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１. はじめに 

これまでに東京都北区および愛知県豊橋市を対象とし

て、ICT の活用と地域住民・自治体の協働による被害情報

収集手法およびそのマニュアルについて検討を行ってき

た（図 1）。 
本報では、市民ボランティアから防災専門家などのハ

イエンドユーザーまでを想定した、ICT による被害情報収

集システムの利用マニュアルを作成し、東京都北区

（2006 年 9 月 3 日（日）実施）および愛知県豊橋市

（2006 年 11 月 12 日（日）実施）での防災訓練にてその

検証を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２. システムの概要 

工学院大学と総務省消防庁消防研究センターによって

共同開発され、改良を重ねられたものが現地被害情報収

集システム 1)である（図 2）。このシステムは簡易 GIS（地

理情報システム）を用いた情報データベースシステムで

あり、平常時には防災マップや地域点検マップを作成す

ることが可能であり、災害時には被害情報を収集できる

システムである。 
３. マニュアルの概要 

マニュアルは、「1.システムの導入」「2.GPS の設定」「3.
システムの使用方法」「4.中遠距離被害情報収集機能プラ

グイン・利用方法」の 4 章で構成した（図 2 にマニュア

ルを一部抜粋）。1 章ではシステムを起動させるのに最低

限必要なソフトの導入、被害情報システムのインストー

ル方法等を記載した。2 章では現在地や道筋の軌跡を表示

させる際に必要な GPS の設定、COM ポートの設定・接続

方法等を記載した。3 章では被害情報システムの起動や操

作方法について記載した。4 章では中遠距離被害情報処理

機能を使用する際の諸設定や操作方法等を記載した。項

目を読めば利用者のニーズや外部機器の有無に合わせて

システムを使用できるように考慮し、作成した。 
４. 東京都北区上十条５丁目における実験 
４.１. 実験概要 

検証実験は訓練本部（上十条 5 丁目会館）で 7 時 40 分

に開始し、まず地域に土地勘の無い専門家（自治体の職

員等）等を想定した学生調査員（タブレット PC ：2 名、

ノート PC：1 名）がマニュアル（暫定版）を基にシステ

ムの導入から GPS の設定作業等を行ってもらった（写真

1）。なお、調査員には実験前日にマニュアル（暫定版）

の説明は行っている。全ての設定作業が終了した後、9 時

の防災訓練の開始とともに訓練本部を出て、町内に設置

した被害情報看板（火災被害 7 箇所、建物被害 5 箇所）

を利用して被害情報収集を行った。調査時間は 90 分以内

を目安に当町会内を回っていただいた（写真 2）。 
４.２. 実験結果 
検証結果として、マニュアル（暫定版）を基に概ね 30

～50 分程度でシステムの導入と様々な設定作業を終了し

ており、マニュアル（暫定版）の一定の有用性は確認で

きたと考えている。さらに、調査員からマニュアルに対

して内容の過不足や分かりづらい箇所などの問題点が挙

げられた。また、被害情報収集結果から各調査員の収集

時間及び結果にはばらつきもあるが、マニュアルの操作

方法に基づいて概ね効率良く被害情報を収集できること

が確認でき、操作方法に対する一定のマニュアルの有用

性は確認できたといえる（表 1）。 
５. 愛知県豊橋市における実験 
５.１. 実験概要 

実験は南栄町・町畑町（栄校区）及び豊橋市役所 13 階

展望室（八町校区）において、栄校区は調査員 3 名（タ

ブレット PC 各 1 台）、八町校区は調査員 1 名（ノート PC
とレーザー距離計（Vector）の連動）で北区同様、マニュ

アルを用いた検証実験を行った。両地区のシステム設定

は実験前日に行い、栄校区の調査員については、マニュ

図 1 被害情報収集の手法案 
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アルを基にシステムの導入から地図の読み込み、GPS 等

の諸設定までを行ってもらった。また八町校区調査員に

はマニュアルを基にノート PC へ中遠距離システムの設定

作業を行った。当日は市役所 13 階展望室でマニュアルを

見ながら機器類の設置からシステム起動、双眼鏡レーザ

ー距離計連動の接続、システムの設定までを行った（写

真 3）。 
実験当日の調査時間は１時間（9 時開始）とした。南栄

町・町畑町では町内に設置された消火器（27 カ所）を建

物被害・火災被害・道路被害と仮定し、豊橋市役所 13 階

展望室では展望室から見える八町通 1・2・3・4 丁目なら

びに曲尺手町内の青い屋根の建物（6 カ所）を火災被害と

仮定して実験を行った。収集後、南栄町・町畑町の調査

員 3 名は栄小学校内の防災対策課職員、市役所 13 階展望

室の調査員 1 名は八町校区市民館内の防災対策課職員へ

収集端末を渡し、被害情報を報告した。 
５.２. 実験結果について 

栄校区では 10～20 分程度でシステムを利用可能な状態

（システムの導入から地図の読み込みなど）にでき、さ

らに 30 分程度で GPS の設定までを終了した（表 2）。ま

た、マニュアルの操作方法に基づいて効率良くほぼ正確

に被害情報を収集することができた（図 3）。調査員から

はマニュアルよりシステムに関する意見や提案があった。 
八町校区の検証結果としては、機器類の設置からシステ

ム起動、双眼鏡レーザー距離計等の接続、システムの設

定までを 25 分で行い、そしてマニュアル中の方位角の補 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正等に問題はあったものの、被害情報収集を 40 分で終え

ることができ、効率良く正確に被害情報を収集可能で 

あることが確認された。結果として、方位角のズレなど

の問題点はあるものの、距離を測定する点に関してはほ

ぼ完璧な精度で測定できるので、方位角を手動で確認す

る作業さえ慣れてしまえば、実際に徒歩で収集するより

は、かなり効率的であると考える。 

６. おわりに 
今回のマニュアルを利用した検証実験によって、一般

レベルの PC スキルがある人間であれば、マニュアルを基

にシステムの導入、操作が出来るという結果になり、マ

ニュアルの有用性を確認することができた。また、シス

テムによる情報収集の効率性、正確性において高い能力

を示し、再度システムの有用性が確認できたといえる。

今後は情報収集システム及びマニュアルを Web 公開し、

多くの人々に情報収集システムを使ってもらえる環境を

整えることで、実際の被災時に活躍できると思われる。 
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情報収集結果 
  収集数 正解数 

タブレットＡ  7/9  7/9 

タブレットＢ  8/9  8/9 

タブレットＣ  8/9  7/9 

合計  23/27  22/27（81.4%） 

は実際の位置と大き

くずれた収集情報を示す。

表 1 北区での検証結果 

表 2 豊橋市栄校区での検証結果 

写真 2 被害情報看板の収集の様子 写真 3 中遠距離被害情報収集の様子 

端末名 設定作業時間 情報収集総数
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC（A） 48分 11/12
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC（B） 52分 5/12
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC（C） 30分 10/12

ﾀﾌﾞﾚｯﾄA 7分 30分 7/9
ﾀﾌﾞﾚｯﾄB 10分 34分 8/9
ﾀﾌﾞﾚｯﾄC 18分 38分 7/9

端末名
システ
ム設定

GPSの接
続・設定

情報収集総数

写真 1 システム設定の様子 図 2 現地被害情報収集システムの画面 

図 3 豊橋市における実験結果 
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