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レジュメ
１．電力会社の防災対策の概要
о停電発生のリスクと防災対策の基本方針
о平常時の備え、非常災害時の対応

２．大規模地震発生時の電力供給
о地震防災への取り組み
о大規模地震発生時の電力供給
о首都直下地震に対する取り組み
о大規模地震発生時の考慮事項

３．電力会社における災害情報
о電力会社が必要とする災害情報
о災害情報の収集システム
о停電情報の社外関係機関への発信
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東京電力のサービスエリア
栃木支店
群馬支店
茨城支店

埼玉支店
多摩支店

千葉支店
山梨支店

沼津支店

神奈川支店
東京支店

需要規模
東京電力

全国

当社／全国

最大電力

６，４３０万kW

１８，２３８万kW

３５％

販売電力量

２７６．０億kWh

８３４．３億kWh

３３％

最大電力は過去最大（平成13年7月24日） 、販売電力量は平成15年度実績
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東京電力の主要送電ネットワーク
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電力会社におけるリスクの例
内部要因

自然災害

地震、雷、台風（暴風、塩害）、
雪、水害、土砂、火山噴火など

経年劣化、設備不備

設備の周囲
状況変化

外的要因
設備異常
設備損壊

飛来物・クレーン接触、
火災、破壊行為（テロ）、
サイバーテロなど

建物・樹木倒壊、火災など

安全確保

国家的行事の混乱

停電

人身災害・周辺環境影響

系統波及
原子力防災

供給停止

広範囲・長時間停電

安定供給確保
社会・経済システムの機能障害

供給力不足
設備運用限度超過
燃料調達

設備建設

環境問題
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防災対策の基本方針
非常災害（自然災害や内部要因、外的要因等により電力設備が被災し、人身
非常災害（自然災害や内部要因、外的要因等により電力設備が被災し、人身
災害が発生すること、周囲環境に多大な影響を及ぼすこと、広範囲・長時間停
災害が発生すること、周囲環境に多大な影響を及ぼすこと、広範囲・長時間停
電となり社会・経済システムに機能障害をもたらすこと等）の発生を防止する、
電となり社会・経済システムに機能障害をもたらすこと等）の発生を防止する、
また、発生した場合は災害の規模を軽減し、早期に健全な状態に復旧する。
また、発生した場合は災害の規模を軽減し、早期に健全な状態に復旧する。

被災しにくい設備
被災しにくい設備

о耐災設計、補強
о耐災設計、補強
о的確な保守
о的確な保守 等
等

被災時の影響軽減
被災時の影響軽減
о設備構成の多重化
о設備構成の多重化
оバックアップ機能
оバックアップ機能 等
等

早期復旧
早期復旧

о応急復旧用資機材
о応急復旧用資機材
о復旧活動円滑化
о復旧活動円滑化 等
等

人身安全確保・人命尊重が最優先、電力供給は可能な限り継続
人身安全確保・人命尊重が最優先、電力供給は可能な限り継続
指定公共機関としての責務・企業としての責務の的確実施
指定公共機関としての責務・企業としての責務の的確実施
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平常時実施事項
防災業務計画、社内規定・マニュアルの制・
防災業務計画、社内規定・マニュアルの制・
改定、チェックリスト、運用ルール等の整備
改定、チェックリスト、運用ルール等の整備
非常態勢、災害対策要員の選定、
非常態勢、災害対策要員の選定、
情報連絡ルート等の整備
情報連絡ルート等の整備
非常災害対策室、情報連絡手段、
非常災害対策室、情報連絡手段、
情報収集・集約・発信システム等の整備
情報収集・集約・発信システム等の整備
事業所が被災した場合の代替施設の整備
事業所が被災した場合の代替施設の整備

設備の耐災設計、耐災性評価、対策の実施
設備の耐災設計、耐災性評価、対策の実施
被害想定、復旧シミュレーション
被害想定、復旧シミュレーション
関係法令、条例、諸計画等の
関係法令、条例、諸計画等の
制改訂への対応
制改訂への対応
社外関係機関との連絡ルート確保、
社外関係機関との連絡ルート確保、
地域防災会議・訓練への参加
地域防災会議・訓練への参加

