活情報を統合した、

次世代電子カルテシステムの構築や個別化医療の実現を目

指します。また、国内外の製薬企業や研究機関などと連携し、

スーパーコンピュータを活用した「IT創薬」にも取り組んでい

ます。シミュレーションの活用により、発病原因に効く物質の

特定までの時間を大幅に短縮できることが示されています。

今後は、先端技術はもちろん、これまでのビジネスで培っ

た技術・ノウハウを活かし、革新的な医療の実現や、人々の

健康を支える社会の形成に貢献していくことを目指します。

東日本地域の復興においては、インフラの整備のみ
ならず、人と人とのつながりにより孤立を防ぐことの重
要性が改めて認識されています。
富士通は、自治体の情報配信力強化や被災者の心の

ケアなどをICTで支援することにより、この課題に取り組
んでいます。
岩手県では、奥州市様と連携し、防災・防犯情報の一
元管理と多様なメディア（携帯電話やSNSなど）を活用
した配信の仕組みを構築し、自治体の適切な意思決定
と住民への確実な情報配信を支えています。
また福島県では、いわき市様・いわき明星大学様と連
携し、健康情報管理とストレスチェック機能からなる見
守りサポートシステムを構築し、仮
設住宅などで生活している市民の
心の健康をICTで支えています。

高齢化社会がもたらす社会課題への対策としてICT
の利活用が検討されています。
富士通は日常生活での健康支援をテーマに、センシ

ング技術やその活用で先進的な取り組みを実施してい
るアイルランドの2研究機関（TRIL、CASALA（注1））と共
同で、アイルランドのスマートハウスに居住する高齢者
や患者のモニタリングと自立生活支援を行う「KIDUKU
プロジェクト（注2）」を開始しました。
本研究では様々なセンサーを用いて高齢者や患者

の日常生活からデータを収集し、専門医の知見とデー
タ可視化・分析技術を合わせた健康管理・日常生活支援
システム開発とソリューション構築を目指します。それ
によって、システムでの病気の経過観察による治療計画
適正化支援と、関係者間の容易なコミュニケーションの
実現が期待されます。
富士通は、本プロジェクトを通じて高齢化社会におけ

る自立生活支援へのICTの活用を目指します。
（注1）アイルランドの2研究機関：
●TRIL（Technology Research for Independent Living）
  医療研究機関としてセンシング技術の応用研究に従事。
●CASALA（Centre for Affective Solutions for Ambient Living Awareness）
  センシング環境を備えた実験用スマートハウスを運営し、各種試験を実施。
（注2）「KIDUKU」： 状態の変化に「気付く」、ソリューションを「築く」、そしてアイル
ランドと日本の良好な関係を「築く」という思いが込められています。

「先端医療」を支えるICT環境の構築へ、
「心の健康」をケアする
 新たなサービスの創造へ。

Case of Human Centric Innovation 2　医療問題への対応

新しい医療はICTなしでは生まれない

東京医科歯科大学　難治疾患研究所
生命情報学　教授

田中 博 様

震災復興支援～防災・防犯システムと
仮設住宅見守りサポートシステム～

岩手県・福島県で

高齢化社会の安全・安心で豊かな自立生活を
センシング技術で支援

アイルランドで

医療革新と健康な社会づくりを目指す
「未来医療開発センター」を設立

福島県いわき市の仮設住宅
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目標に、新しい統合データベースの構築に取り組んでいます。

なぜ富士通との共同開発を決めたのか。もちろん、付き合い

のある企業はほかにも多数ありますし、ゲノム活用など皆さん
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役」としてほかの企業を牽引していってほしいと思います。新

