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1．はじめに 

 

東日本大震災に対する経験から、交通の物理基盤整備課題として「平常時と非常時の機能共存を目

指した交通システムの構築」が挙げられており、「車両」の活用により「災害現場およびその周辺の

情報取得」と「得られた情報に対する情報伝達網の確保」を実現することで、「平常時と非常時の機

能共存を目指した交通システムの構築」に寄与することを本プロジェクトの最終目標と設定としてい

る。 

1 年目の H2424 研究調査プロジェクトでは、多岐の専門分野のメンバーによるディスカッションを通

じて、検討項目が広範囲に渡るという意見が出たため、検討を広域災害発生時の典型的な状況に整

理・絞り込み、その状況に利用が想定される基盤技術の確立を目的とした。 

具体的には、「①二輪プローブ車両を用いた情報収集」、「②多機能端末を用いた SOS 発信・収集

システム」および「③狭域通信を用いた情報網の冗長性の確保」について、要求分析ならびに各技術

実現レベルを確認した(図 1、詳細は参考文献 1)参照)。 

 

 

図 1 前年度 H2424 研究調査プロジェクトにおける到達項目 

 

  2 年目に当たる H2532 研究調査プロジェクトでは、上記の各要素技術を統合し、｢①実環境下におけ

る二輪車を利用したプローブデータ収集システムのラピッドプロトの構成｣、｢②統合システムにおけ

る情報通信のスケーラビリティの検証｣を図るとともに、既存の各防災・減災システムと本プロジェク

トでの提案システムとの親和性・相互関係性を整理する上で「③実際のシステム運用場面の検討」を

実施した。 



2 
 

 

図 2 H2532 研究調査プロジェクトの調査研究体制 

 

 また、プロジェクトの実施形態として、前年度のディスカッションにより問題点の整理がされてい

るため、前述した①～③の項目に対応したワーキンググループ（WG）による詳細検討で細分化ならび

に深化を進めた（図 2）。 

 次章の第 2～4 章では WG 毎に検討した内容について記載していく。その上で、本プロジェクトにお

ける成果として、第 5 章において本年度に構築したラピッドプロトシステムを用いた上で、浮かび上が

った実用化・普及へ向けての検討必要事項を踏まえて、最終年度（3 年目）におけるアプローチを明確

にする。 
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2. 実際のシステム運用場面の検討 

 

 昨年度の H2424 研究調査プロジェクトでは、そのディスカッションにおいて、多岐に渡る災害シチ

ュエーションが議論に挙げられたが、年間プロジェクトにおける限定された検討時間もあり、プロジ

ェクトの初年度としてある程度の論点を絞る意味から表 1 に示すような仮定を想定した上で基盤技術

の検討を進めた 1）。 

 

表 1 ［参考］H2424 研究調査プロジェクトにおける想定シチュエーション 1） 

検討項目 想定状況 想定理由 ペンディング事項 

想定状況 大規模災害での初動段階 
建物倒壊や路面破損、放

置車両などが多数点在。 

・東日本大震災の経験から、状況把

握が難しく、動線安全確保のため

の情報が必要な状況 

・多様な災害状況や日本以外の交

通・社会環境への適合 
・平常時の利用検証 

通信インフラ 
状況 

大規模停電 
通信環境は、一部通信基

地局が自家発電で稼働 

・通信容量限定状況で、必要な情報

をいかに送信するかに着目 
・オートバイを移動基地局とした

リレー通信 

使用車両 オートバイ 
（専用設計でなく平常利

用できる車両にアドイ

ン） 

・走破性が四輪車よりも高い 
・燃費が良いため、燃料が限られる

状況下での効率的な利用が可能 
・発電機・バッテリを搭載している 
・四輪車などは、輸送などの別用途

に適材配置できる 
・全国に配備されている現場の公用

車等の利用を想定した場合、現場

への投入時間で有利 

・公用四輪車、路線バス、定期物

流トラックなどとの役割連携 
・一般車両のプローブ情報（ビッ

クデータ）との連携・棲み分け 

情報取得項目 ○被災者状況確認 
○現地道路被災状況確認

（路面破損や障害物の確

認） 

初動の優先順位において、被災者の

点在位置ならびに、救助・支援に必

要な動線確保に必要な状況把握 

・夜間や道路冠水時など特定状況

については、計測手法の改善も

含めて今後の課題 

 

 しかしながら、現在の日本を取り巻く状況下では、東南海で想定される大地震やそれに伴う津波、

火山活動の活発化などの大規模自然災害の他にも、爆弾低気圧と称される急発達した低気圧による短

時間豪雨による冠水、大雪による交通の寸断など、日常生活を取り巻く場面においても被災や要救助

者が発生する場合が発生している。したがって、より具体的なシチュエーションで、システムに包括

されたプレーヤーの立ち位置からプレーヤー毎に必要な情報種別や情報伝達プロセスを整理し、シス

テム構成をブラシュアップする。特に、H2424 研究調査プロジェクトでは、被災後に要救助者になった

段階で救援信号をスマートフォンから送信する点にフォーカスを当てていたが、本年度の H2532 研究

調査プロジェクトでは平常時から災害発生した段階からシステムより必要な情報提供を行うことを視

野に入れることで、被災自体を回避し、被災者数の軽減を図ることが期待できる。 

以下では、システムの運用について検討した結果に加えて、実際のシステム運用者として想定され

る関係部署へヒアリングを実施したのでその結果を示す。 
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2.1 災害発生以降の各段階で求められる情報 

本研究を進めるにあたり、まず災害発生後の状況でどのような情報が必要とされるか、全体像を図 3 のように

整理した。 

 

図 3  災害発生以降の各段階で求められる情報 

 

最初の災害発生直後の段階では、適切な避難行動を支援するための情報が必要となる。地震のよう

な突発的な災害は別として、津波や台風、風水害など、災害（もしくはその原因となる事象）の発生

から被災まで、ある程度の時間がある場合は、何らかの方法で避難行動に有用な情報を提供して避難

活動を支援することによって、被災者を減らせる可能性がある。 

なお本稿では、災害の影響で安全や生存が脅かされる状況に陥った場合を「被災」と表現する。こ

れには例えば、負傷した場合や、瓦礫などの下敷きになって動けなくなった場合、建物の屋上や地下

等に取り残された場合等が含まれる。したがって「避難行動が成功する」ことは「被災を免れる」こ

とを意味する。 

災害が発生し、ある人がその災害で被災する可能性のある場所にいた場合、その人はまず「自分は

避難すべきだ」という事に気付かなければならない。これに気付くきっかけとしては、自らの知覚に

よって災害の発生を知ることや、マスメディア等からの情報の他、特定の地域に対する災害警報や避

難勧告が考えられる。避難すべきである事に本人が気付いたら、次はどのような避難行動を取るべき

かを本人が決定しなければならない。そのためには適切な避難場所や避難方法、避難経路に関する情

報（または事前知識）に加えて、周辺状況および今後の見通し（津波到達までの時間はどのくらい

か、風雨がどのように変化するか等）に関する情報が必要となる。加えて、家族の状況（救助に行く

必要があるのか、自力で避難できそうなのか等）を知りたいという状況も考えられる。なお、これら

の情報は避難行動中にも適宜活用されることとなり、状況に応じてアップデートが必要になる場合が

ある。 
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しかしながら、いくら避難行動の支援が効果的に実施されたとしても、被災者をゼロにすることは

