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(57)【要約】
【課題】災害現場や防災関係機関等から提供される様々
な形式の非定型情報を取り込む際、アプリケーションソ
フトに対応するデータフォーマットに変換する作業を行
わなければならないといった問題がある。
【解決手段】非定型情報の管理統一手段１と、表示統一
手段２とを備える。
非定型情報としては、災害現場や防災関係機関等から提
供される様々な形式の情報（例えば、静止画像、動画像
、図表、テキスト、線画等）と、システム利用者が自ら
作成するユーザ情報（例えば、テキスト、線画）とに大
別される。管理統一手段１は、統一的な一覧表形式によ
る非定型情報の管理を行うもので、データフォーマット
を変更することなく一覧表形式で管理統一する。表示統
一手段２は、管理された個々の非定型情報に統一的な操
作で地理座標及びその他関連情報を付与し、統一的な操
作による地図表示情報を選択して非定型情報を統一せし
める。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
データフォーマットを変更することなく一覧表形式で管理される非定型情報を統一するた
めの管理統一手段と、管理された個々の非定型情報に統一的な操作で地理座標及び／又は
その他関連情報を付与する非定型情報を表示するための表示統一手段とを備えたことを特
徴とする非定型情報表示システム。
【請求項２】
前記管理統一手段は、提供される電子ファイル等の非定型情報に管理番号を付与して、フ
ァイル名、ファイル形式（拡張子）、市町村等の地理座標及びその他の関連情報を統一的
な一覧表形式で総合的に管理することを特徴とする請求項１に記載の非定型情報表示シス
テム。
【請求項３】
前記表示統一手段は、一覧表上に管理された電子ファイル等の各非定型情報を地図上に表
示するための地理座標と、各非定型情報に関連する時刻や情報入手時のコメントとを付与
して、非定型情報を統一的な操作で地図上に表示させることを特徴とする請求項１に記載
の非定型情報表示システム。
【請求項４】
前記非定型情報は、災害現場や防災関係機関等から提供される様々な形式の静止画像、動
画像、図表、テキスト、線画等の情報と、システム利用者が自ら作成するテキスト、線画
等のユーザ情報とであることを特徴とする請求項１、２又は３に記載の非定型情報表示シ
ステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、災害時に災害現場や防災関係機関等から提供される災害発生状況、被災状況
、水防活動実施状況等の様々な情報に関して、異なるアプリケーションソフトウェアで作
成された非定型情報をデータのフォーマットを変更せずに統一的な操作で表示、整理、保
存することができる有用な非定型情報表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、斯かる非定型情報表示システムとしては、災害時に災害現場や防災関係機関等か
ら提供される災害発生状況、被災状況、水防活動実施状況等の様々な情報に関して異なる
アプリケーションソフトウェアで作成された非定型情報を有しており、また、個々のアプ
リケーションは、独自のデータフォーマットに対応したデータのみを取り扱うことを想定
している。
【０００３】
　また、所定の記述形式による定型情報及び自由な記述形式による非定型情報をデータベ
ースに蓄積し、前記データベース内の定型情報及び非定型情報の中から選択されたものを
貼り付けた出力帳票データを作成するサーバ装置を備えた情報管理システムにおいて、所
定の用紙に記入された定型情報及び非定型情報を読み込み、媒体を介して前記サーバ装置
に送信する少なくとも一つのファクリミリ端末と、送られてきた前記定型情報及び前記非
定型情報を受信し、当該定型情報をキャラクタデータ又はイメージデータに変換すると共
に、当該非定型情報をイメージデータに変換して前記データベースに蓄積する手段とを備
えた情報管理システムがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　更に、既存の地理情報システム（Geographic Information System:以下、単にＧＩＳと
いう）のソフトウェアは、個々のアプリケーション開発環境（プログラム）を有し、各Ｇ
ＩＳソフトウエアにプログラム機能を追加することができる。