しい医療はICTの力なしでは生まれません。日本医療の発展に

向けて富士通には大きな期待を寄せています。

日本では65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は、

2030年には31.6％に達すると予想され、それに伴い医療を

含む社会保障費の抑制が喫緊の課題となっています。この

ため、健康で長生きできる社会の実現に向けて、国民一人

ひとりの健康を支える医療連携や健康医療産業の育成が求

められています。また、精神的な健康を維持し増進していく

ことも重要であり、企業では従業員の心理的な負担を

チェックする取り組みを一層充実させることが求められて

います。

こうした中、富士通は、豊富な実績を有する電子カルテシ

ステムをはじめ、予防医療や個別化医療を支えるICT基盤の

提供を目指すと共に、スーパーコンピュータを活用した創

薬支援、被災地における心の健康を維持するサービス創造

などに挑戦しています。

富士通は、日本社会が抱える医療に関わる様々な問題に

取り組むべく、2013年12月に未来医療センターを設立しま

した。同センターのミッションは、ICTを最大限活用し、最先端

の研究機関や医療現場と連携することで、「健康増進」「疾

患の早期発見」「重症化予防」「新薬創出」「個別化医療」な

どにおける新たな事業を創出することです。

特に、国内の医療機関における電子カルテシステムの導入

シェア1位という実績・ノウハウを活かし、今後は、これまでの

診療情報に加え、ゲノム情報や日々の生活情報を統合した、

次世代電子カルテシステムの構築や個別化医療の実現を目

指します。また、国内外の製薬企業や研究機関などと連携し、

スーパーコンピュータを活用した「IT創薬」にも取り組んでい

ます。シミュレーションの活用により、発病原因に効く物質の

特定までの時間を大幅に短縮できることが示されています。

今後は、先端技術はもちろん、これまでのビジネスで培っ

た技術・ノウハウを活かし、革新的な医療の実現や、人々の

健康を支える社会の形成に貢献していくことを目指します。

東日本地域の復興においては、インフラの整備のみ
ならず、人と人とのつながりにより孤立を防ぐことの重
要性が改めて認識されています。
富士通は、自治体の情報配信力強化や被災者の心の

ケアなどをICTで支援することにより、この課題に取り組
んでいます。
岩手県では、奥州市様と連携し、防災・防犯情報の一
元管理と多様なメディア（携帯電話やSNSなど）を活用
した配信の仕組みを構築し、自治体の適切な意思決定
と住民への確実な情報配信を支えています。
また福島県では、いわき市様・いわき明星大学様と連
携し、健康情報管理とストレスチェック機能からなる見
守りサポートシステムを構築し、仮
設住宅などで生活している市民の
心の健康をICTで支えています。

高齢化社会がもたらす社会課題への対策としてICT
の利活用が検討されています。
富士通は日常生活での健康支援をテーマに、センシ

ング技術やその活用で先進的な取り組みを実施してい
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や患者のモニタリングと自立生活支援を行う「KIDUKU
プロジェクト（注2）」を開始しました。
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実現が期待されます。
富士通は、本プロジェクトを通じて高齢化社会におけ

る自立生活支援へのICTの活用を目指します。
（注1）アイルランドの2研究機関：
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  医療研究機関としてセンシング技術の応用研究に従事。
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  センシング環境を備えた実験用スマートハウスを運営し、各種試験を実施。
（注2）「KIDUKU」： 状態の変化に「気付く」、ソリューションを「築く」、そしてアイル
ランドと日本の良好な関係を「築く」という思いが込められています。

「先端医療」を支えるICT環境の構築へ、
「心の健康」をケアする
 新たなサービスの創造へ。
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スーパーコンピュータシミュレーションによる
造水・水循環システムの濾過工程のイメージ
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200万の人々が暮らすカナリア諸島は、アフリカ西岸サハ
ラ沖に東西に浮かぶ7つの島からなる自治州です。中央部は
高い山岳地帯を形成しており、常に北西貿易風を受けるとい
う地理的特性を活かし、豊富な太陽光や風力を利用した再生
エネルギー発電が盛んです。しかし、すべての電力を島内で
賄うことはできず、気象予測の精度や電力マネジメントなど
の問題から、電力供給の一部を1,100kmも離れたスペイン
本土に頼っていました。
富士通は、ITER様（注）にHPC（High Performance Computer）を

核とするシステムを提供し、島内の発電量予測と本国からの
供給量予測のバランスを最適化することで、本土からの買電
に関するコストを約75％削減することに成功しました。
再生エネルギーの活用は持続可能な発展の基盤であり、

今後も富士通は、ICTを活用し、カナリア諸島のさらなる経済
成長と繁栄を支えていきます。
（注）The Technological Institute of Renewable Energies
テネリフェ島政府管轄の自然エネルギー研究施設（1990年設立）

