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TEC-FORCE派遣におけるスマートフォン
利活用等を含む情報伝達改善案について
―令和元年台風第19号TEC-FORCE広域派遣の経験を通じて―
札幌開発建設部 防災課

○西山 章彦
蛯澤
敦
奥山 昌幸

TEC-FORCE派遣時における迅速な情報伝達及び共有は防災上重要な対応であり、より効率化お
よび改善が求められている。札幌開発建設部は令和元年台風第19号TEC-FORCE広域派遣において、
情報伝達・共有の手段としてスマートフォンのメッセージ・チャット系アプリを試行した。本
報は、隊員へのアンケート調査等から得られた試行時の問題点や現地作業環境への意見を基に、
情報伝達・共有方法の改善案検討を行った。
キーワード：防災、TEC-FORCE、防災力向上、メッセージ・チャット系アプリ

1. はじめに
TEC-FORCE (緊急災害対策派遣隊 Technical Emergency
Control FORCE )とは、大規模自然災害への備えとして、
迅速に地方公共団体等への支援が行えるよう、平成20年
4月にTEC-FORCEを 創設された。TEC-FORCEは、大規模な自
然災害等に際して、被災自治体が行う被災状況の迅速な
把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対する
技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するものである1)。
TEC-FORCE派遣時における迅速な情報伝達及び共有は
防災上重要な対応であり、より効率化等の改善が求めら
れている。改善の一環として、札幌開発建設部は令和元
年台風第19号TEC-FORCE広域派遣を実施した際に、情報
伝達・共有の手段としてスマートフォンのメッセージ・
チャット系アプリ(以下、メッセージアプリ)を試行した。
本報では、隊員へのアンケート調査等から得られたメ
ッセージアプリ試行時の利点及び問題点を整理した。さ
らに、メッセージアプリ等で記録した現地収集データを
有効活用して現地の情報処理を効率化するために
Microsoft Office Excelマクロ(以下、マクロ)を作成し
た。
以上の結果をもとに、現場・本部間の情報処理、伝達、
共有方法について改善案検討を行った。

応する改善事項も多くあるが、災害はいつ起こるか予測
できないため、早急に改善できる箇所があれば率先して
対応したい。まずは対象を限定した上で、大きな改善効
果が着実に見込まれ、迅速に対応可能な箇所を選定して
検討を行う。
対象は「札幌開発建設部防災課」「現地被災状況調査
班（札幌開発建設部からの派遣に限定）」とした。

3. メッセージ・チャット系アプリの試行
(1) 現状の情報連絡体制（札幌開発建設部）について
H30までの札幌開発建設部における情報連絡体制概要
は図1のとおり、現地被災状況調査班より状況変化があ
る度に、メールで札建防災課へ連絡。札建防災課は開発
局内イントラにある防災情報掲示板に情報を逐次掲載、
札建管内の関係者は、その防災情報掲示板を閲覧するこ
とにより現地被害状況調査班の情報を取得する体制を取
っていた。
現地被害状況調査班
河川①

砂防

道路②
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札建本部防災課
都度掲載

河川②

道路①

2. 改善の対象と検討方針について

各班個別に
メールで状
況報告

開発局イントラ
防災情報掲示板
閲覧
総括班（先遣班）

閲覧

札幌開発建設部
関係者

図-1 札幌開発建設部における従前の連絡体制

(2) 試行について期待した効果
メッセージアプリを使用して、現地被害状況調整班及
び札建防災課を一つのグループとして設定する。メッセ
ージを入力して送信ボタンを押せば、グループ内でのメ
ッセージが共有される(図-2参照)。
メッセージアプリを使用することで期待した効果とし
ては、従来の連絡体制(図-1)と比較して、現地にて状況
報告を逐次メールで行う煩わしさの軽減、グループ(現
地被害調査班及び札建防災課)内の情報を都度共有する
ことによる現地調査班同士の連携強化、さらには気象情
報を札建防災課より現地調査班にメッセージとして送る
ことによる、プッシュ型の情報配信の簡易化が挙げられ
る。

