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Sahana：災害時情報管理／人道的コラボレーション・システム

Sahanaは、災害管理用の無償のWebベース人道的コラボレーション・システムである。このシステム
は、現在利用可能な無償オープンソース・ソフトウェアを使用し、各種政府機関、非政府組織 (NGO)、
被災者自身による多くの重要な災害管理活動の調整を支援する。
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Sahana：災害時情報管理／人道的コラボレーション・システム

要約
人道的な災害救援活動の管理は容易ではない。自動化技術を利用して災害対応リソースを管理すれ
ば、被災者への支援を迅速に行うことと、復興作業そのものに起因する副次的な被害を軽減すること
ができる。

主要な所見
 人道的災害管理は、緊急事態への対応を管理する当局にとって複雑なプロセスである。まず、各
地から派遣される災害救援関連の特殊な専門知識を備えた組織を管理する必要がある。また、災
害対応要員やボランティアは、当局からの正式な連絡や配備命令なしに被災地に到着し、救援活
動の収拾がつかない場合が尐なくない。
 無償のオープンソース・ソフトウェアであることが、Sahanaが国際的に認知されている要因の1つ
である。
 ソーシャル・メディアは、大規模災害 (2010年のハイチ地震など) を管理する際に大いに役立つ。

推奨事項
 国の緊急事態／災害管理要員は、「災害時の人道的救援活動とコラボレーションを管理する」と
いう中核的な価値提案を実現するために、Sahanaを使用する。米国政府は、オープンソース・ソ
フトウェアに対するしっかりとしたサポートを欠いているため、Sahanaを活用するに当たって多
くの課題に直面する可能性がある。
 山岳救助、行方不明者の捜索、避難所管理などを通常業務とする地域の緊急事態管理組織は、緊
急事態が発生する前にSahanaを業務に組み込んでおく。そうすることで、捜索や救助が管理され
ないまま行われるという無秩序な状態を軽減できる。
 人道支援組織は、救援物資の受け入れと配給の管理にSahanaを役立てることができる (被災者収
容施設／食糧配給の管理など)。
 事業継続管理 (BCM) 分野のプロフェッショナルは、民間企業向け災害管理用のBCMツールとプ
ラットフォームをすべて統合する方法として、また、(地域規模などの) 大規模な緊急事態の発生
時に複数の当事者 (民間組織と公共組織の両方) の間で災害管理活動を調整するために、Sahanaを
利用できる。
 オープンソース・プロジェクトへの参加を検討している学術機関にとって、Sahanaは、オープン
ソースに関する対話を活発に行う契機となる。
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要旨
Sahana Software Foundation (Sahanaのシステム開発と実装を管理する米国内国歳入法第501条c号第3項
に規定された非営利団体) ( http://www.sahanafoundation.org/ ) は、人道的災害管理のための無償Web
ベース・コラボレーション・システム (相補的かつ相互運用可能な機能を提供するSahana Agastiと
Sahana Eden) を開発している (本リサーチノートでは、これら2つの製品を「Sahana」と総称する)。
GNU 劣等一般公衆利用許諾契約 (LGPL) とMITライセンスに基づいて提供されている無償オープン
ソース (FOSS) ソフトウェアを使用するSahanaシステムは、各種政府機関、NGO、および被災者自身
による多くの重要な災害管理活動の調整を支援するものである。Sahanaを構成する人道的災害管理モ
ジュールは、(1) 行方不明者／救出者登録、(2) 組織登録、(3) 要求管理システム、(4) 病院管理システ
ム、(6) 被災者収容施設／避難所登録、(7) ボランティア／スタッフ管理、(8) 在庫管理である。