【特許文献１】特開２０００－１４８７７７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の非定型情報表示システムにあっては、異なるデータフォ
ーマットに対応するアプリケーションソフトも存在するが、基本的には、データを取り込
む際に同アプリケーションソフトに対応するデータフォーマットに変換する作業を行わな
ければならないといった問題がある。
【０００６】
　また、特開２０００－１４８７７７号公報に開示の情報管理システムにあっては、定型
情報及び非定型情報をサーバ装置に送り、所望の出力帳票データを作成できるものの、定
型情報をキャラクタデータ又はイメージデータに変換すると共に、当該非定型情報をイメ
ージデータに変換してデータベースに蓄積しなければならないといった手間を有するので
ある。
【０００７】
　本発明はこのような従来の問題点に鑑みてなされたもので、既存のＧＩＳソフトウェア
への汎用的な搭載を目的に作成されたもので、様々な非定型情報をデータのフォーマット
を変更せずに統一的な操作で表示、整理、保存することができる非定型情報表示システム
を提供するものであり、換言すれば、災害時に災害現場や防災関係機関等から提供される
災害発生状況、被災状況、水防活動実施状況等の様々な情報に関して異なるアプリケーシ
ョンソフトウェアで作成された非定型情報を統一的に管理し、表示することができる有用
な非定型情報表示システムを提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の如き従来の問題点を解決し、所期の目的を達成するため本発明の要旨とする構成
は、データフォーマットを変更することなく一覧表形式で管理される非定型情報を統一す
るための管理統一手段と、管理された個々の非定型情報に統一的な操作で地理座標及び／
又はその他関連情報を付与する非定型情報を表示するための表示統一手段とを備えた非定
型情報表示システムに存する。
【０００９】
　また、前記管理統一手段は、提供される電子ファイル等の非定型情報に管理番号を付与
して、ファイル名、ファイル形式（拡張子）、市町村等の地理座標及びその他の関連情報
を統一的な一覧表形式で総合的に管理するのが良い。
【００１０】
　更に、前記表示統一手段は、一覧表上に管理された電子ファイル等の各非定型情報を地
図上に表示するための地理座標と、各非定型情報に関連する時刻や情報入手時のコメント
とを付与して、非定型情報を統一的な操作で地図上に表示させるのが良い。
【００１１】
  また、前記非定型情報は、災害現場や防災関係機関等から提供される様々な形式の情報
（例えば、静止画像、動画像、図表、テキスト、線画）と、システム利用者が自ら作成す
るユーザ情報（例えば、テキスト、線画）とであるのが良い。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は上述のように構成され、データフォーマットを変更することなく一覧表形式で
管理される非定型情報を統一するための管理統一手段と、管理された個々の非定型情報に
統一的な操作で地理座標及び／又はその他関連情報を付与する非定型情報を表示するため
の表示統一手段とを備えたことによって、災害時に災害現場や防災関係機関等から提供さ
れる災害発生状況、被災状況、水防活動実施状況等の様々な情報に関して異なるアプリケ
ーションソフトウェアで作成された非定型情報を統一的に管理し表示することができるた
め、既存のＧＩＳソフトウェアの機能を用いた表示・解析結果と、洪水時に災害現場（ユ
ーザ）から上がってくる氾濫や被害の状況、水防活動など様々な情報とを統一的に整理、
保存でき、また、既存の情報（官公庁、避難所、水防団の所在など）や氾濫予告結果など
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と重ね合わせて表示できることも相俟って、現在起こっている状況を総合的・鳥瞰的に把
握することができるといった効果を奏する。
【００１３】
　また、前記管理統一手段は、提供される電子ファイル等の非定型情報に管理番号を付与
して、ファイル名、ファイル形式（拡張子）、市町村等の地理座標及びその他の関連情報
を統一的な一覧表形式で総合的に管理することによって、システム利用者がWindows（登
録商標）におけるファイル管理ツールであるエクスプローラで表示される非定型情報を含