メッセージアプリの試行に関する意見を整理した。
a) 利点について(アンケート結果より)
【情報共有】
・札幌開発建設部内の情報共有はプラスメッセ－ジ一つ
で十分。
・各班の情報共有が自動的に行われ、他班の活動状況も
確認できる。現地の渋滞情報や打合せ場所の変更等が問
い合わせすることなく知ることが可能。
・情報が共有でき、二度手間がなくよかった。
・スピード感をもって各班との連携をとることができ、
TEC-FORCE対応への不安が軽減された。
・初めてのTEC-FORCE派遣で不安なまま出発したが、総
務課とロジ間での「プラスメッセージ」があったので、
気軽に質問等ができた。
河川②
河川①
【現地での記録】
・報告時間付きの記録メモとして帰還後も活用できた
グループ内に
道路②
砂防
・プラスメッセージに後に配布されたマクロでログを整
メッセージ一斉配信
理することにより、後の活動報告が楽になった。
【報告作業の省力化】
札建防災課
道路①
・防災スマホのプラスメッセージのみで報告(定時報告
や写真)を済ませることが出来たので、とても楽。
図-2 グループ内メッセージ共有イメージ
・メール作成よりプラスメッセージが手軽であり、入力
が早い。
(3) 試行概要
・スタンプを使う情報共有は文字では言い表せない気持
NTTドコモ、au、ソフトバンクの３社により開発され
ちが伝わるので大変良いと思う。写真を送るのも楽なの
たメッセージアプリ「プラスメッセージ」を用いて試行
で良い。
を行った。試行は、令和元年台風第19号災害において令
b) 問題点について(アンケート結果より)
和元年10月14日から11月6日までの間に北海道開発局札
【報告ルール】
幌開発建設部より広域派遣された、TEC-FORCE応急対策
・情報は役に立つが、一方で色々な情報が入り過ぎる。
班、現地被害状況調査班(河川班、道路班、砂防班)計19
各班の情報量も差がある。一定のルールが必要。
班に対して行った(図-3参照)。グループについては被害
・深夜まで投稿されると寝られない。夜10時以降は投稿
状況調査班（各班隊長・ロジの2名ずつ）、応急対策班
を控えてほしい。
(各班隊長・ロジの2名ずつ)、札幌開発建設部本部（防
・夜遅く、朝早くからプラスメッセージのやりとりがあ
災課、総務課、広報）を主なメンバーとして設定した。
るので消音していたら、メッセージに気づかないことが
あった。
(4) 試行結果(TEC-FORCE派遣隊員からのアンケート)
各班の隊員に対して、派遣終了時にアンケートを実施、 ・どのタイミングでどの程度の内容を送って良いか迷っ

スタンプで
柔らかな
表現

各班の活動
状況報告

気象状況
等の情報
をプッシュ
型で各班
に情報配
信

トラブルの報告

図-3 プラスメッセージ試行状況

Akihiko Nishiyama, Atsushi Ebisawa, Masayuki Okuyama
－ 637 －

たが、時系列の記録のため送信が頻繁になりすぎた。
・行動するたびに報告して、写真を小さいサイズで見な
がら選んで送っていると、とにかく慌ただしい。夕方に
は総括班に写真を送って、時系列を送ってと同様の作業
を行わなければならないため、二度手間になっている。
写真は自動でクラウドにアップロードされるとか、時系
列は総括班がまとめて作成するなど、省力化を検討して
ほしい。
【スタンプ】
・送信のたびに防災課の人が対応(スタンプ返信)するの
は、大変だと思うが、現地で活動している者にとっては、
返信は嬉しかった。
・スタンプを頻繁に使用すると、スタンプの画面に占め
る割合が多くなる。他の情報を見にくくなるので、使用
方法等の整理は必要と思う。
【グループ(情報共有)の範囲】
・普段利用しておらず、班のグループ作りに苦慮した
・グループに誰が入っているのか分かるようにしてほし
い。事前に一覧などあればよい。
・札建だけではなく、同じ自治体に入っているすべての
班の情報が共有されると、なおよい。
・開発局という組織で災害に対応するのであれば、防災
課やTEC-FORCE関係者以外の活用も考慮すべきと思う。
c) まとめ
メールより報告が楽、各班同士での情報共有が迅速且
つ簡易に可能、記録メモとして有効等、おおむね好評だ
た。しかし実用に向けて、TEC-FORCE対象者に対して使
用時間(例:8:30～22:00のみ投稿可能とする等)、どのよ
うなメッセージをどのタイミングで送信するべきか、ス
タンプ送信の頻度等について運用ルールを定めて周知す
る必要がある。

