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岡山県警察本部岡山県警察本部

ＰＩＴＰＩＴ システムシステム

Police Integrated information ToolPolice Integrated information Tool

警察統合情報システム警察統合情報システム



岡山県警察本部の概要岡山県警察本部の概要

面積 ７１１３ｋ㎡

人口 １９６万人

県内総生産 ７兆５３２５億円

基本目標

「安全・安心の岡山」の実現に向けた精強な警察「安全・安心の岡山」の実現に向けた精強な警察

人口人口１９６万人１９６万人

3,8893,889人人警察官警察官

岡山県警察本部

本部長 江原 伸一

職員数 ３８８９名

警察署 ２２ヶ所

交番・駐在所 ３０１ヶ所

交通事故発生件数（年） ５８，９２１件

刑法犯発生件数（年） ２７，３５７件

500500人に対して人に対して11人人

全人口の全人口の 0.20.2％％



警察の仕事警察の仕事

安全・快適な安全・快適な
交通の確保交通の確保

公安の維持と公安の維持と
災害対策災害対策

生活安全の確保と生活安全の確保と
犯罪捜査活動犯罪捜査活動

組織犯罪組織犯罪
対策の対策の
推進推進



人々の安全・安心を脅かす人々の安全・安心を脅かす

犯罪や事故犯罪や事故 ･･･その発生状況･･･その発生状況

2008年

110110番通報番通報 １日４９３件１日４９３件

２分５５秒に１件２分５５秒に１件

１日１９２件１日１９２件要出動事案要出動事案

７分３０秒に１件７分３０秒に１件

凶悪犯・粗暴犯凶悪犯・粗暴犯

1,2721,272件／年件／年
窃盗犯窃盗犯

20,46320,463件／年件／年
知能犯知能犯

1,0401,040件／年件／年
交通事故交通事故

58,92158,921件／年件／年



治安情勢治安情勢変化変化のの背景にあるもの背景にあるもの

社会の免疫力が低下社会の免疫力が低下 個々の事件の複雑化個々の事件の複雑化

人の移動の広域化人の移動の広域化
２４時間社会化２４時間社会化
プライバシー重視・個人主義プライバシー重視・個人主義
コミュニティ崩壊・他人に無関心コミュニティ崩壊・他人に無関心
モンスター・ペアレンツモンスター・ペアレンツ

経済の高度化経済の高度化
ワークスタイルの多様化ワークスタイルの多様化
高齢化・世帯構成の多様化高齢化・世帯構成の多様化
多国籍化多国籍化
新たなタイプの犯罪の登場新たなタイプの犯罪の登場