資機材、食料等の備蓄
資機材、食料等の備蓄

関係機関、協力企業等との災害時の
関係機関、協力企業等との災害時の
応援等に関する協定の締結
応援等に関する協定の締結

訓練、人材育成、意識高揚活動
訓練、人材育成、意識高揚活動

業務支援システムのバックアップ
業務支援システムのバックアップ

災害時広報、理解活動
災害時広報、理解活動

地域貢献、社員の災害ボランティア支援
地域貢献、社員の災害ボランティア支援

検討・推進体制：防災対策委員会、特定課題検討委員会
検討・推進体制：防災対策委員会、特定課題検討委員会
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自然災害に関する防災対策の流れ
発
発
災
災

初期対応による停電復旧
初期対応による停電復旧

復旧
復旧
方法
方法

自動停電復
自動停電復
旧システム等
旧システム等
による復旧
による復旧

復旧
復旧
態勢
態勢

非常態勢
非常態勢
の発令と
の発令と
伝達
伝達

２４時間常駐の運転員の
２４時間常駐の運転員の
系統切替操作、保守員の
系統切替操作、保守員の
現場出向による復旧
現場出向による復旧
初動要員・非常災
初動要員・非常災
害対策要員の参集
害対策要員の参集

設備復旧等による停電復旧
設備復旧等による停電復旧
災害対策要員、協力企業対応要
災害対策要員、協力企業対応要
員等による、保有資機材等を活
員等による、保有資機材等を活
用した応急送電・設備復旧
用した応急送電・設備復旧

被災
災原
原因
因の
の分
分析
析
被
復旧
旧活
活動
動の
の評
評価
価
復

警戒
警戒
態勢
態勢

非常災害対策本部の設置・運営、
非常災害対策本部の設置・運営、
対策本部による戦略的な復旧活動、
対策本部による戦略的な復旧活動、
関係機関との連携
関係機関との連携
●発電所、給電所、制御所、重要変
電所等に、設備の監視制御（運転）・
保守のための要員が２４時間常駐
●運転員は、被災設備を経由しない
で電力供給ができるよう系統切替操
作を実施
●保守員は被災現場に出向して安全
や設備の被災状況を確認、被災設
備を切り離すなど停電復旧のため
の現地機器操作を実施
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非常災害対策活動
災害対策要員の
災害対策要員の
速やかな参集
速やかな参集

●事業所近傍に居住の初動要員参集
●事業所近傍に居住の初動要員参集 ●自動呼び出しシステムによる災害対策要
●自動呼び出しシステムによる災害対策要
員の呼集
員の呼集 ●大規模地震時の行動指針に基づく自動出動
●大規模地震時の行動指針に基づく自動出動

停電・設備被害情
停電・設備被害情
報等の収集・発信
報等の収集・発信

●情報連絡手段の確保
●情報連絡手段の確保 ●災害情報システム・防災情報システムによる情報収集
●災害情報システム・防災情報システムによる情報収集
●社外関係機関との情報連絡（中央防災無線、連絡員の派遣）
●社外関係機関との情報連絡（中央防災無線、連絡員の派遣）

復旧用資機材の
復旧用資機材の
調達・搬送
調達・搬送

●保有している復旧用資機材（電柱、柱上変圧器、電線など）、主要送変電設備の
●保有している復旧用資機材（電柱、柱上変圧器、電線など）、主要送変電設備の
予備部品類（変圧器ブッシング、ケーブル、碍子等）の搬送
予備部品類（変圧器ブッシング、ケーブル、碍子等）の搬送 ●資機材の調達
●資機材の調達

応急復旧用特殊
応急復旧用特殊
車両等の出動
車両等の出動

●高圧発電車、低圧発電車
●高圧発電車、低圧発電車●移動用変電機器（変圧器、開閉器）
●移動用変電機器（変圧器、開閉器） ●衛星通信車
●衛星通信車
●現地指揮車、緊急自動車、広報車
●現地指揮車、緊急自動車、広報車 ●ヘリコプター（常時は送電線巡視用）
●ヘリコプター（常時は送電線巡視用）

協定等に基づく
協定等に基づく
動員・応援
動員・応援

●工事請負会社、メーカ、業務委託会社の動員
●工事請負会社、メーカ、業務委託会社の動員
●電力会社間での相互応援（資機材、要員等）
●電力会社間での相互応援（資機材、要員等）

