
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)セッション
～ 感染症対応における国内外の GIS 活用事例 ～

2020年11月18日
ESRIジャパン株式会社



3

米国 (1,130万人)

インド (890万人)

日本 (12万人)

UK (140万人)

2020年11月18日 現在

※ 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 感染状況ダッシュボード (米国ジョンズ・ホプキンス大学)
→ Esri User Conference 2020」において「Making a Difference Award」を受賞 (日経ビジネス電子版)

https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/20/esrij1009/
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データ出典: COVID-19 感染予測 (日本版) (Google) 

https://datastudio.google.com/reporting/8224d512-a76e-4d38-91c1-935ba119eb8f/page/4KwoB?s=nXbF2P6La2M


新型コロナの経験と社会の変化
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COVID-19

水際対策

パンデミック

ソーシャルディスタンス

医療提供体制

地域脆弱性
アフターコロナ

withコロナ

ニューノーマル

抗体検査
リモートワーク

分散避難
早期警戒

空き家活用

クラスター対策

©Gerd Altmann

新たな生活様式と社会的行動が求められている

働き方改革



感染拡大防止に資する位置情報を活用した取組み
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SNSデータ

感染拡大状況

テイクアウトマップ

感染経路追跡

 感染者の拡がり
 地域別の傾向
 クラスター把握
 感染者の行動の追跡
 規制と緩和の判断
 “密”を回避した消費行動
 食の安全
 人の移動の変化
 働き方改革
 地域経済の回復

https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
https://kiri-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=06cb89a104194559bcc12ad9808537b2
https://okaya-city.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=7493f013c7c54b4dbe89d5ff6cc7710c


本セッションの内容
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タイトル 講演者

第一部
ESRIジャパン株式会社

新型コロナウイルス感染症の対応事例から見る、
行政における感染症対応のタイムラインと課題

ESRIジャパン株式会社
ソリューション営業グループ
土田 雅代

初動・拡散期における情報収集と公開
ESRIジャパン株式会社
プラットフォームソリューショングループ
櫻井 洋祐

ESRIジャパン株式会社
プラットフォームプロダクトグループ
中山 ひとみ

コロナ後の医療提供体制や地域経済回復への
GIS 活用のヒント

第二部【ゲスト講演】
ジャッグジャパン株式会社

3000万PVの「都道府県別コロナ感染者GISマップ」
はどのように誕生したのか？

ジャッグジャパン株式会社
代表取締役 大濱﨑 卓真 氏
取締役 宇田川 藍 氏

まとめ、Q&A セッション
ESRIジャパン株式会社
プラットフォームソリューション・コンテンツ統括
桑山 智行



新型コロナウイルス感染症の対応事例から見る、
行政における感染症対応のタイムラインと課題
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ESRIジャパン株式会社
ソリューション営業グループ 土田 雅代



拡散

制限復旧

初動

感染症対応のタイムライン
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「初動」・「拡散」・「制限」・「復旧」

国外での感染が拡大し、
国内への流入の危機に
晒されている段階。
空港や港湾施設等での
検疫強化により国内への
感染の流入を防ぐことが
重要となる。

クラスター対策等による制御
が効かず、経済活動と人の移
動を制限し、感染拡大の抑制
を図る段階。

活動制限を緩和し、
感染リスクへの対策を
講じながら平常段階に
復旧する過程。

国内感染が発生し、感染者が
急激に増加する段階。
感染者・クラスターの特定、
感染経路の追跡などによる感
染者の封じ込めが行われる。



タイムラインごとの行政業務の主な課題
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初動期 拡散期 制限期 復旧期

症例発生状況

水際対策

感染経路特定

教育環境サポート

地域脆弱性

解除基準策定

医療資源確保

補助金策定・交付

医療提供体制

市民向け情報発信

制度設計

症例数推移

地域経済の回復

緊急対策立案

予防対策

複合災害への備え

情報収集・公開

リスクコミュニケーション

観光

主な実施主体国 自治体



初動期
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症例発生状況 水際対策

ジョンズ・ホプキンス大学
新型コロナウイルス感染状況ダッシュボード

国際民間航空機関 (ICAO)
各国感染状況と飛行ルート、空港規制情報マップ

アメリカ税関・国境警備局 (U.S. Customs and Border Protection)
入国、税関、国境警備施設マップ

世界における感染状況をダッシュボードで
発生状況のトレンドを把握

国際空港・港湾等の関係を可視化し、感染者
の流入規制や監視強化の判断材料に活用

 2020 年 1 月 22 日公開
 世界で最も有名で信頼性が高いといわれているダッシュボード アプリ
 ビュー数: 約 20 億 (ArcGIS Online)
 ArcGISブログ: ジョンズ・ホプキンス大学の新型コロナウイルス感染状況