できないであろう。したがって避難行動支援の後は、避難が間に合わず被災してしまった人を救助す

る段階に移行する事になる（図 3 中における要救助段階）。この段階で活用される可能性のあるシス

テムとして、本プロジェクトでは「命綱システム（仮称）」（以下、「命綱システム」）の開発を進め

ている。これは救助を必要とする人（要救助者）が、自分の状況や現在位置を含む情報を何らかの形

で発信し、捜索隊がこの情報を受信することによって、要救助者の早期発見を支援するものである。 

一方、被災を免れた人や、被災した後に救助された人々は、一時的な避難所生活や生活再建、地域

復興という段階に入っていく。このような段階においても、様々な情報によってこれらの活動を支援

していける可能性がある。例えば災害によって損傷した道路や鉄道等、交通網の使用可否に関する情

報は必須と考えられるし、救援物資や支援のニーズと、物資等の在庫状況、支援者の意思表示等がマ

ッチングできれば、避難所生活や生活再建の効率が向上すると期待できる。また公的機関による援助

計画や支援計画が、それを必要としている人々に確実に届くことも重要である。 

 

2.2 適切な避難行動を支援するためのシステム構成案 

図 4 は、前述の整理に基づき、適切な避難行動を支援するために、地域住民に対して情報提供する

ためのシステムの構成案である（図では後述の「命綱システム」の「命綱サーバ」を用いて運用する

ことを想定している）。まず平常時のうちに、地図情報や各種ハザードマップ、避難所、避難経路等

に関する情報を蓄積しておく。そして災害が発生し、自治体が避難勧告等を発した際には、このシス

テムにあらかじめ登録されているカーナビゲーションシステムやスマートフォン等の該当端末に対し

て、避難警報をプッシュ配信する。 

 

 

図 4  適切な避難行動を支援するためのシステム構成案 
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避難警報を｢命綱サーバ｣からプッシュ発信する際には、発生した災害の状況や、推奨される避難行

動等に関する情報を気象庁等から収集して、当該システムに蓄積されている情報と組み合わせ、これ

らを情報受信者の現在地に応じてアレンジして配信する。例えば津波警報の場合、海岸に近い地域に

いる人々には、より高台に向かう方向の避難所を案内するとか、大雨洪水警報の場合には、がけ崩れ

や河川の氾濫のリスクが高い場所を避ける避難経路を案内する等が考えられる。また道路や橋梁の破

損や通行止め等のデータを組み合わせることができれば、現在通行可能なルートを案内できる可能性

もある。 

 

2.3 要救助者の発見を支援するためのシステム構成案 

要救助者の発見を支援するための本プロジェクトにおける｢命綱システム｣の構成案を図 5 に示す。 

まず、災害で被災し救助が必要な状況になった際、要救助者は、要救助者本人の携帯しているスマ

ートフォンに事前インストール済みの「HELP MEアプリケーション」（以下、「HELP MEアプリ」）

を起動する。このアプリケーションは、起動と同時に個人識別データとしてのスマートフォン自機の

電話番号と現在の位置座標のデータを「命綱サーバ」に送信し、送信完了後速やかに、バッテリ節約

のために動作中の他アプリケーションを全て停止させて節電モードに入る 1

                                                 
1 要救助者の端末側で送信後に節電モードへ移行させるアプリケーション仕様は、現在普及している

スマートフォンの使用電力が従来の携帯電話よりも大きくなっていることから、捜索・救助を待つ間

は、端末を節電モードに移行させることで、以下に述べる捜索隊が近接した際の位置特定信号受信時

の際の要救助者側の端末バッテリ切れを軽減させる目的がある。 

。 

 

 

図 5  要救助者の発見を支援するための｢命綱システム｣構成案 
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HELP ME
アプリ

管制センター
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一般ドライバーに
提供

捜索隊

走行しながら
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＆周辺画像撮影

近くにいる
要救助者の
データを
自動取得捜索・救助

指示

Help Me モードで
自機の電話番号と
位置データを送信

捜索・救助

ID: 090xxxxxxxx
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ID: 090xxxxxxxx
Call time: 20140206 18:34
Location: xx.xx : yy.yy
Status: Active

ID: 090xxxxxxxx
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ID: 090xxxxxxxx
Call time: 20140206 18:34
Location: xx.xx : yy.yy
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ID: 090xxxxxxxx
Call time: 20140206 18:34
Location: xx.xx : yy.yy
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ID: 090xxxxxxxx
Location: xx.xx : yy.yy
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必要な情報だけを
選別して提供

要救助者の
情報を
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捜索・救助の
結果を
フィードバック

プローブ車両

命綱
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ここでの｢命綱システム｣のシステム構成の前提は、昨年度のH2424 研究調査プロジェクトの議論に

おいて、東日本大震災を契機に、携帯電話事業者による通信インフラの主要基地局バックアップ電源

に対する容量改善状況を勘案し、災害発生後の約 24 時間は、通信容量は制限されるがパケット通信が

可能であるという社会インフラ整備の動向を反映している（詳細は、参考文献 1）参照）。そのため捜

索・救助や道路被害状況把握といった初動時における必要最低限の情報伝達はパケット通信により可

能と想定している 2

一方、捜索・救助活動を指揮する管制センター

。 

3

また、捜索隊の車両に加速度等のセンサやカメラ等を搭載して、走行中の道路状況や周辺画像を記

録できるようにし、これらのデータを｢命綱サーバ｣にアップロードして蓄積していけば、道路の通行

可否や路面の破損状況、道路周辺の被害状況等を詳細に把握できる可能性がある。本稿ではこのよう

なデータ収集・送信機能を持つ車両を「プローブ車両」と呼ぶ。かつて東日本大震災においては、一

般の自動車に搭載されているカーナビゲーションシステムで収集され、自動車メーカー各社から提供

された通行実績データを利用して、現在通行可能な道路を判別できるようにするシステムが開発さ

れ、広く利用された。本研究におけるプローブ車両では、加速度や映像のデータを収集・分析するこ

とにより、通行可否に留まらず、段差の有無や路面補修の必要性、通行可能な幅員（例えば、四輪車

では通行不可能だが二輪車なら通行可能な個所等）、障害物の状況など、より詳細な状況把握を目指

している。このような情報は、一般ドライバーはもとより、国土交通省や NEXCO 等といった道路の啓

開・補修作業にあたる組織に活用されることによって、災害発生後の業務効率の向上が期待できる。 

では、「命綱サーバ」に登録された要救助者のデー

タを確認し、効果的に捜索・救助活動ができるよう、捜索隊に対して活動場所等を指示する。捜索隊

の位置情報を「命綱サーバ」に随時送信すれば、捜索隊の近くにいる要救助者を自動的に選択して、

当該要救助者の位置などに関する情報を、捜索隊のカーナビゲーションシステムやスマートフォンに

自動配信できる可能性もある。また管制センターでは、捜索・救助活動の進捗に応じて「命綱サー

バ」上の情報をアップデートし、要救助者のステータス（例えば「救助済み」、「救助活動中」、

「捜索隊割り当て済み」、「未着手」等）を随時更新することによって、捜索・救助活動における作

業の重複や漏れを防ぐことができる。これは一つの災害において複数の管制センターが稼働している

場合に特に有効となる。（大規模災害が発生した場合には、要救助者が多数発生し、要救助者からの

送信データがサーバに集中することが想定される。この際の必要なサーバ性能については、第 4 章にお

いて性能評価を実施している。） 

このように、プローブ車両によるデータを有効活用できるようにするためには、多数のプローブ車

両を確保する必要がある。現在、日本全国で発生の可能性がある異常気象や発生箇所の予測困難な地

震災害などに対するためには、捜索隊の車両だけでなく平常時から官民問わず業務用に使用され全国

に展開している二輪車（例えば警察、消防、自治体、郵便、銀行や信用金庫などの金融機関、新聞配

                                                 
2 実際のシステム運用時には基地局の物理的被害などで通信が遮断されている局所範囲では、必要に応

じて捜索隊や走行車両を介した Wi-Fi 通信、マルチポップ通信など多様な通信方法を併用することで通

信の堅剛性ならびに確実性を確保することも検討項目となる。 
3 警察、消防、自衛隊、自治体等によって運用されることを想定している。 
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達等）をプローブ車両として活用できるのが望ましい。したがって本研究では、プローブ機能をスマ