分析
Sahana (スリランカの公用語の1つであるシンハラ語で「救援」の意味) は、2004年にスマトラ島沖
地震よる津波がスリランカを襲って壊滅的な被害をもたらしたことを受けて開発された。これまでに、
大規模災害の発生直後や災害対策／継続支援プロジェクトのために、世界各地で国家当局やNGOに
よって有効活用されている (図1参照)。国際連合世界食糧計画では、2010年1月に起こったハイチ地震
以降、人道支援目的でSahanaが利用されている。
図1 Sahanaが導入された災害の例
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出典：Sahana Software Foundation (2010年)
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Sahanaは、地域レベルでの災害からの復興、被害の軽減、災害対策の取り組みにも採用されている。
以下にその例を示す。
 ベトナム (2010年)
 台湾 (2010年)
 スリランカ復興省 (2010年)
 米国メリーランド州Bethesda：大量の被災者に対応するためのBethesda Hospital災害対策パート
ナーシップ (2009年)
 スリランカ：国家災害管理センターおよび再定住・災害救援・復興サービス省 (2009年)
 スリランカ：同国のNGOであるSarvodaya (サルボダヤ) (2008年)
 米国ニューヨーク市：臨海地域暴風雤避難計画 (2007年)
Sahanaのための財団が設立された背景には、IT業界のリーダーによる人道的災害管理分野での長年
の実地経験と、全世界の危機管理の基本要素に重点を置いた持続可能なシステムを被災地の観点から
開発したいという強い決意がある。2004年のスマトラ島沖地震によってインド洋大津波が発生したと
き、災害への対応を担当する政府職員は、地域社会の文化的ニーズに配慮しながら救援活動を支援す
るようカスタマイズされた災害管理システムの必要性を再認識した。同時に、独自開発のソフトウェ
ア・プラットフォームの利用に対する懸念が提起された。一部の政府職員は、現在は無償提供されて
いるソフトウェアであっても、いずれは対価が要求されるのではないかと懸念していた。
Sahana Software Foundationの創設者たちは、新しいソフトウェア・プラットフォームをゼロから作
らないと決め、別のアプローチが必要であると判断した。創設者たちは、スリランカに到着すると、
現地のオープンソース・コミュニティとの話し合いを開始した。現地のオープンソース・コミュニ
ティは、「オープンソースでシステムを作成し、それをすべての人に無償で提供する」という、シン
プルでありながら卓越したアイデアを持っていた。スリランカのLanka Software Foundationがこのコン
セプトを全面的に採用し、複数のスリランカ系オープンソース企業の提携によってSahanaが生まれた。
その後の開発はLanka Software Foundationが指揮し、スウェーデン国際開発協力庁が大半の資金を提
供した。Fortune 500企業によって企業からの支援が提供され、現地のNGOおよびスリランカ系ソフト
ウェア企業もSahanaの開発に寄与した。2009年には、ソフトウェア・プロジェクトのガバナンスが
Lanka Software FoundationからSahana Software Foundationに移管された。