現地調査
・被災地区の河川・道路等の被災状況調査を各班毎に
実施
・箇所毎の位置、写真、図面（スケッチ）を記録
・プラスメッセージによる状況報告
現地拠点での内業（被災状況報告書作成）
・被災状況調査様式を用いて、調査内容（写真、被害
状況報告書）を整理
・数量とりまとめを行い概算額を算出
日々の活動報告
・作業終了時に活動実績(時系列、写真、翌日の予定)
を札建防災課へメール報告、写真をDiMAPSへ投稿

No

調査終了？

Yes
＜被災状況調査報告＞
・受入地整又は自治体等へ調査結果として被災状況報
告書の説明・報告

図-4 現地被害調査班作業内容

③現地でのプラスメッセージによる作業状況報告から位
置情報を抜き取り、その情報を報告書様式の調査位置図
の作成補助に活用
④写真参照を容易にするための写真一覧表の作成
⑤DiMAPS写真投稿の簡易化
(2) 開発方針
シンプルな内容で操作しやすいものを作成する。凝っ
た内容で複雑過ぎると、慣れた人にしか使えないものと
なってしまう。現地で初めて使っても簡単に操作できる
こと、スマホ等で現地収集した情報を有効活用できるこ
と、自動化により時間短縮・作業効率化が図れること、
以上の方針をもとにマクロ開発を行った。
(3) 実現した機能について
a) プラスメッセージログからの日報自動作成

4. 業務負担軽減のためのマクロ開発

①メッセージ履歴保存

(1) 自動化できるポイントについて
a) 現地TEC-FORCE班の派遣時における作業内容
プラスメッセージにより記録した情報を有効活用する
ことにより、現地被害状況調査班の日々の作業を自動化
するマクロ開発について検討を行った。このマクロによ
り作業負担軽減を図る。現地TEC-FORCE班の派遣時の作
業内容は図-4のとおり。
b) 自動化ポイント
現地TEC-FORCE班の派遣時の作業内容について自動化
可能なポイントを以下のとおり抽出した
①現地でのプラスメッセージによる作業状況報告から、
日報(案)のメールを自動作成
②現地撮影した写真の整理について、撮影日時と班名か
ら自動でファイル命名することによる写真整理の省力化

②PCでデータ取り込み
メッセージ履歴

③文字コード変換、CSV
ファイルとして読み込める
よう変換
④報告する班名、日時で
ソート
⑤Outlook起動、メール
（案）を添付

日報報告(案）
メール作成

図-5 日報自動作成マクロ概要
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内容を確認してボタンを押せば一括
ファイル名変更

サムネイル画像
を確認しながら
命名

写真撮影日時
（自動）

新ファイル名表示
（班名＋日時＋備考）

所属班名
（自動）

写真の内容を記述
（手動）

図-6 写真自動命名マクロ動作状況

現地作業にて被害状況調査班より都度報告されたメッ
セージを活用して、日報(案)のメールを作成するマクロ
を作成した。日報(案)の内容を確認したのちにメール送
信ボタンを押せば、日報を送ることができる(図-5参照)。
この作業については札幌開発建設部防災課が代行可能。
現地被害状況調査班の作業負担軽減のため、札幌開発建
設部防災課が現地の全班について、日報作成の作業を代
わりに実施することができる。
b) 写真自動命名マクロ
デジタルカメラやスマートフォン等で現地撮影した写
真について、撮った写真の整理を簡略化する機能を作成
した。写真をまとめてフォルダに格納して、そのマクロ
のトップページから「写真自動命名」のボタンを押すと、
図-6のようなフォルダ内の写真一覧の画面が表示される。
各写真のサムネイル表示を確認しつつ「備考」欄に内容
を記入することで、「班名＋撮影日時＋備考」のファイ
ル名(案)が作成される。フォルダ内のファイル名(案)を
確認して、問題がなければファイル名変更ボタンを押す
ことによりファイル名一括変更が実施される。
c) 位置情報取得
プラスメッセージの履歴から調査個所毎の位置情報記
録を抽出、他の地図ソフトに情報を流用できるよう、緯
度経度をまとめた一覧を作成し、被害状況調査報告書様
式における「様式-14 総括調査位置図」(図-7参照)の作
成に有効利用する。