ートフォンのアプリケーションソフトウェアとして実現し、特別な改造をすることなく、幅広く多く

の業務用二輪車に搭載可能な形を目指している。 

 

2.4 災害発生後の二輪車の活用場面に関するヒアリング 

本研究では前述のとおり、多数のプローブ車両を確保するために、様々な業務用二輪車にプローブ

機能を搭載して、プローブ車両として運用することを検討している。 

そこで、実際に二輪車をプローブ車両として活用するうえでの課題を把握するために、実際に災害

対応を経験している次の 3 組織に対してヒアリングを行った。 

 

(1) 警察庁 広域緊急援助隊（うち今回ヒアリングを実施したのは先行情報班と交通対策班） 

ヒアリング実施日時： 2013 年 8 月 30 日（金） 13:00 より 

場所： 合同庁舎会議室（東京都千代田区霞が関二丁目 1 番 2 号） 

出席者： 警察庁交通局交通指導課 警視正 磯丈男、警察庁警部 長谷川淳一 

         警察庁警視 北﨑勝也 

         長岡技術科学大学 西内裕晶、宇都宮大学 長田哲平 

 

(2) 新潟県警察（広域緊急援助隊） 

ヒアリング実施日時： 2013 年 12 月 5 日（木） 13:00 より 

場所： 新潟県警本部 会議室（新潟市中央区新光町 4 番地 1） 

出席者： 新潟県警察本部 交通部 交通指導課 課長補佐 中川建市 

         同 交通規制課 次長 本田比呂志 

         同             警備部 警備第二課 災害対策管理官事務代理 山﨑誠 

         同                               次長 花野正志 

         長岡技術科学大学 西内裕晶 

 

(3) 新潟レスキューバイク隊（バイクを活用した民間防災ボランティア組織） 

ヒアリング実施日時： 2013 年 10 月 2 日（水） 13:00 より 

場所： 新潟市内 

出席者： 新潟バイクレスキュー事務局長 佐藤明 

         長岡技術科学大学  本藤優一、南亮太郎 

 

各組織に対するヒアリング結果を以下に示す。 
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2.4.1 警察庁 広域緊急援助隊 

広域緊急援助隊とは、全国に設置されている災害対策専門部隊であり、機能別に次の班に分かれて

いる。 

 先行情報班 

 交通対策班 

 救出救助班 

 特別救助班 

 検視班 

 被災者対応班 

今回ヒアリングを実施した二つの班の役割は次の通りである。なお、これら二班をまとめて「交通

部隊」と呼ぶ。 

 先行情報班： 情報を多角的に収集し、災害対策本部に報告する 

 交通対策班： 緊急交通路の確保、緊急車両の先導等 

 

これらのうち、特に先行情報班は、避難路や緊急交通路等に関して被害状況等の情報を収集・報告

するために、174 台のオフロードバイクを所有している。 

災害対策本部への連絡には無線通信を用いている。 

 

2.4.2 新潟県警察 

新潟県警察では、広域緊急援助隊として 17 台の二輪車を所有している。内訳は次のようになってい

る。 

 機動隊： 2 台 

 高速隊： 8 台（県内 4 地域に各 2 台） 

 高速機動隊： 7 台 

 

災害発生後の活動においては、次のような運用となっている。 

 道路の被害状況については、高速機動隊の二輪車で情報収集を行う。 

 収集された情報は無線通信で災害対策本部や警察庁に送信される。 

 高速機動隊の隊員はビデオカメラを所持しており、必要に応じて現場の動画を送信する。

撮影場所は隊員の主観により判断される。路線全体を連続的にとらえたデータ収集は実施

していない。 

 燃料タンクの容量により航続距離に制約があるため、車両基地から現場まで自走せずにト

ラックやヘリで現場まで輸送する。 

 可能な限り二輪車に対して四輪車（トラック等）が後続で支援する。 
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図 6 広域緊急援助隊の活動 （写真出典： 新潟県警察より提供） 

 

2.4.3 新潟レスキューバイク隊 

新潟レスキューバイク隊は、阪神淡路大震災を契機として結成された民間防災ボランティア組織で

ある 4

災害発生時の活動内容は

。 新潟県内に 6 つの支部（上越、中越、下越、佐渡、魚沼、県央）があり、ヒアリング実施日時

点（2013 年 12 月）での隊員数は 85 名である。災害発生時以外の活動として、地域の防災訓練やマラソ

ンの支援活動等の活動も実施している。 

図 7 のとおりである。災害が発生した際、メンバーはテレビ等のメディア

での報道内容から各自が判断して、市役所等に集合する。ボランティアセンターが設置されるまで 3～

4 日かかることが多いため、特に初期活動の間は、指揮統制の無い状況で緊急物資（出発時に携帯する

水、食料、ロープ、雨具等）の運搬や道路状況の調査、被害状況の調査（負傷者の人数や程度、家屋

                                                 
4 http://www.geocities.jp/niigata_rb/ 
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の損壊状況等）および記録等の業務を支援する。ボランティアセンター設置後は、依頼された物資の

運搬や、泥上げ（災害で発生した土砂の撤去）等の業務を実施する。 

 

 

図 7 災害発生時における新潟レスキューバイク隊の活動内容 

 

活動期間は災害発生後おおむね 2～3 週間程度である。なお、連絡や情報共有を紙媒体で行ってお

り、かつ地域ごとに用紙が異なるため、言葉の定義や仕様が異なることで、ボランティアに慣れてな

い方々間で情報の錯綜や考え方・行動の違いの発生が現状の課題との事であった。 

 

 

図 8  新潟レスキューバイク隊 
（写真出典： 新潟レスキューバイク隊 Web サイト 

http://www.geocities.jp/niigata_rb/photo_book/niigata_rb_photo_2004_10_23.htm） 

 

2.4.4 ヒアリング後の所見 

ヒアリング対象とした警察庁広域緊急援助隊と新潟レスキューバイク隊について、それぞれの組織

の現状や特色を踏まえると、プローブ車両として活動する場面について以下のように整理できる。 

災害発生

集合

初期活動

主要活動

メディアからの情報を確認し、
メンバー各自の判断で現地集合

緊急物資の運搬、道路状況の確認、
安否確認

物資の運搬、安否確認、
泥上げ等

（3～4 日後にボランティアセンター
が設置される）
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まず活動時期については、広域緊急援助隊の方が災害発生直後の段階で活動を開始できる可能性が

高い。これは災害発生直後から指揮統制系統が確立される可能性が高く、また車両を現場に輸送する

手段を持っているためである。これに対して新潟レスキューバイク隊は、各自の判断で参集し、ボラ

ンティアセンター設置前はメンバー各自の判断で行動することが多い。 

また活動範囲についても、広域緊急救助隊の方がより広範囲の情報収集が可能となる。これは主に

車両を迅速に輸送する手段を持っているためである。 

一方で活動期間および活動内容については、新潟レスキューバイク隊の方が長期間にわたって様々

な活動を展開できる可能性がある。広域緊急援助隊のうち、今回ヒアリングさせていただいた先行情

報班は、その役割が情報収集・報告に限定されており、その結果として活動期間が概ね 1 週間程度と想

定されている。一方で、新潟レスキューバイク隊については、活動内容に厳格な縛りは無く、被災者

のニーズに合わせて様々な活動が可能である。活動期間は個々のメンバーの事情等にもよるが、概ね 2

～3 週間の活動が想定されている。 

 

2.5 システム実現に向けた今後解決すべき課題 

本研究では、前述のように避難行動の支援や要救助者の発見、道路状況の把握に役立つシステムに

必要な要素技術の開発を進めているが、これらのシステムを実現し有効に機能させるためには、解決

されるべき多くの課題がある。ここでは、現時点で本プロジェクトが認識している課題を整理する。 

 