経済のグローバル化は世界に新しい豊かさをもたらす一

方で、地球規模の環境破壊や資源・エネルギー・食糧・水不足

などのグローバルな課題を顕在化させ、国際社会の持続可

能な発展を脅かしつつあります。これらの問題を解決する

ためには、企業が率先して自社の活動が自然環境に与える

負の影響を正しく把握し、抑制に努めると共に、太陽光や風

力など再生可能エネルギーや、非枯渇資源・廃棄物などを

有効活用していくことが求められます。

富士通は、ICTを活用して環境負荷を正確に把握するシス

テムや、自然エネルギー活用の最適化システムを提供して

いるほか、大学・研究機関と共にスーパーコンピュータのシ

ミュレーション技術を活かした造水・水循環システムの開発

などに取り組んでいます。

人口増や都市化・工業化の進展により、2030年までに世

界の水需要は供給を40%上回ると予測されます。そのた

め、私たちの豊かな生活環境を形成・維持するために必要な

生活用水や・工業・農業用水などを確保することは重要な課

題となります。

信州大学様は、この問題に取り組むべく、ナノカーボンな

どの革新的材料を用いた水分離膜や、それらを利用した造

水・水循環利用のためのシステム化技術の開発に取り組ん

でいます。 

特に、水分離膜の開発においては、複雑な解析作業や

原子レベルのシミュレーションが不可欠であり、より高い

計算能力を持ったスーパーコンピュータが必要とされま

す。そこで富士通は、信州大学様のニーズに応えるべく、

「PRIMERGY RX200 S8」16台によるPCクラスタ、および

「FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX10」1台から

地球環境問題の深刻化に伴い、企業に対して環境に関する
情報開示要請は日増しに高まる一方、経済のグローバル化は
加速し、多国籍化した事業所間の統合された環境マネジメン
トの実現が大きな課題となっています。
富士通は、世界6極で多様な事業を展開しその正確な環

境負荷データの収集・集計に課題を抱えていた本田技研工
業様にSaaS型環境経営情報サービス「Eco Track」を提供。
Excelベースの柔軟性の高いソリューションは、帳票作成や
依頼ルート設定、集計作業などの簡素化とデータ精度の飛
躍的向上を実現し、データの短期共有や分析も実現し始め
ています。本田技研工業様ではSaaSの利用からプライベー
トクラウド上での運用に切り替え、さらなる機能の改善・強化
を進めていく方針です。
「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現に
向けて取り組まれる本田技研工業様の環境経営を、富士通は
これからも支え続けます。

成るスーパーコンピュータシステムを提供しました。この研

究により、将来的には、海水や油からも生活用水や工業・農

業用水を抽出できるような成果が期待されます。

富士通は、ICTの力により、水問題をはじめとする地球規模

の社会変革に貢献していきます。

世界では11億人余りが安全な飲料水にアクセスできず、

200万人以上の子どもが汚染水で命を落としています。こうし

た問題に取り組むため、信州大学が中心となって提案した『世

界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するア

クア・イノベーション拠点』構想がCOI（Center of Innovation）

中核拠点として、文部科学省より2013年10月末に選定されま

した。

本事業では、多様な水源から水を造り出し、また資源の生産

と環境保全に寄与して、広く地球規模で安全、安心な水を提供

できる、革新的な「造水・水循環システム」の実用化を、オール

ジャパンの研究チームで目指します。これまでは炭素膜による

造水機能発現の成果が出ましたが、今後は革新的機能創成が

課題となっています。そのためメカニズム解析の研究におい

ては、富士通のスーパーコンピュータシステムを導入すること

で、これまで不可能であった水分子の動的分析ができるよう

になると期待します。地域新産業の創出と、世界中の人々に

とって魅力的かつ必要とされる科学研究と応用による社会貢

献を果たす拠点を創り上げていきたいと思います。

環境負荷削減から
自然エネルギーの有効利用へ、
自然資本の再生へ。

スーパーコンピュータを用いて
サステナブルな水資源を創造

最適なエネルギー管理を実現し
離島にエネルギーを安定供給

グローバルな環境データマネジメントを
環境経営ソリューションで支援

世界の豊かな生活環境に貢献する
水の創出を目指して

信州大学　特別特任教授
カーボン科学研究所　遠藤特別研究室

遠藤 守信 様

カナリア諸島で 世界6極で

Case of Human Centric Innovation 3　環境問題への対応

ITER様データセンタ 風力発電（イメージ）
FUJITSU Supercomputer 
PRIMEHPC FX10
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エネルギー発電が盛んです。しかし、すべての電力を島内で
賄うことはできず、気象予測の精度や電力マネジメントなど
の問題から、電力供給の一部を1,100kmも離れたスペイン
本土に頼っていました。
富士通は、ITER様（注）にHPC（High Performance Computer）を

核とするシステムを提供し、島内の発電量予測と本国からの
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日本はその地理的特性から、世界でも台風や地震など自然
災害の発生する割合が高い国であり、常にその脅威に晒され
ています。
このような自然災害の被害を低減させるためには、気象、
海洋や地震・火山など、災害をもたらすおそれのある現象を
常に監視・予測し、的確な情報を24時間365日絶えず提供す
ることが求められます。
富士通は「地域気象観測システム（アメダス）センターシス