災害時広報
災害時広報
非常災害対策
非常災害対策
要員等への支援
要員等への支援

●停電・設備被害状況、復旧見込み、電気災害防止等をマスメディア、インターネッ
●停電・設備被害状況、復旧見込み、電気災害防止等をマスメディア、インターネッ
トホームページにより広報
トホームページにより広報 ●広報車の派遣
●広報車の派遣 ●防災行政無線による広報要請
●防災行政無線による広報要請
●安否確認システムによる社員・家族の安否確認
●安否確認システムによる社員・家族の安否確認
●保存食、飲料水、浄水機、仮設トイレ、寝具
●保存食、飲料水、浄水機、仮設トイレ、寝具 ●帰宅困難者対応
●帰宅困難者対応
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地震防災への取り組み（平常時実施事項）
設備の耐震設計・耐震性評価・耐震対策
設備の耐震設計・耐震性評価・耐震対策
¾地震防災に関する法律・
¾地震防災に関する法律・
条例等の制・改定
条例等の制・改定
¾国・自治体の地震対応
¾国・自治体の地震対応
検討（中央防災会議専
検討（中央防災会議専
門調査会など）
門調査会など）
¾専門機関等による地震
¾専門機関等による地震
検討（地震調査研究推
検討（地震調査研究推
進本部など）
進本部など）
¾社外の被災経験の反映
¾社外の被災経験の反映
（海外を含めた他電力、
（海外を含めた他電力、
他社の経験等）
他社の経験等）

耐震性評価等に基づく計画的耐震対策の展開、新
耐震性評価等に基づく計画的耐震対策の展開、新
たな知見・条件見直し等への対応、耐震関係指針等
たな知見・条件見直し等への対応、耐震関係指針等
制・改訂への参画、設備被害時原因分析と反映など
制・改訂への参画、設備被害時原因分析と反映など

被
被害
害想
想定
定
非常災害対策活動円滑化のための諸準備
非常災害対策活動円滑化のための諸準備

仕組みの整備・マニュアルへの反映、防災関係シス
仕組みの整備・マニュアルへの反映、防災関係シス
テム・情報連絡手段の充実、人材育成、社外関係機
テム・情報連絡手段の充実、人材育成、社外関係機
関との調整等
関との調整等

訓練による検証
訓練による検証
広報（地震時の注意喚起など）
広報（地震時の注意喚起など）
防災業務計画の見直し
防災業務計画の見直し
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耐震性能の優れた遮断器への取替
変電設備のうち、重心が高く地震で大きく揺れる可能性がある空気遮断器などについては耐震補強
を実施。また、最近では、重心の低いガス遮断器が採用されている。
遮断器：電力の送電停止の時や事故の時に電気を遮断するスイッチ
空気遮断器：スイッチ部分が磁器製の碍子により上部に取り付けられているため重心の位置が高い
ガス遮断器：スイッチ部分がガス封入したタンク内に設けられており重心が低い

スイッチ部分を
碍子で支持

２７万ボルト空気遮断器

２７万ボルトガス遮断器

タンク内にスイッ
チ部分を収納
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被害想定
条件設定
条件設定

需給状況、季節・曜日・時
需給状況、季節・曜日・時
間帯、気象条件等の設定
間帯、気象条件等の設定
東海地震、首都
対象地震
対象地震

直下地震など

設備被害の想定
設備被害の想定

電力設備に影響を及ぼす要因
電力設備に影響を及ぼす要因
（建物倒壊、火災等）の想定
（建物倒壊、火災等）の想定
国・自治体の被害想定など

●設備そのものの被害（耐震性評価等より想定）
●設備そのものの被害（耐震性評価等より想定）
●設備停止
●設備停止 ●二次的被害（他の被害想定等の活用）
●二次的被害（他の被害想定等の活用）
発電設備・送変電設備・配電設備、給
電・監視制御システム、通信設備等