都市化都市化 社会の複雑化社会の複雑化



治安情勢治安情勢の変化を背景としての変化を背景として

いま地域警察に求められることいま地域警察に求められること

匿名社会は犯罪の温床匿名社会は犯罪の温床
情報収集・聞き込み捜査も年々困難に情報収集・聞き込み捜査も年々困難に

人の移動の広域化人の移動の広域化
犯罪の多様化・複雑化犯罪の多様化・複雑化

ストーカー・ストーカー・DVDV被害被害
危険にさらされる女性や子供たち危険にさらされる女性や子供たち

✔✔✔
迅速な被害者救護と現場での犯人逮捕迅速な被害者救護と現場での犯人逮捕

「初動捜査」のさらなる強化「初動捜査」のさらなる強化

情報武装・情報武装・ITIT化による化による

捜査活動の円滑化・効率化捜査活動の円滑化・効率化

今までにない発想による今までにない発想による

ストーカー・ストーカー・DVDV対策の強化対策の強化

奪われる警察官の時間奪われる警察官の時間
増え続ける手続き・説明義務増え続ける手続き・説明義務

県民の身近な不安を解消するため県民の身近な不安を解消するため

地域警察の効果的運用地域警察の効果的運用

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔



岡山県警察のチャレンジ岡山県警察のチャレンジ

• ２００１年度からＰＤＡベースの携帯型車両・犯罪情報検索シス
テム（ＰＯＴ）を整備。２００３年から後継機を検討

■さらに迅速・的確な新システムの、第一線投入

• ＧＰＳによる、迅速な臨場の実現

• 事件発生状況、多発地域の視覚化

• 大容量ＤＢ検索の実現

• 管理業務の効率化

• 警察水準のセキュリティの実現

＜これまでの取り組み＞＜これまでの取り組み＞

＜新たなチャレンジ＞＜新たなチャレンジ＞



初動警察活動を強化する！

捜査活動を
円滑化・効率化する！

ストーカー・ＤＶ被害者対策を
強化する！

地域にさらに密着した
警察活動の実現

警察統合情報システム
Ｐolice Ｉntegrated information Ｔool

全国初全国初のの最先端最先端なシステムをなシステムを

警察活動の警察活動の最前線最前線に投入に投入

Ｐ Ｉ Ｔ システム

Ｐ Ｉ Ｔ



既存の警察基幹システムと結合

ＰＩＴシステム全体図ＰＩＴシステム全体図

ＯＰ-ＷＡＮ
「岡山県警察情報基幹システム」 全国の警察ネットワーク

地域運用
「ＰＩＴシステムの中核的存在」

地理情報
「警察活動を鳥瞰的に掌握する

花形的存在 」

ストーカー等対策
「被害者の下へ迅速確実に警
察官を到達させるレスキュー 」

ＰＩＴ端末管理
「ＰＩＴシステムの頭脳」

ＰＩＴ端末
「日常警察活動の全てを支援」

ストーカー等対策端末
「全国どこにいても最寄の

警察官が臨場」

全国の警察機関を結ぶコンピュータネットワーク

ＰＩＴシステム



PROJECT 1 PROJECT 1 

初動警察活動を強化する！初動警察活動を強化する！

導入前 導入後

音声

音声

写真

現場からの報告は、無線による報
告で現場状況を判断していた。
報告の下手な者、聞き手側の思い
違い等、現場の状況は想像の範
囲？

現場状況（写真）が見えるので、
百聞は一見に如かず。
迅速・的確な指令が可能に。
迅速性・精確性の飛躍的向上

一斉配信

+ビジュアル化



PROJECT 2 PROJECT 2 

捜査活動を円滑化・効率化する！捜査活動を円滑化・効率化する！

捜索状況の視覚化捜索状況の視覚化 照会機能照会機能

速さ・正確さ 的確さ 捜査性の向上

被疑者写真など 地域警察官の位置や軌跡

一斉配信 捜索指示

不審車両など

A A

捜査情報の一斉配信捜査情報の一斉配信



位置情報の把握：
車両及び、警察官を一元管理

活動実態の把握：
地域警察官の業務管理と実績向上

PROJECT PROJECT 33

県民の身近な不安を解消する！県民の身近な不安を解消する！

「だれが」「いつ」「どこで」「何をしているのか」を把握しているからこそ、

「いつ」「どこで」「何が」起こったとしても迅速な対応が可能となる。



PROJECT 4 PROJECT 4 女性・子供を女性・子供を

ストーカー・ＤＶ被害から守る！ストーカー・ＤＶ被害から守る！

端末貸出

相談受理署相談受理署

被害相談

PITシステムPITシステム

加害者への警告加害者への警告見回りの強化見回りの強化これまでのこれまでの に加えて、に加えて、

不安不安 恐怖恐怖

事案内容の登録事案内容の登録 被害者等対策端末の貸出（全国初）被害者等対策端末の貸出（全国初） を実施を実施

DV・ストーカー被害者DV・ストーカー被害者

事案内容の
登録

身体への被害が切迫する被害者に対して通報専用端末を貸与することで、

「「2424時間警察官に守ってもらいたい」時間警察官に守ってもらいたい」 を実現！を実現！



データ

ＰＩＴ端末 ＰＩＴシステム

PITPITシステムが実現したシステムが実現した

強固な情報セキュリティ強固な情報セキュリティ （１）（１）

携帯電話回線網

警察のコンピュータ通信は公衆網から完全に独立し隔離された警察のコンピュータ通信は公衆網から完全に独立し隔離されたNWNW上上
でしか認められてなかった。でしか認められてなかった。

専用線

データ

警察独自暗号 ＫＤＤＩ独自暗号

第三者機関により安全性が
証明されるところまでの対策を実施

ネットワーク ：

通信データ ：

携帯電話端末 ：

専用線による完全閉域網 携帯電話端末認証、

データの二重暗号化

パスワードと無線機器認証

民間の公衆網で警察と民間の公衆網で警察と同レベル同レベルのセキュリティを実現のセキュリティを実現する事で、全国する事で、全国

で初めて民間の公衆網を警察ので初めて民間の公衆網を警察のNWNWとして使用する事が認められた。として使用する事が認められた。

携帯電話回線のセキュリティ対策＋警察独自の完全なセキュリティ対策の検討

データ



PITPITシステムが実現したシステムが実現した

強固な情報セキュリティ強固な情報セキュリティ （２）（２）

パスワード認証
端末利用時

ＰＩＴキーＰＩＴキー
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈブザーユニット

防刃チョッキ内に常時携行

ＰＩＴキーＰＩＴキー
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈブザーユニット

ブザー鳴動して通知

全データ全データ
を消去を消去

仮に仮にPITPITキーとキーとPITPIT端端
末が末が1010メートル以上メートル以上
離れた場合離れた場合OKOK OKOK

Bluetooth認証
約10ｍまで

電波状況に関わ電波状況に関わ
りなくりなく、、完全に自完全に自
律的に律的に

・・・
・・・



ＰＩＴシステムの活躍ＰＩＴシステムの活躍

警察活動に無くてはならないシステムに

地域警察官、署外活動
をする警察官は携行

ＰＩＴ端末 ２,３００台

地域との
より密着した警察

市民パトロール １００台

徹底した教育

指導教育を継続、
全警察官が機能を駆使

根付いたシステム
警察内の効果的活用事例紹介を積極的に実施

ＰＩＴ端末利用者から様々な要望を吸収し、更なる進化を続けています

（ＰＩＴ活用アイディアコンテストに２６５件の応募）



県民のみなさんが
安全で安心して

暮らせる
まちをつくるために