ダッシュボード作成の裏側

初動期

 空港・港湾施設
 就航ルート
 規制状況

 税関施設
 規制状況

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://icao.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=d9d3f8fa9a23425c8f0889baab626186
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63685388cc6949aca0a69448e32dcf6a
https://blog.esrij.com/2020/04/17/post-35916/


拡散期
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感染経路特定 医療資源確保感染者の接触状況を可視化し、クラスター
発生源の特定と隔離策の実行をサポート

感染爆発に対応するための医療体制・病床・検査実施
場所等のマッピング、市民情報収集の電子化

地域脆弱性

感染経路の分析 病床数やベッド使用率などのヘルスケアデータ

 確定者
 接触履歴

 医療施設
 病床数
 PCR検査施設
 抗体検査施設

 PCR検査施設
 抗体検査施設
 開所時間帯

検査実施施設マップ
地域のリスク分析

統計情報を活用し高齢者や買い物困難な
どの社会的リスクが高いエリアを特定

 人口
 高齢者率
 医療機関数
 小売店
 店舗アクセス性

拡散期

https://insights.arcgis.com/#/view/43d185b7fe3e4212acf5155b6a16fae2
https://disasterresponse.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8c4dcccd9e3845eb89f6401f919007f2
https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff
https://insights.arcgis.com/index.html#/embed/5b7fa0e99a9142f4aed555219dd5f548


制限期
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症例数推移 医療提供体制地域レベルの詳細な感染者数・検査数・陽性率など
の指標と時間経過による推移をリアルタイムに監視

病院の収容力、患者への影響、ピーク時患者人口等の
予測モデルを用いて医療資源の最適化を図る

CHIME (COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics)
病院、都市、地域における COVID-19 に対するキャパシティ プランニングを支援するモデル

 分析対象エリア
 人口
 患者数
 倍加時間
 医療施設の設備
など

PCR検査状況ダッシュボード（ESRIジャパン）

 地域別感染者数
 PCR検査数
 陽性率

解除基準策定
新型コロナウィルス感染拡大前後の2020年1月から3月の 20 時の人口分布
（大阪府） データ提供：Agoop 株式会社

人流データ等を使って都市の人口変動を可視化し、地域別
の休業等解除基準の策定のエビデンスに活用

 事業所
 収入
 失業率
 人口

2020/1/16 2020/2/13 2020/3/18

千葉県新型コロナウイルス感染患者数マップ（URA-CIMA）

制限期

 地域別感染者数

https://www.arcgis.com/apps/CapacityAnalysis/index.html?appid=0f285a8d990941e6a8bfb596ee2335c9
https://ej.maps.arcgis.com/apps/dashboards/11c0b2d45c7640589db3603bf500c7a2
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbdc81ee525647c7927705e12332a070


復旧期 ー ー 地域経済の回復 ー
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地域計画 市民向け情報発信社会保障や買い物弱者等の格差を最小化し地域の
対応力を高めるための計画策定のエビデンスに活用

市民生活に有用な情報をWebマップで公開

医療機関や食料品店へのアクセス性マップ オンライン診療対応マップ（ジャッグジャパン株式会社）

新型コロナウイルスにも負けずに頑張る事業者マップ（室蘭市）

 医療機関
 PCR・抗体検査

復旧期

沖縄県内の公園の混雑状況マップ（株式会社okicom）

 公園ポイント
 公園設備情報

 テイクアウト
 デリバリー
 農産物直売所
 マスク販売状況

 年齢別人口統計
 小売店
 アクセス圏

https://jagjapan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0acb412ae1f8467da2605b7aff803679
https://insights.arcgis.com/index.html#/embed/3ee501185c68409ab822f0ba76c5c150
https://muroran.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=3b8d54f886514b118cbea152f6d95ef8
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/fd33c9a798694c7d85bf215e706f200f


初動・拡散期における情報収集と公開
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ESRIジャパン株式会社
プラットフォームソリューショングループ 櫻井 洋祐

