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地震の細密度実震度予測システムの検討
- 操作機能及びユーザインタフェースの検討 三田地
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1. はじめに
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入力した被害情報から, 自動的に或いは半自動
的に報道発表用資料が作成できれば, 作業の手間

筆者らは, 地震発生直後に細かい地域毎の実際の震度

が省けて望ましいという要望があった.

（細密度震度）を予測する方法の研究を行っている. 本研
3).

究は，震災時の初動活動（警察, 消防等による人命救助等

各種地図情報の追加
通常の地図情報に加えて, 避難所情報や災害弱

の災害活動）における初期被災箇所の特定を, 効率的かつ

者情報などの情報を同時に利用できると望ましい

経済的に行うことを主たる目的とする.

という要望があった.

本年度は昨年度の研究[1]を継続した. 主に細密度震度
予測機能の検討と, 初動活動支援用の操作機能とユーザ
インタフェースの検討とに分けて研究を行った. 前者は

3. 方式検討

別途報告[2]したので, 本報告では, 後者の初動活動支援
用の操作機能とユーザインタフェースについて報告する.

２の要求条件をシステムで実現するための方法を検討
した.

具体的には, 関係機関へのヒアリング実施による要求

初動活動では, 地図上の視覚的情報を正確に把握でき,

仕様の明確化, 方式検討, システム試作, 評価という流れ

間違いのない操作ができることが重要であることから,

で行った.

GIS の利用を想定して検討を行った.
1).

2. 要求条件の明確化

被害情報の表示・入力・集計機能
GIS 上に被害情報をアイコン表示することで, 視

震災時の初動活動に中心となると思われる機関へヒア

覚的に被害状況を把握できるよう実現することと

リングを実施して, 初動活動支援用の操作機能とユーザ

し, 同時に一覧表示・自動集計も行う. 図 1 に示す

インタフェースの明確化を行った.

ように, これらはタブで切替表示でき, 小さなス
ペースで多数の情報を表示可能とする.

ヒアリングは, 岩手県総務部総合防災室, 岩手県警察
本部生活安全部地域課通信司令室, 盛岡広域消防本部の 3
カ所に対して実施した. 予め従来研究等を参考に筆者ら
が, 必要性が高いと想定した機能を記したアンケート用
紙を持参し, それをもとにヒアリングを実施した.
ヒアリングの結果, 初動活動における重要性が高く, か
つ実震度予測結果表示画面と連動して使用できることで
有用性が高まる機能を整理した. 整理結果を以下に示す.
1).

被害情報の入力, アイコン表示, 一覧表示, 集計
機能

2).

報道発表資料作成支援機能

図 1

被害情報の表示・集計機能
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2).
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3).
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避難所や災害弱者情報などを, GIS 上の地図レイ

る.
従来研究と比べた場合の, 本研究の新規性は以下の点

ヤとして実現する. ベース地図上で複数の性質の

にある.

情報の同時利用が可能となる.

1).

その他, 全体的なこととして, 色やウィンドウレイアウ

GIS 上に震度予測結果及び被害情報を同時に表示
し, 狭いスペースで多数の情報を表示可能とした.

トを分かりやすくすることを検討し, 色に関しては日本
2).

工 業 規 格 [3] で 定 義 さ れ て い る 「 安 全 色 彩 (JIS Z
9101-1995)」に準拠することとした.

内部処理用のデータをもとに報道発表用のデータ
を簡易に作成可能とした.

3).

4. 試作
4.1 システム構成

通常の地図情報の他に災害時特有の地図情報を同
時利用可能とした.

5.2 利用者による評価

システム構成を図 2 に示す.
細密度震度予測機能（図 2(a)）の説明は, 別途報告[2]
したので, 省略する.

大会発表時までに, 要求条件の明確化の際にヒアリン
グを行った方々を対象に, 試作システムを評価して頂く
予定である.

被害情報
データベース

6. 結論と今後の課題
(d)地図レイヤ

初動活動で中心となると思われる機関からの要求条件

GIS
データベース

GIS

をもとに, 地震発生直後における指揮機関での初動サポ

(b)ユーザインタフェース

ートを行うシステムを構築した.
(c)報道資料作成支援

今後は, 実証実験を行い, 更なる操作機能・ユーザイン

(a)細密度実震度予測処理

図 2
1).

タフェースの改良を図る予定である.

システム構成図
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2).
3).

ス上の GIS に表示する. （図 2(b)）
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を示す.
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表す.

4.2 開発環境
目的を実現するため, GIS とデータベースを有効利用す
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