むフォルダを選択することにより、非定型情報を統一的な一覧表で管理することができる
といった効果を奏する。
【００１４】
　更に、前記表示統一手段は、一覧表上に管理された電子ファイル等の各非定型情報を地
図上に表示するための地理座標と、各非定型情報に関連する時刻や情報入手時のコメント
とを付与して、非定型情報を統一的な操作で地図上に表示させることによって、システム
利用者が地図上に表示する非定型情報を選択することが可能であると共に、地図上に表示
される非定型情報は統一的なアイコン或いはアイコンとファイル名で表示できるといった
効果を奏する。
【００１５】
　また、紙地図上の浸水想定区域図や洪水ハザードマップとは異なり、既存のＧＩＳでは
情報が固定されることなく、時々刻々と変化する洪水・氾濫の様子をリアルタイムに表現
することができるので、誰にでも簡単に洪水・氾濫の様子を視認させることができる。
【００１６】
　換言すれば、既存のＧＩＳ画面上において、写真などの静止画、表計算、テキスト、線
、動画などの様々な非定型情報を表示することができ、計算結果であるシミュレーション
結果に加え、より総合的で高度な判断ができるように支援することができるのである。
【００１７】
　このように本発明は、既存のＧＩＳソフトウェアの機能を用いた表示・解析結果と、洪
水時に災害現場（ユーザ）から上がってくる氾濫や被害の状況、水防活動など様々な情報
とを統一的に整理、保存できると共に、既存の情報（官公庁、避難所、水防団の所在など
）や氾濫予告結果などと重ね合わせて表示することによって、現在起こっている状況を総
合的・鳥瞰的に把握することが可能になるなど、本発明を実施することはその実益的価値
が甚だ大である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
  災害現場や防災関係機関等から提供される静止画像、動画像、図表、テキスト、線画等
の異なる非定型情報についてデータフォーマットを変更することなく一覧表形式で管理さ
れる非定型情報を統一するための管理統一手段と、管理された個々の非定型情報に統一的
な操作で地理座標及びその他関連情報を付与する非定型情報を表示するための表示統一手
段とを備える。
【実施例１】
【００１９】
  次に、本発明の実施の一例を図面を参照しながら説明する。図中Ａは、本発明に係る非
定型情報表示システムであり、この非定型情報表示システム（以下、単に「本システム」
という）Ａは、図１に示すように、非定型情報の管理統一手段１と、表示統一手段２とを
備えている。
【００２０】
　本システムは、Windows（登録商標）のファイル管理ツールであるエクスプローラ（Exp
lorer）３の活用と合わせて、写真などの静止画、表計算、テキスト、線画、動画などの
様々な非定型情報をデータのフォーマットを変更せずに統一的な操作で表示、整理、保存
するものである。
【００２１】
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　また、本システムの操作は、既存ＧＩＳソフトウェアを起動し、図２に示すように、「
ユーザ情報」４のメニューから「ユーザ図形作成」５、「ユーザ情報編集・表示」６のコ
マンド選択から始める。
【００２２】
　非定型情報Ｂとしては、災害現場や防災関係機関等から提供される様々な形式の情報（
例えば、静止画像、動画像、図表、テキスト、線画等）と、システム利用者が自ら作成す
るユーザ情報（例えば、テキスト、線画）とに大別される。
【００２３】
  管理統一手段１は、統一的な一覧表形式による非定型情報の管理を行うもので、データ
フォーマットを変更することなく一覧表形式で管理統一するものである。一覧表での管理
項目としては、例えば、ファイル番号、ファイル名、ファイル形式、地理座標、その他の
関連情報が挙げられる。
【００２４】
　表示統一手段２は、管理された個々の非定型情報に統一的な操作で地理座標及びその他
関連情報を付与し、また、統一的な操作による地図表示情報を選択して非定型情報を統一
するものである。
【００２５】
　以下、本システムの処理の流れについて説明する。本システムは、既存ＧＩＳソフトウ
ェアがインストールされているパソコンにシステムプロラグラムを登録することにより、
利用することが可能となり、また、その操作は、導入時に一度行うだけで良い（システム
の導入）。
【００２６】
　本システムは、本システム独自の作図機能である「ユーザ図形作成」５と、他のアプリ