製品戦略
人道的災害管理では、災害救援関連の政府機関および民間団体、災害対応要員、ボランティア、配
給食糧、衣料、医療用品、被災者情報、被災者収容施設、病院などの多様なリソースを管理する必要
がある。そのためSahana Software Foundationは、オープンソース戦略に加えて、もう1つの戦略として
コラボレーションのコンセプトを採用した。つまり、Sahana Software Foundationは、単一の目的のた
めに開発された既存の専用システムを置き換えるのではなく、救命というより大きな善のために情報
を管理できるように、それらのシステムとのコラボレーションを実現したいと考えた。
Sahanaは、危機発生後の継続的な復興ニーズ (通常は災害発生後の捜索／救助活動が終了した後に生
じる) に重点を置いている。ただし、現場データ収集用の新しい機能の中には、危機的状況における
早い段階や小規模な災害においても利用できるものがある。例えば、Sahana Software Foundationは、
災害発生から1週間後ではなく発生当日にSahanaを実装できる体制を作るために、Google、InSTEDD、
Ushahidiとの間で現在協議を行っている。
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Sahanaはこれまでのところ、個別の組織によってローカルで実装／管理されるのが一般的である。
Linuxサーバへの実装に最も適しているが、Windowsにインストールすることもできる。ただしSahana
Software Foundationは、ハイチ地震への対応の一環として一般の人々が利用できるよう自身のサイトを
ホストしたことがあり、将来の緊急事態発生時にも同様のモデルを再び使用する可能性がある。
Sahanaは、緊急事態を管理する組織のニーズに応じて、任意の実装をオンライン・モードとオフラ
イン・モードのいずれでも使用できる。既にリモート・データ収集のためにGoogleの携帯電話向けOS
で あ る Android で 稼 働 さ せ る こ と が で き 、 Java 実 行 環 境 を 装 備 し た Web 対 応 携 帯 電 話 (iPhone 、
BlackBerryなど) やGarminナビゲーション・システムへの応用も計画されている。
Sahana Software Foundationは、既知のSahanaサーバのURLとIPアドレスをすべて追跡するグローバ
ル・ディレクトリ・サーバの開設にも取り組んでいる。このサーバでは、各サーバがサポートしてい
る災害の追跡も行われる。これにより、登録された新しいサーバから同じ災害に対応しているほかの
サーバを検出可能になり、マネージド・シンクロナイゼーションが実現する。