2.5.1 本システムを実現・普及させる上での課題 

まず本システムの運用主体が、運用面や継続性等の観点で、十分信頼できる組織であることが前提

となる。要救助者のプライバシーに関する情報を取扱うため、秘密情報・個人情報の管理体制が必要

であり、災害が発生した時に確実に機能するよう、システムの運用体制が平常時から適切に維持され

ている必要がある。特に、有事の際には大量のデータを集中的に処理することになるため、システム

自体がそれに十分対応できる信頼性や処理能力を有していなければならない。そのための運用資金を

確保することも含めて、信頼できる運用主体および維持管理体制が必要不可欠である。 

また、本システムでは様々な情報を組み合わせて利用するため、複数の情報源から情報提供を受け

る必要がある。したがって情報提供や、提供された情報の利用条件等について、情報源となる組織間

の調整が必要と考えられる。また、このシステムを活用して捜索・救助活動を行う組織間でも、管制

のしかたや情報共有・連携体制、進捗状況の表示方法等について綿密な調整や、平常時からの訓練や

演習が必要であろう。 

各種データフォーマットも課題となる。本システムでは、要救助者や車両の位置情報だけでなく、

要救助者のステータス、避難勧告の種類、道路の状況等といった多様な情報を扱う。しかもこれらの

情報の定義や表記方法等は必ずしも統一されておらず、異なる組織間(例えば警察、消防、自衛隊等)

ではデータの互換性が確保されていない場合もある。したがって本システムで活用する情報のフォー

マットを統一し、情報収集や情報の出力時にフォーマットを変換する仕組みを組み込む必要がある。 
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要救助者が救難信号の発信に使う「HELP ME アプリ」の普及も非常に重要な課題である。配布その

ものは、携帯電話事業者各社の協力を得て、スマートフォン販売時にあらかじめインストールしてお

くことも可能と思われるが、たとえインストールされていたとしても、自分が要救助者になった場合

にこのアプリケーションを起動する事に思い至らなければ、このシステムを使って要救助者を発見す

ることができない。この問題については、平常時に使える便利な機能を付加して、普段から利用して

もらい、アプリケーションソフトの利用を慣れさせるような工夫が必要かもしれない。もしくは、避

難勧告などのプッシュ配信によって、特定範囲にある全てのスマートフォンで「HELP ME アプリ」が

自動的に起動するようにし、救助を必要としない人がアプリケーションを手動で停止させる、といっ

た運用を前提とした実装が必要かも知れない。いずれにしても「HELP ME アプリ」の認知度向上と、

操作手順の習熟が重要な課題となる。 

 

2.5.2 有事の際に有効に機能させる上での課題 

まず避難行動の支援に関しては、適切な避難行動を促すための、情報の伝え方や表現に注意が必要

である。過去に発生した事故や災害の事例において、避難を促す情報を受けていながら、適切な避難

行動を起こさなかったために多くの犠牲者が発生している 5。また人々がパニック状態になるのを恐れ

るあまり、実態よりも楽観的な情報を伝えた結果として、避難行動がとられなかった事例も多数存在

する 6

また、仮にこの｢命綱システム｣が運用されることになれば、「命綱サーバ」に集約された情報を利

用して、複数の組織が捜索・救助活動を展開することになる。その際には有効な組織間連携が図られ

なければならない。現状では警察、消防、自衛隊などの組織間で、緊急事態時の指揮・統制手法は統

一されていないが、米国を中心に普及が進みつつあるIncident Command Systemや、緊急事態対応に関

する国家規格 JIS Q 22320 

。したがって避難行動の支援においては、単に正しい情報を伝えるだけでなく、災害心理学の観

点から検討を加え、できるだけ適切な避難行動に繋がるよう、発信する情報の内容や表現方法等を工

夫しなければならない。 

7,8

  

等のノウハウを採り入れながら、緊急事態対応における組織間連携の手法

を開発・導入し、訓練や演習を重ねていく必要がある。 

                                                 
5 例えば 1982 年の長崎県での集中豪雨では、10 日ほど前から不安定な気象状況が続いていたため、大

雨洪水警報が 4 回も発令されたが災害は起こらなかった。これに続いて 5 回目の大雨洪水警報が発令さ

れた時には、記録的な集中豪雨となったが、警報が 4 回空振りしていたために避難行動がとられず、長

崎県内だけで 299 名の死者・行方不明者を出す災害となった（広瀬弘忠（2004）『人はなぜ逃げ遅れる

のか - 災害の心理学』、集英社新書、113-114 ページ）。 
6 一例として、1977 年に米国シンシナティ市で発生した、ビバリーヒルズ・サパークラブの火災があげ

られる。超満員のキャバレー・ルームでのディナーショー開演直前に火災が発生したが、混乱を恐れ

た従業員が事態を楽観的に伝え、緩慢な避難行動となった結果、1,350 人の観客のうち 164 人が逃げ遅

れて死亡した（前掲書、129-130 ページ）。 
7 日本規格協会 『JIS Q 22320:2011 社会セキュリティ - 緊急事態管理 - 危機対応に関する要求事項』 
8 なお JIS Q 22320 は、国際規格 ISO 22320:2011 （Societal security - Emergency management - Requirements 
for incident response）の内容を変えずに JIS 規格化したものである。 
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3．プローブデータ取得スマートフォンアプリの開発と機能検証 

 

3.1 プローブデータ取得スマートフォンアプリの開発要件 

 2.4 項のヒアリング結果で明らかになったように、災害発生時における二輪プローブ車両の活用方法

として、初動における道路被害をはじめとする情報収集ならびに捜査活動の効率化、その後の支援活

動時の活動管理などが想定される。 

特に、大規模災害時では図 6 に示すように道路が崩落したり、市街地で建物や電柱が倒壊し道路を

塞いだりする場面が発生する。この際、二輪車の走破性を活用して残された一部の道路・路肩を走行

したり、障害物を乗り越えたりすることにより、結果的に四輪車よりも広範囲の情報収集を実現でき

る 9

図 9

。また、主として業務用に用いられる排気量 125cc 以下の二輪車は、非常時には、グリッドロック

の発生や放置車両による渋滞状況下においても、車両全幅がハンドル両端で 1m程度であるため車両間

をすり抜ける事も可能である。加えて、 に示すように最小旋回半径が約 2m以下と小さいため、市

街路などでの情報収集時に、道路が瓦礫などの障害物で塞がれていても、その場での方向転換が四輪

車に比べてはるかに容易である。また、図 10 に示すように軽量であるため燃費が良く、災害初動時に

おける現地の燃料供給網の確保をする前においても、効率的な燃料運用が可能である等のメリットが

ある。 

図 9 カタログ値におけるモータサイクルの最小旋回半径（排気量別） 

 

                                                 
9 1995 年の阪神淡路大震災では、震災直後の市街地において障害物を乗り越えて活用する二輪車が多く

見られた。また、公共交通機関が復旧するまでの交通手段としても活用された 2）。 
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図 10 カタログ値におけるモータサイクルの定地走行燃費性能（排気量別） 

 

H2424 研究調査プロジェクトでは、初動においてそれらの二輪車のメリットを活かし、加えて加速度

センサやステレオカメラを搭載し、プローブデータを取得可能とすることで周辺状況や路面状況を把

握する基盤技術を確認した。 

図 11 は、その際の機材搭載状況であり、機材の搭載スペースと計器類の購入が必要となり、搭載コ

ストがかかる。しかし、第 2 章で論じたように実際のシステム運用では、プローブデータとして効果的

に活用するためには、幅広く、多くの業務用二輪車に搭載可能な形態が望ましく、その実現には、安

価でかつ平素から特別な改造をすることなく搭載できる計測システムが望ましい。 

 