プラットフォームプロダクトグループ 中山 ひとみ



タイムラインごとの行政業務の主な課題
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初動期 拡散期 制限期 復旧期

症例発生状況

水際対策

感染経路特定

教育環境サポート

地域脆弱性

解除基準策定

医療資源確保

補助金策定・交付

医療提供体制

市民向け情報発信

制度設計

症例数推移

地域計画

緊急対策立案

予防対策

複合災害への備え

情報収集・公開

リスクコミュニケーション

観光

主な実施主体国 自治体



感染症対応ソリューション

17

モニタリング
最新の症例データを使って地域
別の症例数推移や拡散状況を
モニタリングします。

データ収集
モバイルアプリにより、感染者/
軽症者の健康状態調査等のデー
タ収集と集計を効率化します。

分析
接触状況の追跡、医療従事者と
医療資源の解析など、チャートと
マップを連動した分析が行えます
。

 各アプリは GIS ポータルを通じて提供
 アプリ画面構成や収集するデータ構成などは

プログラミングを行うことなく設定ベースで調整可
ポータル

共有
情報集約に最適化された“ハブ”を
使って、感染症に係るデータ・マ
ップをワンストップに共有します
。

ArcGIS Insights ArcGIS HubArcGIS DashboardsArcGIS Survey123

https://ej.maps.arcgis.com/apps/dashboards/11c0b2d45c7640589db3603bf500c7a2
https://storymaps.arcgis.com/stories/42d15aa318f74b7780268a29f64d4d2c


ー 情報共有 ー
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インドネシア共和国 (Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19）

米国政府保健福祉省 (U.S. Department of 
Health & Human Services)

米国国勢調査局 (US Census Bureau)

復旧制限拡散初動

国際連合経済社会局 (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs)

ニューヨーク州ウォーレン郡
（Warren County NY）

スペイン バレンシア市議会
(L’Ajuntament de València)

https://bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com/
https://protect-public.hhs.gov/
https://covid19.census.gov/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://warren-county-ny-covid-19-warrencountyny.hub.arcgis.com/
https://coronavirus.valencia.es/


ArcGIS Hub
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機能
 オープン データの共有
 ノンコーディングでの Web サイト作成
 マップ・アプリ・データのカタログ管理
 Webサイトデザインのテンプレート化

とコミュニティへの共有
 協働作業チームの管理
 独自ドメイン利用

コミュニティとの連携と協働作業を実現する双方向型プラットフォーム

• 共通の課題解決に取り組むチームのためのコンポーネント群を提供



ArcGIS Hub
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テンプレートを活用した迅速な情報共有ハブの構築

テンプレートを
利用したサイト作成

ハブサイトのテンプ
レート化と共有

Hub サイトのテンプレート ユーザーのHubサイト



デモンストレーション
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• Hub サイトの利用
• Hub サイトの構築

関連セッション:
「地域課題の解決・目標達成のための双方向型
プラットフォーム
～ArcGIS Hub のご紹介～ 」
11/19 (木) 10:45 ~ 11:15



事例: 国連 経済社会局
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 国連 と Esri とのパートナーシップ
 前例のないパンデミックと戦うために必要な分析テクノ

ロジーと “データハブ” を提供
 クラウドベースの “データハブ” を介して国連加盟国の

統計局は各種データとツールを使用可能

 データハブの基盤として ArcGIS Hub を採用
 “テンプレート” を利用しデータハブサイトを迅速に構築
 ArcGIS Hub を経由して、国連の関係機関が保有する医

療資源データへのアクセスが可能
 これにより、脆弱な地域、医療機関の適地選定、アク

ティブな症例の追跡などの課題への緊急対応をサポート

COVID-19 データハブ

https://covid-19-data.unstatshub.org/


コロナ後の医療提供体制や地域経済回復への
GIS 活用のヒント
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ESRIジャパン株式会社
プラットフォームソリューショングループ 櫻井 洋祐

プラットフォームプロダクトグループ 中山 ひとみ



コロナ後の世界
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復元力のあるコミュニティと相互接続された社会の必要性

• 過剰な準備の抑制

• リスクの正確な評価

• レベルの異なる行政機関間の調整

• 上位組織との調整と情報共有

2019-2020

COVID-19
• 科学に基づく意思決定

• より精細なスケールマッピング

• コミュニティ間の相互接続システム

• COVID-19 第２・３波

• 風水害

• 台風

• 地震

• 火山

• 林野火災

• 鳥獣被害

2020～
次なる危機

• 社会不安

• 失業

• 医療危機

• 気候変動



タイムラインごとの行政業務の主な課題
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初動期 拡散期 制限期 復旧期