業務支援システム、事
業所建物、通信設備等

設備被害等に伴う
設備被害等に伴う
停電規模の想定
停電規模の想定

停電地域、停電電力、停電軒数
停電地域、停電電力、停電軒数

業務停止
業務停止

停電復旧プロ
停電復旧プロ
セスの想定
セスの想定

●系統切替、現地機器操作等によ
●系統切替、現地機器操作等によ
る停電復旧
る停電復旧
●仮設・設備復旧に伴う停電復旧
●仮設・設備復旧に伴う停電復旧

業務再開
業務再開

被害額の想定
被害額の想定

地震被害想定システム（発生した地震および設定した地震の震度分布、
地震被害想定システム（発生した地震および設定した地震の震度分布、
液状化、配電設備被害に伴う停電規模等の想定が可能）
液状化、配電設備被害に伴う停電規模等の想定が可能）
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大規模地震発生時の電力供給
「大規模地震発生時の電力供給がどうなるか」については、対象とする地震や季節・
曜日・時間帯、気象条件等によって異なるが、一般的には次のようになると想定。
●発電所や送電線、変電所の内、重要な設備については被災すると広範囲・長
時間停電や環境影響の原因となるため、設備が被災しないよう十分な耐震対
策を実施しており、停電に結びつくような深刻な被害は発生しにくい。
●一般的な変電所については、強い地震や火災影響により変電所の機器等が
損傷し、一旦、広範囲に停電が発生することが想定されるが、送電線の多重
連系や変電所の機器の複数配置などにより、被害機器を経由せずに電力が
供給されるバックアップ機能が働き、かなりの範囲の停電は比較的短時間に
復旧される。
●強い揺れがあった地域では、阪神・淡路大震災でみられたような電柱倒壊や
電線の切断（多くは家屋の倒壊や火災の影響により発生）等により停電が発
生することは避けられない。
●こういった地域では、広い範囲で設備の損壊が発生するため、バックアップが
できない場合が多い。また、道路が使えず、復旧に必要な資機材、要員が十
分に投入できないことも想定される。さらに、設備を復旧し送電を再開する前
に、電気火災防止等のため一戸一戸の安全確認を行うことなどから、地域に
よっては、何日にもわたり停電が継続することが予想される。
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電力系統全体でバックアップ
電力系統の構成例

５０万ボルト変電所
発電所

発電所

発電所
２７万ボルト変電所

５０万ボルト送電系統
２７万ボルト送電系統

配電用変電所

●重要送電系統は、１
ルー ト２回線の送電線を、
複 数のルートで構成

架空線
地中線

６万ボルト送電系統
地中線

電気の大消費地

●複数の送電系統が、変
電所で連系
●変電所の機器は、複数
台配置
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倒壊家屋の影響による電柱倒壊

阪神・淡路大震災で
倒壊家屋等が電柱
に接触し、電柱が倒
壊、折損、傾斜等の
被害を受けた例

出典：阪神・淡路大震災復旧記録
平成７年６月 関西電力
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阪神・淡路大震災における停電復旧状況
300
250

［万軒］
２６０万軒（５：４６地震発生）

主に電力系統切替操作等による停電復旧

200

停
電
150
軒
数
100

主に送電線・変電所被災設備の切り離し等による復旧
１００万軒（７：３０）

50

主に配電線被災設備の応急復旧

応急送電完了

４０万軒（１／１８ ８：００）

0

０軒（１／２３ １５：００）

１／１７

１／１８

１／１９

１／２０

１／２１

１／２２

１／２３
(７日目)

時間経過
出典：関西電力資料
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首都直下地震等に関する取り組み
首都直下地震
首都直下地震
（地震動）
（地震動）

首都直下地震
首都直下地震
（液状化）
（液状化）

長周期地震動
長周期地震動

¾プレート境界地震（東京湾北部M7.3
¾プレート境界地震（東京湾北部M7.3
等）
等）
¾活断層（立川断層帯など５断層）
¾活断層（立川断層帯など５断層）
¾地殻内の浅い地震（M6.9）
¾地殻内の浅い地震（M6.9）
¾東京湾岸古い埋立地区の液状化
¾東京湾岸古い埋立地区の液状化
¾液状化に伴う地盤変形（側方流動）の
¾液状化に伴う地盤変形（側方流動）の
影響
影響

9首都圏の発電所、重要送変
9首都圏の発電所、重要送変
電設備の個別再評価
電設備の個別再評価

¾2003.9十勝沖地震で苫小牧の製油所
¾2003.9十勝沖地震で苫小牧の製油所
石油タンクのスロッシング火災
石油タンクのスロッシング火災
¾首都地域では、地盤構造から、長周期
¾首都地域では、地盤構造から、長周期
地震動が増幅されやすい環境（東海地
地震動が増幅されやすい環境（東海地
震、東南海・南海地震、首都直下地震
震、東南海・南海地震、首都直下地震
の神縄・国府津−松田断層帯が対象）
の神縄・国府津−松田断層帯が対象）