d) 写真一覧(DiMAPS送信機能付き)
整理した写真一覧を確認できるマクロ(図-8参照)を作
成した。被害状況調査報告書様式の写真欄に容易に貼り
付けできるように、報告書様式-16用サイズの写真、様
式-17用サイズの写真を一覧で表示した。一覧表から報
告書様式に貼り付けを行うことによって、写真添付の際
にサイズ変更の手間を省くことができる。
また、国土交通省の統合災害情報システム(DiMAPS)へ
の現地被害状況写真投稿を容易にするため、写真一覧表
の写真から一枚選んで、DiMAPSへ投稿メール(案)を作成
する機能を追加した。令和元年台風第19号災害において、
先遣班(総括班)より現地被害調査班へDiMPASへの投稿を
行うよう指示があったが、実際の投稿数は少なかった。
DiMAPS投稿を簡略化することにより、被害状況写真を数
多くアップしていく効果を期待したい。
写真一覧表

選択した写真を
DiMAPSに送信

様式-12

【様式－１４】総括調査位置図〔記載例〕

フォルダ内写真
一括表示

報告書貼り付け用（様
式別に２サイズ）

（ 被災市町村等：○○市 ）

【様式－１６】調査表②〔記載例〕
箇所番号

1

調査日時

【様式－１７】調査表③〔記載例〕

○○地方整備局 道路班

8月1日 9:00時点

箇所番号

災害種別

道路崩壊

1

調査日時

○○地方整備局 道路班
8月1日 9:00時点

調査地点NO

災害種別

道路崩壊

計測状況、GPS（画面）

起点終点の位置を明記する（※必須）

○○地方 整備局

道路班

班 長：○○河川国道事務 所

□□□□課長

建設太郎

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ
※行 動 ル ー ト ､被 災 箇 所 を 明 記

起点

○○○○における被災状況調査

注：イメージ

注：イメージ

注：イメージ

（起点側からの全景状況等）

（終点側からの全景状況等）
NO2
不安定土
塊
W=6m
L=9m
H=3m
約１５０m3

終点

報告書

NO1
渓流状況
より望む）

＜コメント＞
＜コメント＞
・被災箇所の前後においても土砂崩落のため、構造物が ・周辺状況は、山間部のため、家屋等への被害の恐れは
宙に浮いた状態になっており、近づくことは危険であ ない。
る。
NO3
法面崩壊
箇所

基点終点は、可能な限りド
ローン空撮を活用
注：イメージ

１

（被害箇所近景等）

２

（標準的な被災横断箇所等）

立ち入り不可能な箇所は、
ドローン空撮を活用

Ｔechnical
Ｅmergency
Ｃontrol－
ＦＯＲＣＥ
ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ：緊急災害対策派遣隊

３

＜コメント＞
＜コメント＞
・崩落の範囲は、コンクリートブロック擁壁の基礎部よ ・車道部の盛土も崩壊しており、路面が宙に浮いている
りさらに下の部分まで崩落している。
状態である。
・崩落箇所の下部は、さらに斜面が続いており、降雨等 ・崩落箇所が露出しているため、降雨等による被害の拡
によりさらに深掘れが懸念される。
大が懸念される。

技術的所見

平成○○年○月○日
国土交通省 ○○地方整備局

調査表③としての整理は不要
様式１３の箇所番号、調査日時、箇所名を記載した
フォルダーに整理すること

注：イメージ

・降雨等により、被害拡大が懸念されることから、早急な応急対策が必要である。
・応急対策としては、大型土のうと法面保護シートの設置が有効と考える。
・復旧方法については、法止め擁壁と盛土、舗装になると思われる。
・残存施設についても、死に体となっている可能性が高い。復旧対象の決定にあたっては、施工時の安全面から
の判断も必要。
・なお、法止め擁壁の構造規模を選定する際は、用地境界の確認が必要と考える。
・また、同様の災害が発生しないよう、横断管渠の排水対策が必要と考える。
・仮設計画にいては、既設電柱の一時切り回しが必要と考える。

