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ス変換機能が働き、センター内部のプライベートアドレスに変換され、要求されたサ
ーバー機に到達する。ファイアウォールは、グローバル IP アドレスからプライベー
ト IP アドレスへの変換を行うとともに、プロトコル、パケットの発信元、パケット
の到達先それぞれを考慮したルールに基づいて通過するパケットのコントロールを
行う。このように、センター内部及び外部いずれからのトラフィックもファイアウォ
ールを通過することになり、各機器へのアクセスを細かく制限することが可能になる
とともに、不正なアクセスを監視することができる。
不正アクセス対策の他に、近年世界中で被害が増大している電子ウィルスやワーム
対策のため、サーバー及びクライアントマシンには集中管理型のウィルス対策ソフト
を常駐させている。さらに、ファイアウォールだけでは防ぐことができないインター
ネット経由でのウィルスの社内ネットワークへの侵入を防止するため、メールに添付
されたウィルス、感染サイトへの Web アクセス、及びウィルス感染の加害者となっ
てしまう危険性を防止するために、インターネットゲートウェイ上でリアルタイムに
ウィルスを検出、駆除するサーバーを設置している。
さらに、近年の不正アクセスやウィルス・ワームの
増加に対応するため、侵入検知装置（IDS）を導入す
ると共に、サーバーの OS を Windows 系から Unix 系
へと順次更新を図っている。
周辺機器としては、CD-R、MO、DVD-R、DAT な
どのバックアップ用機器、白黒レーザープリンター、
カラーレーザープリンター等のプリンター関連機器、
フラットヘッドスキャナ、フィルムスキャナなどのラ
スター画像取り込み機器を備えている。

２－３－２ アジア防災センターのウェブサイト
アジア防災センターでは、図 2-3-2-1 のように、「最
新災害情報」、「多国語防災用語集」、「防災トレーニン
グ情報」、「防災人材情報ネットワーク」、「（防災関係）
会議・学会等御案内」、「メンバー国及びアドバイザー
国の防災情報」、「ニュースレター」、「メンバー国レポ
ート」、「NGOアジア防災・災害救援ネットワーク
（ADRRN）」、「（防災関連）文献データベース」
、「阪
神・淡路大震災データベース」、「災害情報センターデ
ータベース」の 13 の防災情報データベースを構築して
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図 2-3-2-1 ADRC の WebMenu
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いる(URL http://www.adrc.or.jp/)。また、防災インターネットGISである「VENTEN」
を公開している(URL http://venten.adrc.or.jp/)。
また、国連・国際防災戦略（ISDR）の紹介を行っており、さらに世界災害統一番
号であるGLIDE(GLobal disaster unique IDEntifier number)を用いた災害情報生
成・検索サイト「GLIDEnumber.net」(URL http://glidenumber.net/)と「被災地画
像情報」を実験運用中である。

図 2-3-2-2 に示すように、これらの防
災情報はそれぞれデータベースの形で
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図 2-3-2-2 データベース連動型 Web

ている。情報そのものをデータベースに、レイアウト等をインストラクションにそれ
ぞれ独立させておくことで、データ管理者をレイアウト設定の煩雑な作業から解放し、
かつユーザーのニーズや技術革新の進歩に応じてレイアウトを一括して自由に変更
することもできる。また、このようにデータベース管理とすることで、情報のカテゴ
リー別、国別の 2 種の扉をユーザーに対して用意することができ、情報へのアクセス
を容易にするためのディレクトリを提供することが可能になっている。

ここでは一例として、最新災害情報について解説を行う。これは、現在起きつつ
ある災害に関する情報を、できるだけ早く集めて発信するものであり、国連やメディ
アによるウェブで発信されているレポートをピックアップし、その要約を作成すると
ともにオリジナルの情報へリンクを貼っている。図 2-3-2-3 に示すように、この情報
はそれぞれの災害毎のテーブル(表)、レポート毎のテーブルの二つの表によって管理
されている。この表に蓄積された情報を基に、ユーザーからのリクエスト(どの災害
についてのレポートを表示したいか)に応じて必要な情報が抽出され、教示書のレイ
アウトに従ってレポートが作成される。
更新作業は、図 2-3-2-4 のようにインターネットを介して遠隔地から行うことがで
きる。今年度より、全てのデータベースについて、一部の機能を除き Web ページ経
由で情報更新が可能となった。これにより、より正確な情報提供と速やかな情報更新
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が可能となった。
最新災害情報のデータ収集及び登録は、センター員及びアルバイトにより運営され
ており、災害発生から情報収集登録までの時間を短くできるようにしている。2003
年 12 月 26 日にイランのバムで地震が発生した際には、当サイトが Yahoo ニューズ
から直接リンクされていたため、ADRC のウェブに対するアクセスは１時間当たり
5,000～10,000 件となった。
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図 2-3-2-3 最新災害情報のデータベースと

図 2-3-2-4 インターネットを利用した

画面のレイアウト

遠隔地からの情報更新

ADRC のウェブサイトの利便性を高めるために以下のような対応を行っている。
①

ユーザーを実務者、研究者、一般に分類しそれぞれが使いやすいメニュー

②

通信インフラによって使い分けるために画像主体ページとテキスト主体ペー
ジの二重構成

③

英語ページと日本語ページの二重構成

④

上記①～③の条件は閲覧者が任意に選択可能

これを実現させるためにエントリーページを設置してある（図 2-3-2-5 参照）。

図 2-3-2-5 エントリーページ
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また、クリッカブル
マップ 1 を活用したペ
ージ内の情報の視認
性が高いトップペー
ジを採用し、最新の災
害発生位置を地図で
確認できる。さらに、
当サイト内の情報量
が増大しており必要
な情報を容易に入手
するために、ADRC内
部及び外部サイトを
検索する強力なサー
チエンジンを設置し
ている（図 2-3-2-6 参照）。

図 2-3-2-6 ADRC トップページ

ADRC ウェブページは、10 月

ADRCウェブページアクセス数推移
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図 2-3-2-7 アクセス数の推移
1
クリッカブルマップ：Webブラウザの持つ機能の一つ。画像の中に色々なリンク先を設定しておき、クリック
した位置に応じて定められたリンク先に移動する機能。また、その機能を持った画像のこと。1 枚の画像の中に
複数のリンク先を設定できるため、地図の画像を利用したWebサイトや、Webページの上部や左部に配置されるメ
ニューなどで利用される。
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なお、インターネットの検索エンジン Google によると、
「アジア防災センター」
による検索結果は約 1,810 件、「Asian Disaster Reduction Center」による検索結果
は約 57,300 件であり、昨年よりも日本語で約 13％、英語で約 82％増加している。
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