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1. はじめに 

1.1 できること 

防災ヤットサーは，ICT（Information Communication Technology：情報通信技術）と防災教育・学習の融合に着目し，

“地域に根ざし，やる気を起こさせ，継続してもらえる”防災教育・学習をめざして開発されたシステムです．インターネットに

アクセスできる人なら誰でもシステムを利用できますので，多くの方が防災ヤットサーを通じて，(1) 防災の観点から地域の

ことを知り，(2) 家庭・地域の防災について考え，(3) 考えたことを実践する（そして，新たなことを知る），というサイクルの

継続にお役に立てれば幸いです． 

防災ヤットサーでは主に次のようなことができます． 

 位置情報に基づく防災情報の投稿とデジタルマップ上での防災情報の表示により，住民目線の地域防災マップ

を作成・公開することができます． 

 避難シナリオやデジタルコンテンツの作成により，タブレット端末やスマートフォンを用いた ICT活用型避難訓練

を実施できます． 

 投稿された防災情報などについて，システム上で議論することができます（現在，機能を開発中）． 

家庭，学校や職場，自治会や行政機関などを対象に，次のような場面で防災ヤットサーの利用が期待されます． 

 家族で防災について考えるきっかけを作りたい． 

 マンネリ化した防災教育（例．避難場所まで歩くだけの避難訓練）から脱却したい． 

 考えさせる防災教育を実施したい． 

 参加者が興味を持って集まってくれる防災教育イベントを開催したい． 

 既有の ICT機器を活用して防災教育を実施したい． 

 地域の防災情報を効率的に収集・共有したい． 

 インタラクティブかつ多様なシナリオで避難訓練を実施したい． など 

1.2 トップ画面 

トップ画面には，メニュー，ニューストピック，マップなどが表示されます． 

1.2.1 防災情報 

トップ画面のマップには防災情報がアイコンとして表示されます．[図 1.2.1] 

防災情報とは，ユーザが投稿した防災に関する情報（例えば，危険箇所や避難場所）のことです．トップ画面に表示され

ている防災情報は，ゲスト（ログインしていないユーザ）を含めた全体に公開されたもので，誰でも見ることができます．ただ

し，トップ画面でゲストが見ることのできる防災情報は，タイトル，投稿ユーザ名，説明文などに限られます（投稿された画

像は表示されません）．[図 1.2.2] 

防災情報が密集している地域には，防災情報の数を表す数字アイコンが表示されます．数字アイコンをクリックしたり，

マップを拡大したりすることで，防災情報アイコン（防災情報の内容によりデザインが異なります）が表示され，それぞれの

防災情報（概要）を見ることができるようになります．（投稿された画像なども含めて）防災情報を詳しく見るには，ユーザ登

録をしてログインする必要があります． 

なお，“トップ”アイコンだけでなく，画面上部の「防災（ぼうさい）ヤットサー」と書かれたバナー [図 1.2.3]をクリックする

ことでも，すぐにトップ画面に戻ることができます． 
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図 1.2.1 トップ画面 

 

 
図 1.2.2 防災情報（マップ上での簡易表示） 

 

 
図 1.2.3 トップ画面に戻るバナー 

 

1.2.2 ニュース 

「ニューストピック」欄では，新しいニュースが表示されています．[図 1.2.4] 

ニュースタイトルをクリックすると，ニュース一覧が表示されます．[図 1.2.5] 

 
図 1.2.4 ニューストピックス 
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図 1.2.5 ニュース一覧 

 
 
 
 

2. 使ってみよう！ 

防災ヤットサーのさまざまな機能を使うには，ユーザになる必要があります． 

2.1 ユーザになる 

防災ヤットサーのユーザ登録には２つの方法があります． 

 

 電子メールアドレスを入力する 

電子メールアドレスをもっている人は，「マスター」と呼ばれるユーザになることができます． 

1. トップ画面の右側にある“ユーザ登録はこちら”リンクをクリックします．[図 2.1.1] 