テム」、「気象情報伝送処理システム（アデス）」の構築を通じ
て、気象庁様による観測・監視・予測・発表などの業務を支えて
います。アメダスやアデスにより観測・提供される気象情報お
よび警報・注意報は、日々の暮らしを豊かなものにすると共
に、自然災害に対する防災・減災、交通安全や産業発展に貢献
する情報として幅広く活用されて
います。
富士通は、これからも、高い信頼
性で本システムの成長を支えると
共に、最先端のICTで安心・安全な
社会の実現に貢献していきます。

富士通のソリューションは、特に、大規模な洪水が発生した際、被害軽減活動における情報収集に役

立っています。2012年の洪水の際には、手作業で行っていたため、洪水地点や浸水地域などを集約し

た情報を入手するのに5日かかり、その間、市民向けの情報提供ポータルサイトは効果的に機能しま

せんでした。しかし、2014年1月の洪水では、災害情報管理システムを利用したことで、リアルタイム

での情報入手と迅速な情報配信が可能となり、確実に、かつ効果的に、減災活動全体をコーディネー

トすることができました。

日本や東南アジアの島国は、その地理的特性などから、

台風や洪水、地震・津波といった自然災害が発生する危険度

が高い地域です。こうした地域では、過去の災害に関わる

様々なデータを活用して、建築物や堤防などを強化する「防

災」対策に注力しています。また、東日本大震災以降は、被

害を最小限に食い止め、人命を確実に救う「減災」というア

プローチにより、1，000年に1度の災害に備える動きも増え

ています。

富士通は、過去の膨大な情報を蓄積・活用して「防災」に

役立つシステムを構築すると同時に、センサーなどを活用

して気象状況や自然環境の変化をリアルタイムで把握し、

被害を予測する「減災」の仕組みを提案しています。

島国であるインドネシアは、日本と同様に地理的に自然災

害が発生しやすい国土であり、なかでも同国の政治経済の

中心であるジャカルタ州の災害対策は喫緊の課題となって

います。

富士通は、手作業で時間

を要する災害情報管理の改

善に向けてシステム導入を

検討していたジャカルタ州防

災局様に、日本で培った災害

対策支援ノウハウを活用し

た災害情報管理システム

（DIMS）を構築。現地事情に

合わせたSMSでの情報発信

対応や防災局様のポータル

サイト開発を行い、河川水位

の集中管理や警報の自動発

信、リアルタイムでの現地情

報収集と一括表示などを実現し、避難指示など災害現場で

の迅速な意思決定を可能にしました。

今後も、関連機関との情報連携といったシステム強化や

サポート対応改善を図り、富士通はジャカルタ州の災害対

策に貢献していきます。

中国の自然災害による直接的経済損失は、年間平均で
2，000億元余（約3兆円）に上り、特に水害や干害による被害が
深刻になっています。
江蘇省水利庁様では、州の水資源管理に加え、洪水・渇水
対策のための情報化整備が最優先の課題となっていまし
た。このような課題に対応するため、富士通は江蘇省水利庁
様と「水資源監視制御/早期警告システム」を構築し、洪水・渇
水時の水位を正確かつ迅速に水
利部などの行政機関に伝送する
だけでなく、州全体の水資源の安
全保障などのニーズにも対応し
ています。
今後、国際協力が必要と思われ

る自然災害への取り組みに対し、
富士通はICTを通じ、世界の安心安
全な社会の実現に向けて貢献して
いきます。

 防災と減災の視点を併せ持つ
「安心・安全な社会の実現」へ。

気象情報および特別警報・警報・注意報の発表を
高信頼システムで実現

確実かつ効果的な減災活動に向けて

ジャカルタ州防災局　
Head of Informatics Section

Bambang Surya Putra 様

日本の災害対策ノウハウを、
インドネシアの災害情報管理システムに

中国の洪水・渇水化対策を支える
水源管理システムを構築

Case of Human Centric Innovation 4　自然災害への対応

日本で 中国で

防災センターの様子

洪水発生時の市内の様子

予報現業室の様子

長江下流

干ばつ（イメージ）

南海トラフ巨大地震の津波シミュレーション
　画像提供：海洋研究開発機構 馬場俊孝様

気象庁C

FUJITSU GROUP CSR REPORT 2014 16FUJITSU GROUP CSR REPORT 201415



日本はその地理的特性から、世界でも台風や地震など自然
災害の発生する割合が高い国であり、常にその脅威に晒され
ています。
このような自然災害の被害を低減させるためには、気象、
海洋や地震・火山など、災害をもたらすおそれのある現象を
常に監視・予測し、的確な情報を24時間365日絶えず提供す
ることが求められます。
富士通は「地域気象観測システム（アメダス）センターシス