症例発生状況

水際対策

感染経路特定

教育環境サポート

地域脆弱性

解除基準策定

医療資源確保

補助金策定・交付

医療提供体制

市民向け情報発信

制度設計

症例数推移

地域計画

緊急対策立案

予防対策

複合災害への備え

情報収集・公開

リスクコミュニケーション

観光

主な実施主体国 自治体



感染症対応ソリューション
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モニタリング
最新の症例データを使って地域
別の症例数推移や拡散状況を
モニタリングします。

データ収集
モバイルアプリにより、感染者/
軽症者の健康状態調査等のデー
タ収集と集計を効率化します。

分析
接触状況の追跡、医療従事者と
医療資源の解析など、チャートと
マップを連動した分析が行えます
。

 各アプリは GIS ポータルを通じて提供
 アプリ画面構成や収集するデータ構成などは

プログラミングを行うことなく設定ベースで調整可
ポータル

共有
情報集約に最適化された“ハブ”を
使って、感染症に係るデータ・マ
ップをワンストップに共有します
。

ArcGIS Insights ArcGIS HubArcGIS DashboardsArcGIS Survey123

https://ej.maps.arcgis.com/apps/dashboards/11c0b2d45c7640589db3603bf500c7a2
https://storymaps.arcgis.com/stories/42d15aa318f74b7780268a29f64d4d2c


感染者の状況把握における課題
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 収集サイクルの遅延
 増加する自宅療養者・振り分け待機者への対応が困難
 医療資源の再配置などの施策検討・実施が遅延

感染者 医療機関 保健所 都道府県 国

電話・FAX 電話・FAX

メール等

感染者の健康情報の収集フロー



自宅療養者の健康状態収集アプリ
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収集

スマホ・タブレット向けの入力アプリ

自宅療養者・自宅待機者がアプリを
使って日々の健康状態を入力
GPS等は使用せず匿名性を確保

ダッシュボード 政府・関係機関への共有

入力情報をもとに任意の地域単位に
感染者の所在情報を集計し可視化
可視化により、きめ細やかな対策
立案に貢献

収集したデータおよびマップは、

ハブサイトを介して政府や関係
機関に共有

自宅療養者の健康状態データ収集・集計・報告の仕組みを迅速に構築

※スライド中のマップはダミーデータを用いて可視化したものです。

https://storymaps.arcgis.com/stories/42d15aa318f74b7780268a29f64d4d2c


デモンストレーション
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• 自宅療養者の健康状態収集アプリ
ArcGIS Survey123

ArcGIS Dashboards

• 収集情報の活用例
ArcGIS Insights, 

ArcGIS Web Appbuilder,
ArcGIS Business Analyst



参考: 複合災害・市民情報発信での利活用事例
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複合災害への備え

避難所の混雑状況をダッシュボードで公開予定
避難勧告・災害発生状況等を重ね合わせ、市民の安全

且つ過密状態を避ける避難誘導

過密状態を解消する避難所運営の取組み（東京都日野市）

感染拡大防止と経済社会活動の両立

都のガイドライン等にもとづく感染防止対策を行った店
舗・事業所に東京都が発行する「感染防止徹底宣言ス
テッカー」の登録店舗マップ
モバイル版・PC版を提供

東京都感染拡大防止徹底宣言 登録店舗マップ（東京都）

https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/ict/tenpomap.html
http://www.city.hino.lg.jp/kohohino/1015119.html

https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/ict/tenpomap.html
http://www.city.hino.lg.jp/kohohino/1015119.html


3000万PVの「都道府県別コロナ感染者GISマップ」
はどのように誕生したのか？
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ジャッグジャパン株式会社
代表取締役 大濱﨑 卓真 氏

取締役 宇田川 藍 氏



まとめ

32

ESRIジャパン株式会社
プラットフォームソリューション・コンテンツ統括 桑山 智行



拡散

制限復旧

初動

感染症対応のタイムライン
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「初動」・「拡散」・「制限」・「復旧」