強み
 Sahanaは、開発とメンテナンスが当初から完全にボランティアの手によって行われているという
点で、広義の人道的災害管理ソフトウェア市場における唯一のFOSSアプリケーションである。
Sahana Software Foundationは開発者以外の人員をガバナンス構造に積極的に起用し、緊急事態管
理や災害対応の専門家をオープンソース・プロジェクト主導部の上級職に就任させている。全体
としては、Sahanaプロジェクトは、緊急事態管理分野の専門家とオープンソース・ソフトウェア
開発者をメンバーとする世界規模の自主運営型コミュニティによってサポートされている。
Sahana Software Foundationのメンバーには、学術機関、国と地方政府、国際NGO、緊急事態管理
コンサルタント、民間IT企業、公衆衛生分野の専門家、学生などが名を連ねる。このことは、
Sahanaを新たな災害において導入する場合は新たな要件が生じ、そのため新たなプログラミング
支援ソースも必要となることから、極めて重要である。またSahana Software Foundationは、多く
の高等教育機関と協力してアプリケーションの機能強化を進めている。例えば、ウィスコンシン
大学Madison校はハイチ地震の際に導入を支援しており、ニューヨーク市の非常事態管理室は、
ニューヨーク市立大学のリソースを活用して機能強化に取り組んでいる。 Sahana Software
Foundationは、人道的FOSS (HFOSS) プロジェクトの一環として、コネチカット州Hartfordのトリ
ニティ大学との共同作業も行っている。コラボレーションを可能にするオープンなSahanaアプリ
ケーションでは、幅広い人材が集う弾力性の高い開発者コミュニティを維持しやすいという、
オープンソース・ソフトウェア・モデルのメリットがフルに活用されている。
 Sahanaは、被災者、さまざまな組織、病院、一時避難所、その他の重要な拠点に関する内部デー
タの消費と発行に向けて利用できるオープン標準を数多くサポートしている。Keyhole Markup
Language (KML)、JavaScript Object Notation (JSON)、GeoRSS、Emergency Data Exchange Language
(EDXL)、Hospital Availability Exchange (HAVE)、Person Finder Interchange Format (PFIF)、XML、
CSV、Microsoft Excel XLSはその例である。また、言語翻訳にはPootleが使用されている。
 Sahanaは、全米被害管理システム (NIMS) と緊急時指令システム (ICS) のポジション・タイトルを
使用する構成、緊急支援の機能用語によるサービス定義、米国国土安全保障省 (DHS) 連邦地理
データ委員会 (FGDC) のワーキング・グループの記号体系、ICS書式214等の特定のICS書式を印
刷する機能により、NIMS、国家対応フレームワーク、およびICSにも準拠している。Sahana
Software Foundationは、オープン・データ標準、DM-Openイニシアティブ、および構造化情報標
準促進協会 (OASIS) のEDXL標準とCommon Alerting Protocol (CAP) 標準の使用を強く提唱してい
る。そのため、NIMSと国家対応フレームワークに準拠した状態を維持することを義務付けられ
ている米国の州政府と地方自治体にとって、Sahanaの採用が現実的かつ望ましい選択肢になって
いる。
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 Sahanaは、ほかのオープンソース・プロバイダーの製品とも連動する強力なコラボレーション／
統合ツールである。その例としては、(1) Googleの行方不明者ディレクトリ管理、(2) Ushahidiの
一般から提供された情報のデータ集約、(3) Open Solutions GroupとFortiusOneの地理空間情報解析、
(4) InSTEDDのユニファイド・モバイル・コミュニケーション・サービスなどがある。
 Sahana Software Foundationは、あらゆる災害に対応するため、およびツールの機能強化に継続的
に取り組むために、多数の研究プロジェクトや各分野の専門家と協力している。以下にその例を
示す。
 米国国防総合大学校のStar-Tides研究プロジェクト：統制の統一性が欠如している環境におい
て、多様な組織間で災害管理活動の調整を促進し支援することを目的としたプロジェクト。
 クライシス・マップ作成者の国際的ネットワーク (CM*Net)：危機に関する調査と有事への応
用に役立てることを目的として、クライシス・マップ作成者間のコミュニケーションとコラ
ボレーションを促進するクライシス・マップ作成ハブ。
 CrisisCommons：危機発生時にコミュニティの結束を強め、共通項を見つけ、移動性と作業効
率を改善するための、革新的な技術の利用促進を目的としたプロジェクト。
 翻訳者で構成されるボランティア・チーム：ツールそのものの翻訳と、現地の災害対応チー
ムに渡される着信メッセージの翻訳を行う。
 Sahanaでは、ソーシャル・メディアの統合のメリットも活用されている。特にハイチ地震とその後
の復興においては、InSTEDD、Thomson Reuters Foundation、Ushahidi、CrowdFlower、Samasource
などのオープンソース・プロジェクトやボランティア団体による現地での災害管理、国際社会へ
の募金の呼びかけ、復興作業に関する情報の伝達などを目的としたソーシャル・メディアの利用
が爆発的に増加した。UshahidiとSahanaが共同で取り組んだプロジェクト4636 (「ミッション4636」
に改称) では、4636というショート・タグがハイチ地震の被災者用に設定され、緊急のショート・
メッセージ・サービス (SMS) のメッセージを送信するために利用された。これらのメッセージ
は、ボランティアの翻訳者がハイチ語から英語に翻訳し、分類し、データベースに入力した。入
力されたデータは、レポート形式で出力され、ハイチで捜索救助活動に当たっている対応チーム、
Ushahidi、Sahanaに送り返された。Sahanaに送り返されたデータは優先順位付けされた上で災害
対応機関に提供され、ステータスの見直し、割り当て、および更新が行われた。また、ハイチで
の病院探しにはCrowdsourcingも利用された。この事例では、対応可能な病院のリストがGoogleド
キュメントのシンプルなスプレッドシート形式で発行された。このリストに対して、特定の病院
の位置情報 (緯度と経度) が一般の人々から提供された。病院の位置情報は病院の管理を目的と
してSahanaに手動で入力され、ハイチ国内の各病院の位置と受け入れ状態を正確に網羅した登録
簿が完成した。この登録簿は、地震発生後の最初の数週間という最も重要な時期の救援活動に役
立てることができた。
 Sahanaは地図情報システム (GIS) に対応している。災害に関して現地で収集されるデータは、地
図上の特定の場所に関連している場合が多い。これは、地図を正確にデジタル化し表示すること
が、人命救助に欠かせない重要な活動の1つであることを意味する。また、適切なリソースを、
適切なタイミングで、適切な場所に送り届けるには、災害救援を目的として収集されたデータを
迅速に分析する必要がある。SahanaのGIS機能は、以下に示すパートナー企業との提携と各種標
準のサポートによって実現したものである。
 GoogleマップとGoogle Earth：背景画像、道路データ、病院の負荷分散管理
 OpenStreetMap：コレクティブ・インテリジェンス・マップ層
 OpenLayers：マッピングおよび表示機能 (道路ネットワーク、地図、衛星画像地図などがあら
かじめ読み込まれたUSBドライバを使って、背景データを取り込み、Sahanaデータに重ねて表
示するなど、オフラインでの利用に向けたポータブル・マップ・サーバの導入を検討中)
 FortiusOneのGeoCommons：ビジュアル・インテリジェンス
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 Ushahidi：追加的なデータ層 (ハイチからの4636データなど)
 InSTEDDのGeoChat：追加的なデータ層
 Sahanaは、外部プロバイダーから提供されているオーバーレイ機能を使用して内部データをマッ
ピングすることができる。また、すべてのデータは、KML、GeoRSS、JSON、GPS Exchange
Format (GPX) などのオープン標準に従って発行される。
 Sahanaは、被災国の文化、社会および宗教的側面に柔軟に適合する、社会的意識の高いツールで
ある。以下はそれを示す例である。
 東洋の文化では、被災者に関する情報収集は家系図の作成に似ている。つまり、西洋文化圏
では被災者の氏名と住所を収集するのみであるが、それとは異なり、家族全員に関する情報
を収集する。
 開発途上国には不動産登記が存在せず、土地所有権の記録についてはその土地の歴史を知る
町の長老と話し合う必要がある。したがって、得られる情報は区画番号、所有者、面積など
には該当しない。