 

 

そのため H2532 研究調査プロジェクトでは、プローブ情報の取得について、普及率が急速に拡大し

ているスマートフォンの利用を試みた。スマートフォンを利用する上でのメリットを以下に示す。 

・加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、照度センサ、GPS センサ等を内蔵している。 

・カメラ(動画対応)・マイクを内蔵しており、周辺状況の記録やレポートが簡易に実現可能。 
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図 11  H2424 研究調査プロジェクトにおける機材搭載状況（参考） 
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・内部ストレージを搭載しており、オフライン状態や通信状況が不安定な場合でもデータの蓄積

が可能であり、オンライン復旧後に、プログラムによりデータのアップロードが可能。 

・通信方式として 3G/4G のモバイル通信、Wi-Fi 接続ならびに周辺機器との Bluetooth 接続機能を

有している。 

・プログラミング環境が提供されており、各種センサ、通信の一括制御が比較的容易。 

・バッテリ内蔵かつ給電ポートの仕様が決定しているため比較的電源確保が容易。 

・軽量・コンパクトなボディサイズであり、市販の携帯ステイを転用する事で比較的容易に二輪

車へマウントすることが可能である。 

 

 これらの特徴を基に、命綱システムのラピッドプロト上での二輪車搭載プローブ端末としてスマー

トフォンを利用するためのアプリケーションの設計要件を以下に決定した。 

 ・幅広い車種に簡易に装着できる様に、電源供給以外の外部との有線接続を排し、汎用性を確保す

る。 

 ・センサは、基本的にスマートフォン内蔵センサを利用する。利用するセンサならびに各センサの

使用用途は、以下の表 2 に示す通りである。 

      
表 2 二輪車搭載プロープ端末に利用するスマートフォン内蔵センサ・通信機能一覧 

センサの種類 使用用途 

GPS センサ 現在位置を把握するための緯度・経度情報を取得、車両の走行速度

の推定に利用 

磁気センサ 端末（車両）の向きを取得 

加速度センサ 3 軸方向の加速度を取得、車両の走行状態ならびに路面状況の推定

に利用 

ジャイロセンサ 3 軸回りの角速度を取得、車両の走行状態の推定に利用 

カメラ 静止画像による車両周辺状況の把握に利用 

マイク 乗員からのレポートならびに、アプリへの音声入力に使用 

モバイル通信機能 3G/4G サーバとの情報通信 

Bluetooth 接続 周辺機器との接続 外部マイクとの接続に利用 

  

 ・スマートフォンに搭載するアプリケーションの仕様としては、走行中は GPS センサによる現在

位置ならびに磁気センサ、加速度センサ、ジャイロセンサの値を常にセンシングし、スマートフ

ォン内蔵のストレージに記録していく。この事により、捜索車両から基地局に帰還した際に内蔵

ストレージより走行経路に対する詳細データを取得することが可能となる。 

・タッチパネル操作が中心のスマートフォンの操作を軽減するため、予め設定した音声トリガー

（Bluetooth 接続されたヘルメット装着のマイクからの音声を音声認識）により、各種のアプリケ

ーション操作を可能とする。これにより、走行中ならびにライディンググローブをしたままでも
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端末の操作性を確保する。音声トリガーは、情報収集・捜索隊の使用を前提として、以下を設定

した。 

    1) ｢カメラ｣：乗員が前方状況の状態を画像報告が必要と認識した場合に、カメラを起動、静

止画を撮影した上で、撮影した位置座標付画像ファイルをメールにて「命綱サーバ」へ

直ちに送信する。 

           2) ｢レポート｣：乗員が、音声で状況報告が必要となった場合、10 秒間の録音の後、記録し

た音声ファイルに位置座標を添付して命綱サーバへ送信する。 

  ・端末は捜索車両の現在位置を逐次把握するとともにリアルタイムの走行実績マップを作成する

ため、サーバ側に位置情報を定時送信する。定時送信間隔は、非常時のネットワークのトラフィ

ックを考慮するとともに、情報収集・捜索車両の走行している経路を認識できる分解能を本プロ

ジェクトで明らかにする。 

 

 以上の要件を満足するように、スマートフォン用アプリケーションを設計した。なお、本プロジェ

クトで利用したスマートフォンのプラットフォームは、アプリケーションの開発・登録環境が比較的

容易な Andorid 端末とした。 

 図 12 に、試作したアプリ内蔵端末を試験車両に装着した状態を示す。図 11 に比べてスマートフォ

ンにプローブ機能を集約したことで非常に簡素に装着可能となっていることが分かる。図中の端末画

面下のボタンは、右から｢アプリ開始/停止｣、｢音声レポート・送信｣および｢静止画像記録・送信｣を割

り当ててある。また、前述したように、実際の調査・捜索での走行時には、グローブを外して液晶画

面を操作する事は非効率的であるため、音声レポートと静止画像記録に関しては、マイク音声による

音声認識も併用可能となっている。 

 

 

図 12 二輪プローブ車両用スマートフォンアプリの搭載状況 
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3.2 二輪車搭載によるスマートフォンアプリの機能検証 

3.2.1 走行実績マップの作成 

 一般車両に対する道路通行実績マップに関しては、地震などだけでなく、豪雪などに対してもデー

タ収集・公開されるようになっているが（図 13）、各種提供元よりプライバシーに配慮したマスキン

グ処理などビッグデータを処理した上で公開されるため、例えば、ITS Japan では、約 1 時間後のデー

タ公開が想定されている。 

 

 

図 13 大雪時の道路通行実績マップ（2014 年 2 月, Google クライシスマップより） 

 

一方で、災害時の初動における道路状況や被害状況の調査に対しては、災害対策本部などの基地局

でリアルタイムに近い車両現在位置や道路状況・渋滞状況などが把握できることが望ましい。 

そこで、3.1 項に前述した調査・捜索車両に搭載したスマートフォン端末から位置情報を定時送信さ

せることで、各車両の走行実績ならびに現在位置をサーバ側で把握できるようにした。その際にポイ

ントとなるのが、データ送信間隔となる。 

 路地や生活道路などの入り組んだ道路などでは、車両に装着した端末からの現在位置データ送信間

隔が短いほどその間の走行距離が短くなるため、走行実績は把握しやすくなる。一方で、データ送信

の頻度が高くなるため、多数の車両からデータ送信をした場合、通信負荷が大きくなる。特に、大規

模災害時においては、前述したように全く通信不能になる状況は緩和されつつあるが、通信規制によ

るデータ送信容量の制約が発生する可能性がある。 

 そこで、今回のラピッドプロトのアプリケーションを用いて、車両の通行実績ならびに現在位置の

把握に対して、リーズナブルな送信間隔を検証した。 
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 検証は、スマートフォンアプリにより現在位置データの送信間隔パラメータ（10-60 秒間隔で設定可

能）を変化させることによって実施した。本報告書では、各通信間隔条件でのデータについては省略

し、通信間隔が 20 秒間隔以下であれば実用レベルという検証結果に対する走行データ例ならびに考察

を以下に示す。 

 

 

図 14 通行実績再現性（送信間隔 20 秒 山間部のワインディング道路） 

 

 

図 15 通行実績再現性（送信間隔 20 秒 市街地） 

1km 

1km 



20 
 

 図 14 ならび図 15 は、スマートフォン端末からの現在位置データの送信間隔を 20 秒間隔に設定した

際のサーバ側における走行実績マップを示した結果である。 

 図 14 に示した山間部のワインディング道路では、カーブの連続のために送信間隔が長いと 1 つのカ

ーブ自体をカットして走行軌跡が描画されてしまうが、送信間隔が 20 秒程度ならば、40km/h の走行速

度で走行していても実績マップ上で、車両走行軌跡を特定することが可能である。 

 また、図 15 は城下町に残る細い路地などを走行した結果である。市街地においても 20 秒間隔で走行

実績が再現されていることが分かる。一方で、図中に円で示した範囲で地図上の道路と乖離している

部分が見受けられる。別途検証用に搭載したビデオカメラ(図 16)の映像からその要因を分析した。 

 