ケーションで作成された写真や動画など他のオブジェクトの編集・表示を行う「ユーザ情
報編集・表示」６の機能がある。それぞれの起動は、図３に示すように、ユーザ情報メニ
ュー７からプルダウンメニュー８により選択することで実行される（システムの起動）。
【００２７】
　ユーザ図形作成が選択されると、図４に示すように、「ユーザ図形作成」ウインドウ９
が起動する。「ユーザ図形作成」ウインドウ９の各機能により、直線、四角、多角、円等
の線形及びテキストをオブジェクトして作成することができる。
【００２８】
　次いで、作図されたオブジェクト１０を保存するためには、図５に示すように、ポイン
タツール１１で作成されたオブジェクトを選択後、ファイル名１２を入力（テキストでは
自動入力）し、保存ボタン１３をクリックすることで保存される。
【００２９】
　因に、保存されるファイル名１２については、線形データの場合には任意の名称、テキ
ストデータの場合には、テキストと同じ内容がファイル名(変更可能)として自動的に取り
込まれる。尚、保存操作はオブジェクト毎に個別に実行する必要がある(作図オブジェク
トの保存)。
【００３０】
　次いで、ユーザ情報メニューにより、図６に示すように、「ユーザ情報編集・表示」１
４を選択するとメタデータ作成プログラムが起動する。エクスプローラウインドウにより
、オブジェクトが格納されたフォルダ１５を指定し、「フォルダ確定ボタン」１６を押す
ことで、画面上に編集するためのメタデータを生成する(メタデータの作成)。
【００３１】
　次いで、表示データ選択画面は、図７に示すように、メタ作成プログラムによりメタデ
ータのリストが生成されると自動的に表示される(表示データ選択画面)。具体的には、ま
ず、オブジェクトの表示は、表示データ選択画面１７のチェックボックス１８で行い、最
上段のチェックボックスにより全データの表示が可能となる（但し、緯度経度情報のある
オブジェクトのみが全表示の対象となる）。
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【００３２】
　次いで、ユーザデータ選択画面に取り込まれたデータは、本システムで作図された線画
、テキストにかかわらず、表計算、動画、ドキュメント、写真、動画など様々なフォーマ
ットのデータを本システムの地図画面上に配置することができる(位置情報の取得)。
【００３３】
　具体的には、図８に示すように、表示ボックス１９をチェックし、位置情報のないデー
タの場合は、自動的に場所入力ウインドウ２０が表示される。次いで、配置する場所２１
を地図上でダブルクリックし指示する。指示された位置にオブジェクトのアイコンが配置
され、同時に場所入力ウインドウ内の緯度経度及び一覧表の市町村名２２が自動取得され
表示される。
【００３４】
　また、その位置で問題がなければ、「場所入力ウインドウ」の「ＯＫ」ボタン２３を押
し、位置を修正したい場合には、再度地図上を指示することで修正位置の情報が取得され
る。
【００３５】
　更に、一度配置されたデータの場所を変更したい場合には、市町村名２３をダブルクリ
ックすることで場所入力ウインドウが起動するので、以降配置と同様の操作を行い、「Ｏ
Ｋ」ボタン２３を押すことで新しい位置情報が登録される。
【００３６】
　次いで、ユーザ選択画面には、図９に示すように、補足コメントを入力する備考欄を用
意している。入力には、入力したい行の備考欄をダブルクリックすることで、備考編集ウ
インドウが起動する(備考の入力)。
【００３７】
　具体的には、入力又は編集する備考欄２４をダブルクリックし、備考入力ウインドウの
備考欄２５に文字を入力する。次いで、「ＯＫ」ボタン２３でコメント内容が登録又は修
正される。
【００３８】
　次いで、図１０に示すように、本システムの地図上に配置されたオブジェクト２６をダ
ブルクリックすることで作成されたアプリケーション２７、２８，２９を起動することが
できる。アプリケーション起動に関しては、拡張子と関連付けられたアプリケーションが
起動するので、変更したい場合には各自環境設定をすることが必要である（オブジェクト
の起動）。
【００３９】
　次いで、拡張子と起動するアプリケーションは、図１１に示すように、以下の設定をウ
インドウ３０で行う(起動するアプリケーションの設定)。まず、通常のウインドウズ画面
でファイルを右クリックし、プログラムから選択を選び、「ファイルを開くプログラムの
選択」画面を表示する。