課題
大半の非営利組織と同様に、Sahana Software Foundationが直面している最大の課題は資金調達であ
る。Sahana Software FoundationはGoogle Summer of Code (GSoC) プログラムへの参加に基づく尐額の助
成金をGoogleから受け取り、現在は、国際連合世界食糧計画の小規模プロジェクトに参加している。
また、複数の財団や学術機関から、より大規模な助成や補助金を獲得することも目指している。
Sahana Software Foundationは、すべての法域において政府／公共部門プロジェクトの資金援助を受け
る資格があり、またそれを求めて積極的に働きかけているが、営利目的の入札や競争入札には参加し
ていない。
もう1つの課題は、誤った情報がシステムに入力される可能性である。Sahanaの導入事案では一般か
らの情報提供が許可されている場合が多いが、情報提供を行えるのは、現時点ではシステムへのアク
セスが認められているユーザーである。今後、一般の人々がSahanaに情報を直接入力することを許可
された場合、各メッセージの妥当性と出所の信頼性を確認するために、手作業による管理と技術を利
用した管理が必要となる。EDXL Distribution Element (DE) は、インポートされたデータの情報源を追
跡するための効果的な選択肢であるが、依然としてユーザーによって入力されたデータの管理が必要
となる。Webベースのエンドユーザー認証制御は、Sahana製品スイートにまだ組み込まれていない。
災害の詳細が明らかになるにつれ、情報をチェックし、重複などの無駄を取り除くために、人による
介入が必ず必要となる。その例が、ハイチ地震のときのソーシャル・メディア・メッセージであった。
つまり、被災者からのメッセージや被災者に関するメッセージを、実際の救済活動を行う災害対応要
員に渡す前に、1つずつ手作業でチェックしなければならなかったのである。
3つ目の課題は、他者との情報共有である。災害時には、多くの場合、被災者に関する大量の個人情
報が収集されるが、これらの情報へのアクセス権を誰に与えるかを管理する必要がある。現時点では、
Sahanaシステムへのアクセスを許可されているのは登録ユーザーのみである。ただし、誰を登録ユー
ザーとして許可するかという点は、Sahanaを実装する管理当局が調整しなければならない。世界各地
から集まったボランティアがボランティア資格で災害管理活動に当たる場合、登録ユーザーの候補に
ついて妥当性を確認する作業には困難が伴う。この場合、妥当性の確認は、組織からの正式な資格証
明書ではなく、個人情報 (Gmailアカウントなどの妥当性確認方法と同レベル) に基づいて行われる傾
向が強い。Sahanaの今後のリリースに関する信頼レベルについての討議が進められている。また、認
証機能を強化することも今後の改善点として検討されている。いずれの場合も、開発者による本稼働
サイトへのアクセスは許可されるべきではない。災害時の社会的な立場の違いや政治的な意見の相違
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に関する問題については、「災害に遭遇した人々は、互いの社会的な立場の違いを捨てて集団として
団結するようになる」という社会科学者の説がある。そのため、災害時の状況では、その状況の性質
上、情報が誰かの不利になるように使用されるリスクが低くなる。ただし、人命救助に対するトレー
ドオフとして、長いまたは複雑な妥当性確認プロセスを経なければならないため、時間が無駄になり、
尊い命が失われる可能性がある。
Sahanaは無償のソフトウェア・ツールであるが、特定の災害用の実装、カスタマイズ、ツールの管
理に関するサポートは無償ではない。したがって、Sahanaの使用を検討している組織は、オープン
ソース開発プロセスを理解しなければならない。例えば、中央集約型IT部門がLinuxサーバをサポート
するために必要なスキルを持ち合わせていない組織は、組織内のほかの部門または外部ベンダーに実
装を委託する必要がある。オープンソース開発者の数は年々増加しており、これまでのところSahana
の実装にはIT分野の学生などによるサポートが利用されている。
長期的には、複数の災害にわたる災害情報の分析に価値がある。しかし現時点では、Sahanaの実装
はそれぞれ固有であって互いに切り離されており、データの所有権はシステムの所有者 (政府、救援
機関、人道援助組織など) に属する。この問題を今後解決するための計画は立てられていない。