 

図 16 周辺状況検証用アクションビデオカメラの装着状況 

その結果、これらの箇所に対して実際の走行場面を図 17 に示すような市街地の路地を通行する際に

両側に壁や建物などの遮蔽物があり、道路幅自体が狭いため、捕捉できる GPS 衛星が限定され、また

反射波などによるマルチパスによる影響が現れたため座標の特定精度が低下したことが推定された。 

 

図 17 市街路地におけるすれ違い状況 

検証用 HD アクションビデオカメラ 
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特に、今回開発したアプリの位置特定アルゴリズムとして、災害時での利用を前提としているため

停電などで Wi-Fi が併用できないことも想定し GPS 信号で位置特定をするようにしているため、衛星

からの電波が直接届きにくい箇所で顕著な精度低下傾向が示された。 

また、マップマッチングを利用していない点も走行軌跡のばらつきに影響しているが、将来的に車

両走行時だけでは無く車両から降車しての作業時のように、必ずしも車道上に存在して居なくてもこ

のアプリが利用されることを想定してマップマッチングはあえて利用せず、送信間隔を短くすること

でこのばらつきを低減することを解決方法として選択した。 

本研究ではラピッドプロトによる検証ということで、単独車両の走行ログにより通行実績マップを

作成したが、命綱サーバ上で車両（端末）毎に識別・表示することが可能である。各車両の現在位置

情報と H2424 研究調査プロジェクトで構築した要救助者からの｢HELP ME｣信号とを一元管理すること

で、効率的に調査・捜索隊への指示が可能となる。 

 図 18 は、命綱サーバ上での表示例である。図中の右端のアイコンは、「HELP ME アプリ」からの

要救助者座標であり、左から走行近接しているプローブ端末車両の現在位置がほぼリアルタイムに表

示されるため、複数の車両の中で一番近接する車両を特定することで、災害対策本部などから効率的

な命令指示を出すことが可能である。 

 また、これらの現在位置マップは、データベースへのアクセスをホームページブラウザから実施可

能なため、各スマートフォン端末の標準ブラウザからも容易に表示可能である。 

 

 

図 18 HelpMe アプリとのデータ連携 

 
3.2.2 周辺状況に関する報告機能の検証 

 走行位置の送信による走行実績マップだけでなく、プローブ車両から必要に応じて周辺状況などを

報告することで、対策本部側で現地状況を迅速かつ的確に把握することが促進される。従来は、2.4 項

でのヒアリングにあるように調査・捜索隊からの無線などでの報告が一般的であるが、本研究での検

討システムでは、前述のスマートフォンに状況レポート機能を付加実装することで、操作を簡略する

ことを目指した。 

 周辺状況報告手段としては、3.1 に述したようにカメラによる画像送信ならびにマイク音声によるレ

ポート送信を実装した。各記録起動方法としては、スマートフォンと Bluetooth 接続したヘルメット内

要救助者からの 
HelpMe 信号 

近接車両の 
特定 

複数車両の

識別 
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のマイクからの音声入力を採用した。これは、二輪車に実装することを前提としたシステムであるた

め、状況レポート毎に停車し、グローブを外して、スマートフォンのタッチパネルを操作するという

一連の動作を、音声入力により省略することで、スムーズな調査・捜索業務が実施出来るということ

を想定した。 

 図 19 は、今回用いたマイクであり、二輪車を走行するという条件から、運転操作に支障がない VOX

機能を有するものを採用した。また、装着位置は、走行時の風切り音をできるだけ遮蔽するため、フ

ルヘルメットのシールド内にマイクの音声ピックアップが配置されるようにした（図中(a)）。 

 

 

（ａ） インカム型                               （ｂ）骨伝導型 

図 19 実験に用いた Bluetooth 接続マイク 

 

 しかしながら、ラピッドプロトで二輪車の実走行実験により検証した際、音声認識に必要な単語を

認識できるほどのクリアな音声入力を実現することは出来なかった。一方で、車両停車時や歩行によ

る検証では 90%以上の音声認識によるカメラ起動ならびに音声レポートの起動が確認されたため、こ

の要因として走行時の風切り音やエンジン音などの外部要因と音声入力の S/N 比の関係が推定された。

その改善策として図 19(b)に示す骨伝導型マイクによるトライアルも試みたが、エンジンなどの車体振

動が乗員の骨格を伝って骨伝導マイクに伝達されるため、走行時の音声認識率に顕著な改善傾向は見

られなかった。更なる認識率を向上させるハードウェア改善案としては、専門業務用で使用されてい

る声帯マイク（スロートマイク）の利用が考えられるが、本プロジェクトの簡易で広く普及させると

いう前提とコスト面で見合わない点があり、今回は選択肢から除外した。 

 したがって、今回のラピッドプロトでは、周辺状況報告に際しては停止して、音声認識させる方法

をとったが、無線機を取り出して操作する手順よりは簡略化することが出来るため、悪天候時などに

は従来よりも操作性が改善されている。 

 図 20 は、音声認識によりカメラを起動、画像データを命綱サーバに送信したデータを、走行実績マ

ップ上で表示させた例である。｢カメラ｣という音声トリガーにより送信されたデータは、定時走行位

置データと区別され、マップ上の撮影座標上に撮影時の磁気センサにより検出されたカメラの方位に

合わせたカメラアイコンで表示される。アイコンをマップの画面上で選択することにより撮影時間、

緯度経度、端末識別番号が表示されるとともに、画像のサムネイルが表示される。サムネイルを選択
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することで、撮影時の画像解像度でポップアップ表示される。図中右側の拡大した画像が、撮影画像

であり、撮影箇所の残雪量や路面がブラックアスファルトになり凍結部分が残っていることが認識で

きる。大雪による道路寸断箇所などの場合も、画像送信により道路啓開にどれぐらいの機材やマンパ

ワーが必要になるかを対策本部で適切に判断することが可能となる（図 21）。 

 

 

図 20 命綱サーバ上での受信画像表示例とその画像解像度 

 

また、図 20 は大雪降雪後数日後におけるデータ計測であ

ったが、一般に公開された通行実績マップでは、通行実績は

上記の報告地点よりも先まで通行可能という表記であり、ブ

ラックアスファルトなどの凍結状況を地図上から認識するこ

とは難しい状態であった。今回のシステムのように、必要に

応じて通行実績とともに現場状況をアップロードすることに

より、二輪車の走行は危険であるなど、車種別の通行実績マ

ップの構築にも寄与できる可能性を得た。 

 

 

 

カメラアイコンを選択することで 
撮影画像ならびに詳細データが 
ポップアップする。 

図 21 積雪による道路寸断状況例 
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3.2.3 プローブデータによる路面状況把握の検証 

 H2424 研究調査プロジェクトでは、災害による路面破損状況を車載センサにより検出する基盤技術の

構築を行った。その中では、前輪からの路面入力と後輪からの路面入力によって車体振動が発生する

ことに着眼し、前輪-後輪の段差通過時間を考慮した自己相関をとることで、路面入力地点を抽出する

簡易算出方法を提案した 1）。その際には、テストコースの整備された路面上に段差を模擬した障害物

を設置し検出を試みたが、本年度は、実際の公道走行において路面の凹凸を検知することが可能か検

証した。また、路面状況の検出には専用の計測機器ではなく、前述のスマートフォンに搭載したセン

サを用いて検出することを試みた。 

図 22 は、一般公道における道路工事区間の簡易舗装を走行した際のデータであり、計測した上下加

速度は、工事中の複雑な路面のうねりに起因する振動を示しており、その波形から顕著な突起を識別

することは難しい。そこに対して、H2424 研究調査プロジェクトで導入した自己相関アルゴリズムを適

応すると、図の下段に示す波形となり、マンホールの突起部分を乗り越えた 2 箇所を比較的容易に検出

できていることが分かる。 

現段階のラピッドプロトタイプのアプリケーションでは、リアタイムに段差検出を行いその箇所の

画像データを転送するまでには到っていないが、段差検出に伴う加速度データの自己相関に関する計

算工数は、スマートフォンの内部演算機能を用いても十分対応できるため実装は現実的であると言え

る。 

 

