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地震災害時における初動活動支援システムの検討
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１．はじめに
著者らは，地震発生直後の初動活動のサポートを狙
いとしたシステムの研究を行っている．本研究は，震
災時の初動活動（警察，消防などによる人命救助など
の災害活動）における初期被災箇所の特定を，効率的
かつ経済的に行うことを主たる目的とする．
昨年度の初動活動支援システム[1]を拡張し，実際
に初動活動に携わる関係者からヒアリングしたニー
ズをもとに，初動活動の指令組織で必要となるシステ
ムの機能及びユーザインタフェースの検討及び実装
を行ったので報告する．具体的には，要求条件の明確
化，方式検討，システム試作，評価という流れで行っ
た．

２．要求条件の明確化
震災時の初動活動に中心となると思われる機関へ
ヒアリングを実施して，初動活動支援に有効であると
思われる拡張機能の明確化を行った．
ヒアリングは，盛岡市総務部消防防災課に対して実
施した．予め従来研究などを参考に筆者らが，必要性
が高いと思われる機能を想定し，それを元にヒアリン
グを実施した．
ヒアリングの結果，初動活動において重要性が高い
機能を整理した.
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勧告範囲の描画・表示機能

2). 作業進捗状況の入力・表示機能
GIS 上のアイコンを作業の進捗状況に応じたものに
変化させることによって未，中，済といった各進捗
状況の推移の視覚的な把握を可能とする．
図 2 に，情報ウィンドウを操作し，作業中（防火活
動作業中）を意味するアイコンを表示した例を示す．
3). 交通遮断箇所の入力・表示機能
交通遮断情報の GIS 上での入力・表示機能を実現す
る．交通遮断の種別（全面通行止，緊急車両通行可
能，一般車両通行可能等）を被害情報入力欄のプル
ダウンメニューに組み込み，被害情報入力と同じ操
作で入力可能とすることにより，簡易な入力を可能
とした．
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３．方式検討
要求条件を実現するための方法を検討した．
1). 勧告範囲の描画・表示機能
GIS 上に勧告範囲を描画・表示することで，視覚的
に勧告範囲の規模，状況を把握できるよう実現する
こととする．分かり易さを狙いとして勧告レベルに
応じた配色を行うという工夫を行った．これにより，
視覚的に勧告範囲の把握を容易とした．
図 1 に，勧告範囲描画・表示機能を用いて避難指示
範囲(赤)と避難勧告範囲(橙)を表示した例を示す．

図 2 作業進捗状況の入力･表示機能
４．試作
４.１ システム構成
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システム構成を図 3 に示す．
細密度実震度予測機能(図 3(a))の説明は別途報告
[2]したので，省略する．

図 3 システム構成図
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1). ユーザインタフェースを通して，被害情報，勧告
範囲，作業の進捗状況及び交通遮断箇所の入力・
描画を行う．
2). 1)で入力・描画された情報をユーザインタフェー
ス上の GIS 上に表示する(図 3(ｂ)).
3). 避難所情報や災害弱者情報等のレイヤを必要に
応じて重ね合せ可能とする(図 3(ｄ)).
なお，３章で説明した機能以外の機能は昨年度に実現
した機能である．

方法を検討して欲しい.
これらの意見から，作業進捗状況，交通遮断箇所等
の情報をより分かりやすくするためのユーザインタ
フェースの改良などが今後の課題になると考える．
勧告範囲の描画・表示機能は
有効だと思われます か？

1 思わない

４．２ 開発環境

作業進捗状況の入力・表示機能は
有効だと思われます か？

要求条件実現のため，昨年度のシステムと同様に
GIS とデータベースを有効利用することとした．
GIS を用いた理由は初動活動では地図上の視覚情報
を正確に把握でき，間違いの無い操作ができることが
重要であることからである．
データベースを用いた理由は，被害情報データ等
（詳細略）大量のデータを扱うことが必要であり，そ
のためにはデータベースが有用であるためである．
・ DB : Oracle 9i
・ 開発環境：VisualBasic 6.0 + MapObject 2.2
・ GIS : ArcGIS 8.3

交通遮断箇所の入力・表示機能は
有効だと思われますか？
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５．評価
５.１ 従来研究
災害時支援システムの研究例はすでに幾つかある
[3][4].それらのシステムは，一般に初動活動に限定
せず，初動活動以降の復興活動などの支援も狙いとし
ている．本研究の新規性は初動活動指揮組織で重要と
なる以下の機能のサポートである．
1). 勧告範囲の描画・表示機能
2). 作業進捗状況の入力・表示機能
3). 交通遮断箇所の入力・表示機能
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図４ アンケート結果
６．結論と今後の課題
初動活動で中心となると思われる機関からの要求
条件を元に，指揮機関での初動活動をサポートするシ
ステムを拡張した．今後は評価結果を基に，実現した
機能の更なる改良を図る予定である．

７. 謝辞
５.２ 利用者による評価
平成 17 年 12 月 22 日 16:20〜17:10 盛岡市総務課消
防防災課にて，アンケートによる評価を実施した．
設問の回答からは，勧告範囲，作業進捗状況および
交通遮断箇所を入力・表示させる機能は，有効である
との評価を得られた．(図４)．
自由記述の意見からは有用性を評価する意見とし
て，以下の意見を得た．
・ 勧告範囲の色分けにする表示は大変有効だと思い
ます．
・ 進捗状況の情報を視覚的に把握することは大変有
効であると思います．
・ 交通遮断箇所の情報を表示することは有効である
と思います．
一方，今後の課題へつながる意見として，以下の意
見を得た．
・ 作業進捗状況の未，中，済を色分けあるいは大き
くするとより見やすいと思います．
・ 交通遮断箇所の線的な範囲をより明確にする表示

本研究を行うにあたり，ヒアリング及び評価にご協
力頂いた盛岡市総務部消防防災課の方々に深謝の意
を示す．
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