競合分析
人道的災害管理の自動化においては、統合が鍵となる。1つのシステムですべての組織のニーズを満
たすということには決してならない。例えば被災者管理、食糧管理、初動対応要員、捜索／救助、緊
急通知、ロジスティクス、ボランティア追跡、被災者の識別と追跡など、必ず特定のニーズに合わせ
たポイント・ソリューションが必要となる。Sahanaは、これらの多数のコンポーネント・システムか
らフィードを受け取り、システムの実行者に代わって情報を管理する唯一のシステムである。

この製品を検討すべき場合
複雑で多様性のある災害管理リソース (災害救援関連の政府機関および民間団体、災害対応要員、
ボランティア、配給食糧、衣料品、医療用品、被災者情報、被災者収容施設、病院など) を管理する
必要がある場合は、Sahanaの導入を検討すべきである。

代替ソリューションを検討すべき場合
災害の影響 (地理的範囲や被害など) が比較的小さいためリソースの調整が複雑ではない場合、また
はオープンソース・プログラマーをすぐに手配できない場合は、単一目的用の災害管理システムで十
分である可能性が高い。

推奨リサーチ
･ 「Key Issues for Open-Source Software, 2010」
･ 「Cool Communications-Enabled Business Processes, 2010」
･ 「MarketScope for Emergency and Mass Notification Services」
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会社情報
Sahana Software Foundation
本社：カリフォルニア州ロサンゼルス
Webサイト：http://www.sahanafoundation.org/
設立：2009年
所有形態：会員組織
従業員数：5人
パートナー：Google、Cisco Cystems、IBM、人道的FOSSプロジェクト (トリニティ大学)、Ushahidi、InSTEDD、
OpenStreetMap、CrisisCommons、ISCRAM、Crisis Mappers、国際連合世界食糧計画

(監訳：中野 長昌)
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