 

図 22 スマートフォン内蔵センサを用いた段差検出例 
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3.3 実用化に向けた改善検討項目 

 ここまでに述べてきたように、H2532 プロジェクトでは昨年度の要救助者向けのスマートフォンアプ

リ（「HELP ME アプリ」）と対をなす情報収集・捜索隊向けのスマートフォンアプリ（Information 

Provision アプリ）（以下、「IP アプリ」）の構築と二輪車両への実装することで全体の命綱システムの

ラピッドプロトを構築した。その特徴は、災害発生時の状況把握への利用を前提とした走行実績・現

在位置、周辺状況のサーバへの報告ならびに段差検出というプローブ端末機能を 1 つのスマートフォン

アプリで実行できる点にある。 

また、このシステム搭載の二輪車両を用いて、公道走行データの蓄積を実施し、実用化に向けて以

下のような改善検討項目が挙げられた。 

・音声認識システムによるハンズフリー操作は有用であるが、二輪走行時においては通常の音声認識

データベースとのパターン照合では認識率が低い。認識率を高めるためには、風切り音やエンジ

ン音などを考慮したパターンの作成とそのデータベースへの参照を実施することや、風切り音や

車体振動の影響の少ない声帯マイクの利用なども考えられるが、いずれも工数が必要であり、今

回想定した業務用での専用車両上での利用では、ハンドルなどに Bluetooth 接続のボタンを装着し

て、ハンドル操作を阻害しない範囲でのボタンによるトリガー操作も視野に入れた方がよい。し

たがって、システムの実用化時には、業務車両や一般車両向けというように使用者を区別した機

能チューニングが必要となってくる。 

・車両の現在位置の報告間隔は、20 秒以下ならば県道レベルまでの道路に対する走行実績データを構

築する上では実用上問題無いが、市街地路地など入り組んだ箇所に対する状況把握といった実作

業を想定した場合、10 秒程度の送信間隔が望ましい。一方で、通信基地局の電波状況が悪い地域

では、定期送信データの送信待機数が増加し、通信復旧後にシステムが保留分を一斉送信しよう

としたため、メールを送信・中継するサーバの仕様により送信エラーになる症状が発生した。こ

れらの症状改善ならびに端末ストレージへのバックアップ方法のブラシュアップが必要である。 

・上下方向加速度をトリガーとした路面の凹凸判定結果を送信する際、位置情報だけで無く、音声ト

リガーによる画像撮影・報告と同様に、路面状況画像も添付した方が詳細状況の把握が可能とな

る。そのためには、トリガーが発生した要因の路面状況を送信する必要があり、ビデオ映像から

該当範囲を切り出すか、トリガーが発生するよりも事前に静止画像を撮影しておく必要がある。

走行時間を通じてビデオ撮影・記録しておくことは、スマートフォン自体で実現するよりも、検

証で利用した図 16 のようなアクションカムを用いる方が実用的であるが、その場合はアクション

ビデオとの連携システムを構築する必要がある。現在のアクションビデオは Wi-Fi 経由でサーバへ

アップロードする機能を内蔵している場合が多く、機種によっては外部制御が可能な場合もあ

る。一方で、スマートフォン自体において、一定間隔で撮影・バッファリングしておいた静止画

像からトリガーがかかった直前の画像を選択して送信する方法も考えられる。 

 

これらの項目に関しては、システム利用者の目的・必要精度と合わせて今後、チューニングしてい

く必要がある。 
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4. 命綱サーバシステムの構築と性能評価 

 

4.1. 本節のまえがき 

東日本大震災における通信設備の被害状況に鑑みて、総務省は大規模災害緊急事態における通信手

段の確保の在り方に関するアクションプランを 2011 年 12 月に策定した 3）。それに伴い、通信キャリア

では、大ゾーン方式基地局の設置や基地局の無停電化・バッテリによる 24 時間化などの設備補強 4）、

気球無線中継システム 5）などの技術開発を進めており、今後、東日本大震災と同規模の災害が発生し

たとしても、災害発生直後 24 時間であれば通信速度に制限はあるものの、通信を確保できる見通しが

立っている。 

以上を踏まえ、H2424 研究調査プロジェクト「災害時における車両を活用した情報取得と情報伝達網

の冗長性の構築」において、災害時における人命救助のための情報システム「命綱システム」の基本

システムを構築し、動作確認を行ってきた。命綱システムの概要を図 23 に示す。「命綱システム」の

利用者は、要救助者と救助隊に大別され、被災地や被災者に関する情報を含むメールの集約とそれら

の解析および表示を行う。要救助者は自らの位置や連絡先等を含む救助要請 1）、救助隊は第 3 章で述

べた位置や写真等を含む被災状況を、専用アプリから送信することで、被災地や被災者に関する情報が

サーバに集約される。 

 

 

図 23 命綱システムの概要 

 

一方、本システムなどのように不測の事態に備えたシステムでは、災害発生直後に大量の情報がサ

ーバに送信されることが予想されるため、本システムのスケーラビリティの性能を明らかにしておく

必要である。そこで、本節では、「命綱システム」における要救助者からの救助要請メールの処理能

力の評価を行う。 

Emergency operations center

LIFELINE
server

HM app for victims IP app for rescuers

- Contact address
- Location
- Message

- Contact address
- Photo (including 
location and 
camera direction)

Victim’s information Affected area’s information
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ここで、「命綱システム」における要救助者からの救助要請メールの処理目標を設定する。東日本

大震災と同規模の大規模災害発生時における想定利用者数は、式(1)により算出される人数をもとに 10

万人とし、さらに災害発生直後の人命救助において重要となる初動（72 時間以内）6）も考慮してスケ

ーラビリティの評価を行う。 

 

被災者 200 万人×スマートフォン保有率 30%×アプリ導入率 10%≒6 万人 …(1) 

 

4.2 基礎実験 

4.2.1 実験システムの構築 

平常時および高負荷時それぞれにおけるメールの処理状況を可視化するために、図 24 に示す実験シ

ステムを構築した。本実験システムは、要救助者・救助隊のそれぞれが使用するスマートフォンアプ

リ（「HELP ME アプリ」または「IP アプリ」）と「命綱サーバ」システムからなる。「命綱サーバ」シ

ステムは、スマートフォンアプリが送信したメールの認証を行う「中継サーバ」、メールを配送する

「SMTP サーバ」、メールの受信・解析・データベース登録・表示を行う「命綱メインサーバ」で構成

されている。各サーバの仕様を表 3 に示す。本実験システムでは、各サーバおよびサーバ内の各アプ

リケーションにおいて各メールにタイムスタンプを付加することで、メール 1 通毎に処理状況を確認す

ることができる。 

 

 

図 24 実験システムの構成 

 

表 3 命綱サーバの仕様 

（ａ）中継サーバ 

CPU Intel Core i5-3470 (3.2GHz, 4 Core, 4 Thread) 

メモリ 4GB 

OS Windows 7 64bit 

アプリケーション Black Jumbo Dog 

認証 SMTP 解析
DB登録
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(b) SMTP サーバ 