世界の状況把握、自国の水際
対策

感染者数推移、規制強化・
緩和の判断指標の監視

地域経済回復に貢献する各種
施策の打ち出し

県・市町村レベルの正確な
感染状況とクラスター把握



感染症対応のための GIS
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施策に対する
効果測定

病気の拡散状況と影響の
モデル化

資源の管理と
適切な配置

市民との
コミュニケーション

地域の
リスクの理解



感染症対応ソリューション
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モニタリング
最新の症例データを使って地域
別の症例数推移や拡散状況を
モニタリングします。

データ収集
モバイルアプリにより、感染者/
軽症者の健康状態調査等のデー
タ収集と集計を効率化します。

分析
接触状況の追跡、医療従事者と
医療資源の解析など、チャートと
マップを連動した分析が行えます
。

 各アプリは GIS ポータルを通じて提供
 アプリ画面構成や収集するデータ構成などは

プログラミングを行うことなく設定ベースで調整可
ポータル

共有
情報集約に最適化された“ハブ”を
使って、感染症に係るデータ・マ
ップをワンストップに共有します
。

ArcGIS Insights ArcGIS HubArcGIS DashboardsArcGIS Survey123

https://ej.maps.arcgis.com/apps/dashboards/11c0b2d45c7640589db3603bf500c7a2
https://storymaps.arcgis.com/stories/42d15aa318f74b7780268a29f64d4d2c


自宅療養者の健康状態収集アプリ
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ArcGIS Solutions ソリューションとして公開

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/

特徴
1. 自宅療養者の健康状態を把握する仕組みを簡易に立ち

上げることができます
2. 患者本人のスマホ等での報告が可能です
3. 自宅療養者の滞在地情報・健康状態を関係者間で共有

することができます



参考: Esri の感染症及び危機対応ソリューション
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症例モニタリング 緊急事案対応 感染の拡散モデリング

接触追跡（コンタクト トレーシング） 屋内位置・設備マッピング 病床稼働率モニタリング



各種支援リソース
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支援リソース 内容
ライセンス提供 新型コロナウイルス対応支援パッケージ

• ArcGIS Online (Creator 15 ユーザー , 7,500 サービスクレジット）
• ArcGIS Insights (15 ライセンス）
• ArcGIS Pro Advanced (1 ユーザー）
• ＜オプション＞支援データパック スターターパック 公共地図、街区レベル住所、基本統計

ドキュメント 自宅で学ぼうGIS
• 学習用教材ギャラリー
• 各種チュートリアル（Webマップ作成、ダッシュボード作成、他）
• 操作ムービー

情報公開 新型コロナウイルス対応支援サイト
• 国内・世界の感染状況
• COVID-19対応に役立つデータ、データ活用事例（アプリ）
• Esri COVID-19 GIS Hub サイト



コロナ関連セッション
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「ArcGIS を活用した健康観察アプリの活用事例」

札幌市保健福祉局 保健所
企画担当部長 西村 剛 氏

札幌医科大学 公衆衛生学講座 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座
医学博士 助教 小山 雅之 氏

事例発表 (15:45～16:15)
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ご清聴ありがとうございました



参考リンク
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 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 感染状況ダッシュボード (米国ジョンズ・ホプ
キンス大学)

 都道府県別新型コロナウイルス感染者マップ (ジャッグジャパン)
 東京都日野市の取組み (東京都日野市)
 東京都感染拡大防止徹底宣言 登録店舗マップ (東京都)
 新型コロナウイルス対応支援サイト
 自宅療養者の健康状態収集アプリ (ArcGIS Solutions)
 新型コロナウイルス対応支援パッケージお申込み
 自宅で学ぼう GIS
 Esri COVID-19 Sites (Esri)
 COVID-19 グローバル マップ ギャラリー (Esri)
 国連 経済社会局 Hub サイト (UNDESA)
 新型コロナウイルスの感染状況をリアルタイムに表示 (日経ビジネス電子版)

https://ej.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c3a8284f82c84542bdccd6e938ef9e8c
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
http://www.city.hino.lg.jp/kohohino/1015119.html
https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/ict/tenpomap.html
https://coronavirus-esrijapan-ej.hub.arcgis.com/
https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/covid19/covid19healthsurvey/
https://www.esrij.com/form/arcgis/covid19-drp/
https://www.esrij.com/form/arcgis/covid19-drp/
https://hub.arcgis.com/pages/covid-19
https://www.esri.com/ja-jp/covid-19/community-maps/gallery#/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/20/esrij1009/
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