NO4
法面崩壊
箇所

NO5
不安定土
塊
W=3m
L=9m
H=1m
約30m3

NO6
既設構造
物の損傷
状況：下流
より（施設
所有者不
明）

NO7
既設構造
物による堆
積状況（施
設所有者
不明）

被害状況調査報告書様式

図-8 写真一覧表示機能 概要
GPSのログを登録したDiMAPSをスクリー
ンショットしたものを添付する

図-7 報告書作業位置図様式(記入例）

(4) まとめ
開発したマクロを使用することによる現地情報処理改
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善イメージを「札幌開発建設部防災課」と「現地被害状
況調査班」で別個にまとめる。
a) 札幌開発建設部防災課（図-9参照）
現地被害状況調査班からプラスメッセ―ジにより都度
報告された活動状況をマクロを用いて整理をおこない、
日付毎、班毎の時系列として日報(案)を作成する。内容
を確認した後、札幌開発建設部本部関係者及び先遣班
(総括班)にメール送信を行う。同内容を開発局全体が確
認可能な防災情報掲示板に掲載する。
現地被害状況調査班は現地での状況をメッセージとし
てアップするだけで、時系列をまとめて日報作成は札幌
開発建設部防災課で作成するため、現地被害状況調査班
の負担を軽減できる。

被害状況調査班
現地被害状況調査班
スマホ

省力化マクロ
プラスメッセージデータ取り込み

月日
差出人
班選択
部門
班
陣
班長名
スマホ①
スマホ②
報数

2019/10/24
防災課 西山
道路1-2
道路
①
第2陣
嶋﨑 健太
TECリエゾン04
TECリエゾン11
最終

2019年10月24日

宛先
件名

【道路①班第2陣】
cbf63982@gmail.com
【道路①班第2陣】（嶋﨑 健太班長）_10/24_最終報

内容更新

内容

フォルダ内の写真を半自
動命名、整理を容易に

06:59
道路1ロジ古舘です。6:50宿舎出発、丸森町役場に移動 中です。隊員の体調 は良好。仙台市内の天候は曇りで現在気温15度で
す。
08:45
道路1ロジ古舘です。
0830丸森町役 場到着、ミーティングが終わり、0840調査箇所、伊手川に移動しております。丸森町の天候は曇り、気温は17度で
す。
08:59
道路1ロジ古舘です。
09:00伊手川に到着、現地調査を開始しました。
08:59
(37.8898342 140.8368658) 日本、〒981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内桜田１０４
11:43
道路1ロジ担当古舘です。
二本目の河川を調査中です。1145より三十分昼食休憩と致します。
11:43
(37.8980555 140.8373099) 日本、〒981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内桜町７０
12:17
道路1ロジ担当古舘です。これから午後の調査を開始いたします。班長同士の連絡がつき、引き継 ぎの日程調整が行われまし
た。明日の行動予定で報告致します。
13:00
道路1ロジ担当古舘です。
1255現地調査 完了しました。只今丸森町役場に移動中です。
13:31
道路1班ロジ担当古舘です。
1325丸森町役 場にて報告完了しました。明日は内業だけなので、ミーティングで丸森町まで来なくとも良いとのことでした。宿舎
経由して拠点に向かいます
13:32
:14:57

メール送信

位置情報取得

写真自動命名

選択した写真を
DiMAPSに送信

写真一括閲覧、DiMAPS

位置情報を抽出、調査
個所位置図作成に使用

写真一覧、DiMAPS写真送付

報告書貼り付け用（様
式別に２サイズ）

フォルダ内写真
一括表示

被害状況調査報告書作成用データとして活用

図-10 マクロ活用イメージ(現地被害状況調査班)

札建本部防災課
現地被害調査班
プラスメッセージ履歴

省力化マクロ
プラスメッセージデータ取り込み

月日
2019/10/24
差出人
防災課 西山
道路1-2
班選択
部門
道路
班
①
陣
第2陣
班長名
嶋﨑 健太
スマホ① TECリエゾン04
スマホ② TECリエゾン11
報数
最終