9火力発電所の大型燃料油
9火力発電所の大型燃料油
タンク（石油・ＬＮＧ）の液面
タンク（石油・ＬＮＧ）の液面
揺動（スロッシング）再評価
揺動（スロッシング）再評価
9地中送電設備の内、ＰＯＦ
9地中送電設備の内、ＰＯＦ
ケーブル橋梁添架部の評価
ケーブル橋梁添架部の評価

9液状化に伴う側方流動に
9液状化に伴う側方流動に
ついて、火力発電所護岸、
ついて、火力発電所護岸、
地中送電設備の河川近接
地中送電設備の河川近接
部の評価
部の評価

¾地震調査研究推進本部等
¾地震調査研究推進本部等
長期評価（活断層、海溝型地震）、強震
長期評価（活断層、海溝型地震）、強震
動評価、地震動予測地図の公表等
動評価、地震動予測地図の公表等

地震動評価
地震動評価

被害地震
被害地震

9対象となる設備について、
9対象となる設備について、
必要に応じ評価
必要に応じ評価

¾新潟県中越地震（液状化、土砂崩壊）
¾新潟県中越地震（液状化、土砂崩壊）
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首都直下地震の被害想定
中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」による電力の被害想定（平成17年2月）
東京湾北部地震（Ｍ７．３）、冬の夕方１８時、風速15m/sで被害最大ケース
万 軒

200
180
160
140

停
電
軒
数

120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3
地震 発生 後日数

4

5

6

●変電変電所の被災により、地震発生直後は２００万軒の停電が一時的に発生する
が、電力系統切り替えにより１日後に４０万軒は回復。
●停電発生の主な原因は配電設備被害。電柱被害の内訳は、建物火災の影響による
被害（92%）、建物倒壊による影響（7%）、地震動によるもの（1%）
●復旧過程は目標値
●参考：東京都による被害想定結果（平成９年調査報告）停電軒数：約１２０万軒（配電
設備だけの被害想定）
17

東京湾北部地震の停電軒数

出典：中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」資料
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長周期地震動の影響評価
¾東海地震から想定される長周期地震動波形の作成
¾東京湾岸に立地する火力発電所の大型燃料タンク（石油・
ＬＮＧ）の液面揺動（スロッシング）高さを算定し、溢流発生
がないことを確認。タンク付属設備の強度等も評価。
¾橋梁に添架している地中送電設備の内、可とう性のない
ＰＯＦケーブルについて管や添架部材の発生応力を算定し，
安全性を確認。
¾その他設備については、固有振動数が大きく外れることか
ら影響が無いことを確認。

燃料タンクの解析モデル

ＰＯＦケーブル橋梁添架状況
19

大規模地震時の実施事項
大規模地震発生時に実施すべき事項を、時間経過に伴い整理。通常勤務時間帯と休
祭日・夜間とに分け、各項目の具体的実施内容、実施者、マニュアル等のどこに定めら
れているか、あるいはその時点で協議・調整等を実施して決めるべき事項か等を整理。
時間経過に伴い実
施すべき事項を整
理したイメージ図
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ＢＣＰに関連する最近の取り組み
¾代替防災施設の充実
¾業務支援系システム等の耐震性向上、バックアップ
оコンピョーターセンター、データセンター等は耐震性の優れた
建物に設置
о
システムの二系列化、定期的なデータバックアップ
о
非常用発電機、通信設備などの災害時対応力を考慮
¾建物被災度判定の充実
¾緊急地震速報の活用
о２４時間監視・制御している箇所では、身構えるという点から
活用可能なため、事業所への伝達システムを検討
¾確率的地震動予測地図の活用
о耐震対策の優先順位付け等への活用を検討
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電力会社が必要とする災害情報
①災害時の停電状況
停電規模、病院・避難所など重要施設の状況（非常用発電機
稼働状況含む）、停電復旧見込み など

②設備被害とその影響状況
人身災害、周囲環境への影響、電力設備被害状況、設備近隣
の火災発生状況、事業所建物の被災状況、業務支援システム
の停止状況 など

③復旧活動に関係する他のライフライン状況
電柱共架事業者および道路埋設物管理者等の設備被害状況、
道路、鉄道、港湾、航空に関する規制、施設被害状況など

④災害時の設備運用に必要な気象情報
津波警報、余震情報、設備巡視・点検の優先順位決定に必要
な震度、加速度データ など
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各種防災システムの活用
平常時