2. ユーザ登録のページに切り替わります．[図 2.1.2] 

3. 自分の電子メールアドレスを入力して，“送信”ボタンをクリックします． 

4. 届いた電子メールの“以下の URL よりメンバー登録してください。”と書かれた URL リンクをクリックします． 

5. Webブラウザにユーザ登録ページが表示されます．（自動的にWebブラウザが起動しない場合は，手動で起動してURL

を入力します） 

6. ユーザ IDやパスワードなどの項目を入力し，“登録”ボタンをクリックします．[図 2.1.3] 

 

 

図 2.1.1 ユーザ登録・ログイン 
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図 2.1.2 ユーザ登録用電子メールアドレス入力 

 

 

 

図 2.1.3 ユーザ登録ページ 
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入力項目について 

 

* は必須項目です．  

 ユーザ ID*： ログインの時に入力する自分の ID 

 パスワード*： ログインの時に入力する自分のパスワード（２つの欄に同じパスワードを入力してくださ

い） 

 氏名 ID*： 画面に表示される自分の氏名 

 ニックネーム： 画面（氏名の横）に表示される自分のニックネーム 

 生年月日： 自分の生年月日 

 性別： 自分の性別 

 電子メールアドレス： 忘れてしまったユーザ IDやパスワードを通知する時に使われる自分の電子メー

ルアドレス（必須項目ではありませんが，入力を推奨します） 

 緊急連絡先： マスターや同じグループのメンバーからのみ参照できる自分の緊急連絡先（携帯電話番

号） 

 説明： 自己紹介など 

 アイコン画像： 自分を表すアイコン画像（顔画像など） 

1. “ファイルを選択”ボタンをクリックします． 

2. 表示されたファイル選択ダイアログからアイコン画像を選択します．（選択すると，“ファイルを選択” 

 ボタンの右に選択したファイル名の一部が表示されます） 

登録したアイコン画像を削除する時は，“削除する”チェックボックスにチェックを入れて，“更新”ボタンを 

クリックします． 

 ホームグラウンド*： 自分が普段いる場所（長い時間いる場所．例えば，自宅や学校）．以下のように指

定します．※自宅の特定を避けるために，自宅付近の道路や公園を指定するとよいでしょう． 

  1. “地図”ボタンをクリックすると，マップが表示されます． 

2. ホームグラウンドの場所にマウスカーソルを合わせて左クリックすると，マップ上にピンが表示されま 

す． 

3. “地図上から住所取得”ボタンをクリックすると，入力欄に住所が表示されます．[図 2.1.4] 

4. 住所が表示された状態で“確定”ボタンをクリックします． 

5. 「説明」欄に必要に応じて説明を入力します． 

入力欄に住所を文字入力して“検索”ボタンをクリックしても，マップ上の該当する場所にピンが表 

示されます． 

 避難場所 1： 自宅付近の主な避難場所（ホームグラウンドと同様の方法で指定します） 

 避難場所 2： 通学先や勤務先付近の主な避難場所（ホームグラウンドと同様の方法で指定します） 

 集合場所： 避難場所へ向かう前に一時的に集まる場所（ホームグラウンドと同様の方法で指定します） 

 

 マスターにユーザ ID とパスワードを設定してもらう 

「マスター」と呼ばれるユーザは，「メンバー」と呼ばれるユーザを登録できます． 

マスターになっている保護者や学校の先生に，自分がメンバーとして登録されているか確認してみてください．メンバー

登録されていれば，ユーザ ID とパスワードを知らせてくれるでしょう． 
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図 2.1.4 ホームグラウンド指定 

 

 

2.2 ユーザ ID またはパスワードを忘れた 

トップ画面の右側にある“ユーザ ID またはパスワードを忘れた”リンクをクリックします．[図 2.1.1]． 

 パスワードを忘れた時 

1.  “パスワードを忘れた”ラジオボタンをクリックし，“次へ”ボタンをクリックします．[図 2.2.1] 