ッセージ報告について試行したい。また、被害状況調査
報告書作成時に図面を手書きで作成することが多いため
ペンタブレットを用いた手書き入力についても試行して
効果を検証したい。

2019年10月24日

内容更新

宛先
件名

内容

【道路①班第2陣】
cbf63982@gmail.com
【道路①班第2陣】（嶋﨑 健太班長）_10/24_最終報

スマホのメッセー
ジ履歴を抽出

06:59
道路1ロジ古舘です。6:50宿舎出発、丸森町役場に移動中です。隊員の体調は良好。仙台市内の天候は曇りで現在気温15度で
す。
08:45
道路1ロジ古舘です。
0830丸森町役場到着、ミーティングが終わり、0840調査箇所、伊手川に移動して おります。丸森町の天候は曇り、気温は17度で
す。
08:59
道路1ロジ古舘です。
09:00伊手川に到着、現地調査を開始しました。
08:59
(37.8898342 140.8368658) 日本、〒981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内桜田１０４
11:43
道路1ロジ担当古舘です。
二本目の河川を調査中です。1145より三十分昼食休憩と致します。
11:43
(37.8980555 140.8373099) 日本、〒981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内桜町７０
12:17
道路1ロジ担当古舘です。こ れから午後の調査を開始いたします。班長同士の連絡がつき、引き継ぎ の日程調整が行われまし
た。明日の行動予定で報告致します。
13:00
道路1ロジ担当古舘です。
1255現地調査完了しました。只今丸森町役場に移動中です。
13:31
道路1班ロジ担当古舘です。
1325丸森町役場にて報告完了しました。明日は内業だけなので 、ミーティングで 丸森町まで来な くとも良いとのことでした。宿舎
経由して拠点に向かいます
13:32
:14:57

メール送信

位置情報取得

(2) クラウドストレージの活用
クラウド上での共有フォルダを用いることで、現地被
害状況調査班及び先遣班(総括班)、札幌開発建設部本部
等の組織間での資料送付及び共有が劇的に省力化できる。
現在、開発局においてクラウドストレージによる情報送
受信のシステム構築を検討中と聞いている。クラウドス
トレージ使用を前提とした情報共有化、伝達手段につい
ても是非検討を行いたい。

写真自動命名

写真一括閲覧、DiMAPS

日報のメール
（案）を自動作成

同内容を掲載

開発局イントラ
防災情報掲示板
総括班（先遣班）

送信

札幌開発建設部
関係者

図-9 マクロ活用イメージ(札建防災課)

b) 現地被害状況調査班(図-10参照)
撮影された写真はマクロによって簡易的且つ整理しや
すいよう規則的なファイル名へと一括変更を行う。プラ
スメッセ―ジにより記録された位置情報は、報告書位置
図作成に使用可能な一覧表としてまとめる。整理された
写真については、報告書に貼り付けしやすい形で一覧と
して表示される。また、一覧表の中から任意の写真を選
択して「DiMAPS送信」ボタンを押すことで、DiMAPSへの
写真投稿メールを作成できる。以上のようにマクロ作成
による現地作業班の情報処理・伝達について省力化すべ
く改善を行った。

5. 今後の課題
(1) データ入力を効率化するデバイスの検討
作業を容易にできる入力デバイスについての検討とし
て、現地での音声認識による文字入力を用いたプラスメ

(3) 使用方法の周知
今回開発したマクロの使用方法、プラスメッセージ活
用ルールの周知を含めた、より実践的なTEC-FORCE講習
会を開く必要がある。TEC-FORCE隊員登録者の方々に実
際に使っていただき、使用時の意見を取り入れるなどの
改善を図っていきたい。
謝辞：本論文をまとめるにあたり，台風第19号災害対応
で派遣されたTEC-FORCE隊員の皆様から貴重なご意見を
いただいた。ここに謝意を表すとともに，現地で長らく
活動されたご苦労とご努力に対して敬意を表します。
参考文献
1) 国土交通省水管理・国土保全局HP：TEC-FORCEの概
要
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/pchtec/pdf/TEC-FORCE_201911.pdf

Akihiko Nishiyama, Atsushi Ebisawa, Masayuki Okuyama
－ 640 －