【００４０】
　次いで、関連付けるプログラム３１を選択し、「この種類のファイルを開く時は、選択
したプログラムをいつも使う」欄３２をチェックし、「ＯＫ」ボタン３３を押すことで、
拡張子と開くプログラムの関連付けが終了する。
【００４１】
　このように構成される本発明の非定型情報表示システムは、エクスプローラ（Explorer
）３の活用と合わせて、写真などの静止画、表計算、テキスト、線画、動画などの様々な
非定型情報を、データのフォーマットを変更せずに統一的な操作で表示、整理、保存する
ことができるため、頗る便利であり、特に、洪水時、災害時には、災害現場や防災関係機
関等から提供される災害発生状況、被災状況、水防活動の実施状況等の様々な情報（異な
るアプリケーションソフトウェアで作成された非定型情報）を一元的、統一的に収集、整
理、管理、集積を行うことができるのである。
【００４２】
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　更に、既存の情報（官公庁、避難所、水防団の所在など）や氾濫予測結果などとＧＩＳ
上で組み合わせることで、現場の状況を多角的に把握することが可能になる。
【００４３】
　また、既存の「動くハザードマップ」の表示画面にユーザ作成テキスト（直接表示）、
線画（直接表示）その他のオブジェクト（アイコン表示）を表示でき、更に、シミュレー
ション結果に加えることで、より総合的で高度な判断ができるように支援できるのである
。
【００４４】
　尚、本発明の非定型情報表示システムは、本実施例に限定されることなく、本発明の目
的の範囲内で自由に設計変更し得るものであり、本発明はそれらの全てを包摂するもので
ある。
【００４５】
　例えば、堤防形状のデータ、計画高水流量或いは洪水予測情報に基づき所定地域の河川
の溢水・破堤地点を想定し、該想定した溢水・破堤地点を含む氾濫領域に地形等の観測よ
り得られた地形・標高データを組み合わせて解析し、該解析した結果をもとにリアルタイ
ムに氾濫の状態をも予測でき、その状態をＧＩＳデータを活用し、ビジュアルに視認でき
るように構築しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係る非定型情報表示システムの全体を示す要部概略説明図である。
【図２】本非定型情報表示システムの要部概略を示すフローチャートである。
【図３】本非定型情報表示システムのユーザ情報メニューを示す説明図である。
【図４】本非定型情報表示システムのユーザ図形作成画面を示す説明図である。
【図５】本非定型情報表示システムのオブジェクトの保存を示す説明図である。
【図６】本非定型情報表示システムのユーザ情報編集・表示の起動を示す説明図である。
【図７】本非定型情報表示システムの表示データ選択画面を示す説明図である。
【図８】本非定型情報表示システムの位置情報の取得を示す説明図である。
【図９】本非定型情報表示システムの備考の入力を示す説明図である。
【図１０】本非定型情報表示システムのオブジェクトの起動を示す説明図である。
【図１１】本非定型情報表示システムの拡張子とプログラムの関連付けを示す説明図であ
る。
【符号の説明】
【００４７】
　　　１　管理統一手段
　　　２　表示統一手段
　　　３　エクスプローラ
　　　４　ユーザ情報
　　　５　ユーザ図形作成
　　　６　ユーザ情報編集・表示
　　　７　ユーザ情報メニュー
　　　８　プルダウンメニュー
　　　９　ユーザ図形作成ウインドウ
　　１０　オブジェクト
　　１１　ポインタツール
　　１２　ファイル名
　　１３　保存ボタン
　　１４　ユーザ情報編集・表示
　　１５　フォルダ
　　１６　フォルダ確定ボタン
　　１７　表示データ選択画面
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　　１８　チェックボックス
　　１９　保持ボックス
　　２０　場所入力ウインドウ
　　２１　配置する場所
　　２２　オブジェクトのアイコン
　　２３　ＯＫボタン
　　２４　備考欄
　　２５　備考欄
　　２６　オブジェクト
　　２７　アプリケーション
　　２８　アプリケーション
　　２９　アプリケーション
　　３０　ウインドウ
　　３１　関連付けるプログラム
　　３２　欄
　　３３　ＯＫボタン

【図１】 【図２】
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