テム」、「気象情報伝送処理システム（アデス）」の構築を通じ
て、気象庁様による観測・監視・予測・発表などの業務を支えて
います。アメダスやアデスにより観測・提供される気象情報お
よび警報・注意報は、日々の暮らしを豊かなものにすると共
に、自然災害に対する防災・減災、交通安全や産業発展に貢献
する情報として幅広く活用されて
います。
富士通は、これからも、高い信頼
性で本システムの成長を支えると
共に、最先端のICTで安心・安全な
社会の実現に貢献していきます。

富士通のソリューションは、特に、大規模な洪水が発生した際、被害軽減活動における情報収集に役

立っています。2012年の洪水の際には、手作業で行っていたため、洪水地点や浸水地域などを集約し

た情報を入手するのに5日かかり、その間、市民向けの情報提供ポータルサイトは効果的に機能しま

せんでした。しかし、2014年1月の洪水では、災害情報管理システムを利用したことで、リアルタイム

での情報入手と迅速な情報配信が可能となり、確実に、かつ効果的に、減災活動全体をコーディネー

トすることができました。

日本や東南アジアの島国は、その地理的特性などから、

台風や洪水、地震・津波といった自然災害が発生する危険度

が高い地域です。こうした地域では、過去の災害に関わる

様々なデータを活用して、建築物や堤防などを強化する「防

災」対策に注力しています。また、東日本大震災以降は、被

害を最小限に食い止め、人命を確実に救う「減災」というア

プローチにより、1，000年に1度の災害に備える動きも増え

ています。

富士通は、過去の膨大な情報を蓄積・活用して「防災」に

役立つシステムを構築すると同時に、センサーなどを活用

して気象状況や自然環境の変化をリアルタイムで把握し、

被害を予測する「減災」の仕組みを提案しています。

島国であるインドネシアは、日本と同様に地理的に自然災

害が発生しやすい国土であり、なかでも同国の政治経済の

中心であるジャカルタ州の災害対策は喫緊の課題となって

います。

富士通は、手作業で時間

を要する災害情報管理の改

善に向けてシステム導入を

検討していたジャカルタ州防

災局様に、日本で培った災害

対策支援ノウハウを活用し

た災害情報管理システム

（DIMS）を構築。現地事情に

合わせたSMSでの情報発信

対応や防災局様のポータル

サイト開発を行い、河川水位

の集中管理や警報の自動発

信、リアルタイムでの現地情

報収集と一括表示などを実現し、避難指示など災害現場で

の迅速な意思決定を可能にしました。

今後も、関連機関との情報連携といったシステム強化や

サポート対応改善を図り、富士通はジャカルタ州の災害対

策に貢献していきます。

中国の自然災害による直接的経済損失は、年間平均で
2，000億元余（約3兆円）に上り、特に水害や干害による被害が
深刻になっています。
江蘇省水利庁様では、州の水資源管理に加え、洪水・渇水
対策のための情報化整備が最優先の課題となっていまし
た。このような課題に対応するため、富士通は江蘇省水利庁
様と「水資源監視制御/早期警告システム」を構築し、洪水・渇
水時の水位を正確かつ迅速に水
利部などの行政機関に伝送する
だけでなく、州全体の水資源の安
全保障などのニーズにも対応し
ています。
今後、国際協力が必要と思われ

る自然災害への取り組みに対し、
富士通はICTを通じ、世界の安心安
全な社会の実現に向けて貢献して
いきます。

 防災と減災の視点を併せ持つ
「安心・安全な社会の実現」へ。

気象情報および特別警報・警報・注意報の発表を
高信頼システムで実現

確実かつ効果的な減災活動に向けて

ジャカルタ州防災局　
Head of Informatics Section

Bambang Surya Putra 様

日本の災害対策ノウハウを、
インドネシアの災害情報管理システムに

中国の洪水・渇水化対策を支える
水源管理システムを構築

Case of Human Centric Innovation 4　自然災害への対応

日本で 中国で

防災センターの様子

洪水発生時の市内の様子

予報現業室の様子

長江下流

干ばつ（イメージ）

南海トラフ巨大地震の津波シミュレーション
　画像提供：海洋研究開発機構 馬場俊孝様

気象庁C

FUJITSU GROUP CSR REPORT 2014 16FUJITSU GROUP CSR REPORT 201415