警戒態勢

発災

態勢発令・要員呼集

情報の収集・発信

記録

災害情報システム：対策本部・支部が設置されている全事業所（約１００箇所）を結び、停電
災害情報システム：対策本部・支部が設置されている全事業所（約１００箇所）を結び、停電
データの自動集約表示と事業所別・設備別の被害状況、復旧状況、要員参集状況などの登
データの自動集約表示と事業所別・設備別の被害状況、復旧状況、要員参集状況などの登
録・集約・検索が可能。電力保安用通信回線網を使いイントラネット上に構築し、全社員がアク
録・集約・検索が可能。電力保安用通信回線網を使いイントラネット上に構築し、全社員がアク
セス可能。
セス可能。 内閣府に本システムを介し停電情報を提供。
内閣府に本システムを介し停電情報を提供。

防災情報システム：気象庁の各種観測・予報データ（気温、風速、降水量、地震、台風予報等）
防災情報システム：気象庁の各種観測・予報データ（気温、風速、降水量、地震、台風予報等）
と当社独自の観測データ（発雷、塩分付着量、地震等）を各事業所で把握可能。地震被害想定
と当社独自の観測データ（発雷、塩分付着量、地震等）を各事業所で把握可能。地震被害想定
機能（地震時の振動データに基づく地震動分布や液状化の推定、設備被害状況）を導入予定。
機能（地震時の振動データに基づく地震動分布や液状化の推定、設備被害状況）を導入予定。
テレビ打合せシステム：非常災害対策本店本部・支店本部間会議、変電所等に設置の設備監
テレビ打合せシステム：非常災害対策本店本部・支店本部間会議、変電所等に設置の設備監
視用ＩＴＶ画像、衛星通信車からの動画伝送等に活用。
視用ＩＴＶ画像、衛星通信車からの動画伝送等に活用。
発災

自動呼出し
自動呼出し
システム
システム

安否確認
安否確認
システム
システム

一斉周知システム：同報Fax、社内一斉放送、社内テレビ等の情報連絡手段を活用。
一斉周知システム：同報Fax、社内一斉放送、社内テレビ等の情報連絡手段を活用。
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災害情報システム

24

停電情報把握

25

災害時停電情報の内閣府ＤＩＳへの提供
気象庁
震度データ

東京電力
災害情報システム

ＥＭＳの画面イメージ
東京電力停電状況

防護装置

ＤＩＳに提供する停電情報データ
・震度4以上の地震で配信開始
・市区町村単位の停電軒数（千軒
単位）を15分間隔で集計し送信
中央防災無線
ＥＭＳ端末＊

内閣府ＤＩＳ

* ＥＭＳ：応急対策支援システム
(Emergency Measures Support System)
ＤＩＳ情報を端末上に画像化し、関係機関における情報の
共有化と復旧活動を支援するためのシステム
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防災情報システム
気
象
庁

日
本
気
象
協
会

防災情報システム
気温・風向・風速
降水量・降雪量
台風
天気図・天気予報
注意報・警報
地震・津波

○一般気象情報（日本気象協会より受信）
各地の気温・風向・風速、降水・ 降雪量、地震・
津波・台風、注意報・警報、天気 予報など
○当社独自のレーダやセンサによる観測情報
雷観測レーダ情報、落雷位置評定情報、発電
所・変電所の地震情報、碍子への塩分付着情
報、送電線への着雪情報など
○防災情報システムで上記データを一括処理し、
各事業所に設置されている端末装置などに自
動配信

専用受信端末
主要な各事業所

当社独自
の観測網

送電線着雪量
碍子塩分付着量
発雷・雷雲移動・雷撃

研究所等で解析

地震被害想定機能

イントラネット表示
一部、全社員

雷自動
通報装置

○受信端末装置は、電
力設備の位置情報
（発電所、変電所、送
電線など）や地図情
報（行政界、道路、河
川、山岳および標高
など）と重ねて表示

給電指令所等
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災害情報共有化の課題
¾社内で必要な情報と社外関係機関が必要とす
る情報は必ずしも一致しない
9情報共有するためのシステム構築費の負担
9インセンティブ
9情報のギブアンドテイク

¾多数の防災関係機関への効率的な配信
9情報共有プラットフォームへの配信
9必要な箇所だけに選択的に配信

¾システムセキュリテイの確保
¾データフォーマットの統一
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