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引越時などのガスを開け

る・止める作業を正確かつ

効率的に行うために開発さ

れたのが、タブレット端末か

ら作業内容を登録する「ガ

ス開閉栓システム」である。

ガス会社の担当者は、タブレット端末で当日の作業指示情報

を確認。現場では、作業ごとにシステム報告をリアルタイムに行え

るようになった。また事務所側では進捗管理や作業分析が容易

になり、作業品質の向上にもつながっている。

システム構築にあたり、端末の種類の多さ、将来のOS変更な

どを考慮し、HTML5を全面採用。端末やブラウザーに依存し

ないシステムを構築した。

通信圏外での作業も想定

し、端末側にアプリとデー

タを保存できる工夫を行っ

ている。基幹システムで

HTML5を実用化した例は

日本初である。

本社所在地
東京都港区浜松町2-4-1 
世界貿易センタｰビル別館
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株式会社ティージー情報ネットワーク

端末に依存しないガス開閉栓報告システム

株式会社ティージー情報ネットワーク
http://www.tg-inet.co.jp/

高齢化が進む地域にお

いては、自治体の役場から

住民への情報配信手段の

確保が課題となっている。

防災無線など音声のみの

伝達から一歩進んで文

字・画像などを用いた正確な情報伝達が求められていた。

そこで市販のAndroidタブレットへ情報配信を行う「ライフビ

ジョン」を開発した。「Push Notification」技術を活用し、電源を

入れておくだけで受信者が操作をせずとも情報を取得できるの

が特徴で、高齢者などでも利用しやすくなっている。

配信に際しては、ブラウザーで情報をアップロードできるなど、

既存のハードウェアや通信インフラに依存しないよう配慮した。

5地域で実証実験を行ったところ、

「音だけだと聞き取れないこともあっ

たが、文字だとすぐにわかる」などの

評価を得ている。

住民の見守り防災ツールとしても

活用が可能である。

本社所在地 愛知県刈谷市昭和町1-1

タブレットを地域情報プラットフォームに

株式会社デンソー
http://www.denso.co.jp

成田市消防本部では、

各消防署にスマートフォン

を配備。消防隊は現場の

映像を本部に送信し、本

部で状況を確認できるよ

うにした。車載カメラ等に

よる静止画確認方法から、2012年3月に切り替えた。

スマートフォンは防水に対応したAndroid端末、映像伝送には

「SmartTelecaster」を採用。映像伝送と同じシステム内で音声も

出せるので、本部は迅速かつ正確な情報収集と指示ができるよ

うになった。映像はそのままパソコンに保存できるため、事後の

検証や現場教育にも活用できるという。

ただ、災害現場での撮影は誤解を招く可能性もあるため、

「記録員」専用のベストを着用し、役割がわかるようにしている。

本部所在地
千葉県成田市
花崎町760番地

スマホから災害現場の映像を伝送

成田市消防本部
http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shobo/

名古屋大学の減災連携

研究センターでは、大規模

災害発生時の大都市内滞

留者を想定した家族間安

否確認および防災情報を

提供する基盤システムであ

る「まもるゾウ・防災」を提供している（開発は株式会社AXSEED）。

Android、iOSの両方に対応。アプリは無料でダウンロードできる。

最小限のデータ量で、家族間の安否確認ができるよう考案され

た。「世帯主氏名」と「世帯主電話番号」を同一にすると「家族」と

して認識される。加えて、避難場所情報をはじめ様々な災害情

報にもアクセスできる。全国の避難場所・避難所・病院の情報を

集め、検索や誘導が可能となる。家族の集合場所や危険な場所

なども自由に登録でき、オリジナルの防災マップが作れる。

本社所在地
名古屋市千種区不老町
名古屋大学ＥＳ総合館436号室

家族間で使える安否確認アプリ

MCPC award 2013 奨励賞

株式会社デンソー

MCPC award 2013 奨励賞

成田市消防本部
MCPC award 2013 奨励賞

名古屋大学 減災連携研究センター

活用分野
ガス開閉栓にともなう業
務管理・効率化

業種 システム開発・運用

端末

HTML5

タブレット

テクノロジ

活用分野
自治体や管理会社から住
民への情報配信

業種 製造業

端末

情報配信、Android

タブレット

テクノロジ

活用分野 災害現場の映像伝達

業種 公共団体

端末

防水端末、画像伝送シス
テム

スマートフォン

テクノロジ

活用分野 災害時の情報提供

業種 教育・研究

端末

スマートフォンアプリ、
IP-Push、災害情報

顧客のスマートフォン

テクノロジ

モバイル端末側の画面イメージ。スクロー
ルバーではなく、フリック操作による画面ス
クロールにしている

自治体からの情報が文字や画
像で配信される
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図　災害現場映像伝送システム

安否確認発令時は 
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Google社 
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図 「まもるゾウ」システム構成

名古屋大学減災連携研究センター
http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/
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