CPU Intel Core i5-3470 (3.2GHz, 4 Core, 4 Thread) 

メモリ 4GB 

OS Ubuntu 12.04.3 LTS 

アプリケーション Postfix 

 

(c) 命綱メインサーバ 

CPU Intel Core i7-3820 (3.6GHz, 4 Core, 8 Thread) 

メモリ 32GB 

OS Windows 7 64bit 

アプリケーション Xmail 

Microsoft SQL Server 

Apache 

 

4.2.2 実験方法 

基礎実験に用いるシステムの構成を図 25 に示す。図中の①～⑤はタイムスタンプを付加する箇所を

示している。なお、「命綱システム」において、メール送信には本来ならばスマートフォンを用いる

が、本実験では大量のメールを生成する必要があり、かつ、メール送信動作はスマートフォンでもコ

ンピュータでも相違ないことから、本実験ではコンピュータを用いてメールの生成・送信を行うこと

とした。 

 

 

図 25 基礎実験のシステム構成 

 

①：メール送信命令
②：メールがサーバに到着
③：メールボックスへの配信
④：データベース登録クエリ発行
⑤：データベース登録完了
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4.2.3 結果 

図 25 の①～⑤のそれぞれで付加したタイムスタンプを時系列に並べた結果を図 26 に示す。ここ

で、処理の通し番号を i（i=1, 2, …, 5）、送信者に相当するコンピュータで生成されたメールの通し番

号を j とし、i 番目の処理を j 番目のメールに対して行った時刻を Tij とすると図 26(a)の平常時は T2jと

T3j の間の遅延が 20 秒弱であった。一方、図 26(b)の高負荷時は T2,1 と T3,1 の間の遅延が 70 秒弱なの

に対して、T2,3000 と T3,3000 の間は 30 分以上となった。 

 

 

図 26 (a) 平常時におけるメール 1 通毎の処理状況 

 

図 26(b) 高負荷時におけるメール 1 通毎の処理状況 

 

次に、メール生成密度とメール 1 通あたりの処理時間の関係を図 27 に示す。 

横軸のメール生成密度は式(2)から算出し、縦軸の 1 通あたりの処理時間は式(3)から算出する。式(3)

の総処理時間は、全送信メール中の最初のメールが「中継サーバ」の認証を終えた時刻と全送信メー

ル中の最後のメールが「命綱メインサーバ」上でデータベースの登録を終えた時刻から算出する。図 

27 より、メール生成密度が 10 を超えると、1 通あたりの処理時間が 1.2 秒程度となった。 

 

メール生成密度 �通 秒� � = 生成する総メール数 [通]
生成に要する時間 [秒]

   …(2) 

1 通あたりの処理時間 �秒 通� � = 総処理時間 [秒]
総送信メール数 [通]

  …(3) 

 

①
②
③
④
⑤

時刻
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図 27 メール生成密度と 1 通あたりの処理時間の関係 

 

4.3 スケーラビリティ評価実験 

4.3.1 実験方法 

4.2 項の基礎実験の結果を踏まえ、本節では要救助者からの救助要請メールに対する「命綱メイン

サーバ」のスケーラビリティ評価を行う。実験システムには、4.2 項と同じものを用いた。本実験で

は、要救助者による救助要請メールの処理に関して、総処理数と総処理時間を加味した評価を行うた

めに、メール生成に要する時間を 100 秒・200 秒・500 秒とし、この固定時間内でのメールの総送信数

を 100 通から 1 万通の間で変化させた。評価指標にはメールの総処理時間を用いた。 

 

4.3.2 結果 

メール生成時間を 100 秒・200 秒・500 秒のそれぞれに固定した際のメールの総送信数に対する総処

理時間を図 28 に示す。図 28 より、総処理時間はメール生成時間の影響をほとんど受けず、総送信数

によって決まっていることが分かる。また、現在のシステム構成で要救助者からの救助要請メール 1 万

通を処理するためには、約 3 時間 10 分を要することが分かった。 

4.1 項で述べた目標設定では、総処理数は 10 万通、総処理時間は初動 72 時間以内に送信者の救助が

可能となる程度の時間としていた。本実験と同様の方法で総処理数を 10 万通とした場合も総処理時間

が線形に変化すると仮定すると、総処理時間が約 32 時間となる。これは救助要請メールを送信した要

救助者の救助開始が災害発生から 32 時間後になる可能性があることを示しており、現行の「命綱サー

バ」システムでは初動 72 時間以内という時間的な目標を達成することができない。しかしながら、メ

ール 1 万通の処理に要する時間が明らかになったことから、例えば、「命綱メインサーバ」と同スペ

ックのサーバを 10 台導入し、これらで並列処理を行わせることで、3 時間 10 分で 10 万通を処理できる

と考えられる。 
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図 28 スケーラビリティ評価結果 

 

4.4 本節のまとめ 

本節では、「命綱システム」において、要救助者からの救助要請メールに対するスケーラビリティ

評価を行い、現行の「命綱サーバ」システムにおける遅延発生箇所の解明と 1 万通の救助要請メールの

処理に要する時間を明らかにした。さらに、現行の「命綱システム」を拡張する際のサーバ導入に関

する見通しを得ることができた。 

今後の課題として、「命綱メインサーバ」の並列化に向けた負荷分散機能の導入が挙げられる。 
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5． おわりに 

 

本プロジェクトは、第 1 章に示したように、災害発生初動時の情報収集・伝達ならびに捜索作業に関

して、二輪車両を活用する事で効率的かつ迅速に対応できる｢命綱システム｣の構築を最終目標にして

いる。 

2 年目となる H2532 研究調査プロジェクトでは、H2424 研究調査プロジェクトで構築した基盤技術を

統合することで提案する｢命綱システム｣のラピッドプロトを構築しシステム全体に対する実証実験を

実施した（図 29）。 

 

 

図 29 V 字プロセスにおける H2532 研究調査プロジェクトの成果と位置づけ 

 

第 2 章においては、システム活用場面を災害発生時から広く想定し、各段階やプレーヤーごとに必要

な情報を整理することで、要救助者向け機能ならびに調査・捜索隊向け機能とシステム内での位置づ

けを明確化することが出来た。また、業務経験者へのヒアリングを実施することで提案システムの開

発方針を担保した。 

第 3 章では、スマートフォンを利用することで、比較的安価に構成できるプローブアプリケーション

を開発した。このアプリを搭載したスマートフォンを捜索隊車両に搭載することで、命綱システム内

で、捜索車両の現在位置ならびに通行実績マップを実現することが可能となり、現場画像や音声レポ

ートをサーバマップ上にほぼリアルタイムで更新表示することが可能となった。また、ラピッドプロ

トにより公道でのデータ取得を取得することで、実用化に向けた位置データ更新間隔や二輪車特有の

風切り音や振動伝達の影響を明確化することができた。 
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加えて、第 4 章では、災害発生時にプローブデータや「HELP ME」データがサーバに集中した場合

を想定したスケーラビリティ実験を実施し、サーバ性能の検証と実用化する際のシステム構成を明確

化することができた。 

社会状況では、2014 年 3 月には、警視庁において機動隊の救助部隊などが速やかに被災地に入れる

ようにするため、現地までの道路の被災状況や倒木などの障害物の状態を確認するオフロードタイプ

の白バイが 10 台配備された。従来と異なり緊急車両としての運用ができることなどから、本プロジェ

クトで想定している二輪車の運用方法を活用できる社会環境の整備の一例と言える。最終年度となる

次年度では、これらの結果ならびに問題点の改善を受けて、実際に多数の端末を同時動作させる検証

実験を実施する。そこから得られたデータの活用方法や平常時から災害発生時へ移行する際にいかに

スムーズにシステム介入が可能かなどについて検証した上で、実際に利用が想定される対象へシステ

ムを提案していく。 
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