2. 登録したユーザ ID と電子メールアドレスを入力して，“送信”ボタンをクリックします．[図 2.2.2] 

3. 届いた電子メールの“次の URL よりパスワードの再設定をしてください。”と書かれた URL リンクをクリックします． 

4. Webブラウザにパスワード再設定ページが表示されます．（自動的にWebブラウザが起動しない場合は，手動で起動し

て URL を入力します） 

5. 新しいパスワードを入力し，“再設定”ボタンをクリックします． 

 ユーザ IDを忘れた時 

1.  “パスワードに間違いはないが、サインインできない”ラジオボタンをクリックし，“次へ”ボタンをクリックします．[図

2.2.1] 

2. 登録したパスワードと電子メールアドレスを入力して，“送信”ボタンをクリックします．[図 2.2.3] 

3. 電子メールが届き，ユーザ ID（“ユーザ IDをお知らせします。”というメッセージの横に記載）が通知されます． 

 

 
図 2.2.1 ユーザ ID またはパスワードを忘れた場合 
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図 2.2.2 パスワード通知のための入力 

 
 

 
図 2.2.3  ユーザ ID 通知のための入力 

2.3 ログインする 

トップ画面の右側にある“ユーザ ID”と“パスワード”に，それぞれ登録したユーザ ID とパスワードを入力して，“ログイン”ボタ

ンをクリックします．[図 2.1.1]． 

 ログインに成功した時 

1. ログイン後の画面に切り替わります．[図 2.3.1] 

 画面の上側には，メニューアイコンや“ログアウト”ボタンが表示されます． 

 画面の右側には，自分（ログインしたユーザ）の氏名や現在場所，所属しているコミュニティやグループが投稿

した防災情報のアイコンが表示されます． 

 “防災情報”タブをクリックすると，防災情報アイコンが表示されます（詳しい防災情報を見る方法については，マ

ニュアル「3. 見てみよう！」を見てください）． 

 “メンバー情報”タブをクリックすると，自分の所属しているコミュニティやグループ，所属グループのメンバーが

表示されます． 

取得ポイント数について 
 

画面の右側（氏名の下）に，自分の取得ポイント数が表示されます． 取得ポイント数は，防災情報を投稿し

たり，投稿した防災情報が他のユーザに使われたりすると増えていきます． 

 

2. 画面の中央には，現在場所として選択されている場所を中心としたマップが表示されます．（登録していれば自分の

アイコン画像が表示されます） 

現在場所について 
 

画面の右側に，“現在場所”プルダウンメニューがあります． 通常は“ホームグラウンド”を選択しておき，災害

時などに“避難場所”や“集合場所”を選択することで，自分の現在の居場所を他のメンバーに知らせることが

できます．  

 ホームグラウンド：自分が普段いる場所 

 避難場所 1： 自宅付近の主な避難場所 

 避難場所 2： 通学先や勤務先付近の主な避難場所 

 集合場所： 避難場所へ向かう前に一時的に集まる場所 

 ログインに失敗した時 

1. “ログインに失敗しました。”と表示されるので，正しいユーザ ID またはパスワードで再度ログインを試みます． 
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図 2.3.1  ログイン後の画面 

2.4 プロフィールを変更する 

画面の右側にある“プロフィール変更”ボタンをクリックすると，プロフィールが表示されます．[図 2.4.1]． （プロフィールを変

更しない時は，メニューアイコンをクリックしてページを切り替えます） 

1. “編集”ボタンをクリックします． 

2. ユーザ登録の時と同じようなページが表示されます． 

3. プロフィール項目を変更して，“更新”ボタンをクリックします．（変更しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
 

2.5 グループを選択する 

画面の右側にある“メンバー情報”タブ内に“グループ”プルダウンメニューが表示されます．グループ名をクリック（選択）

すると，選択したグループのメンバーが一覧表示されます．[図 2.5.1]． 

 

2.6 メンバーの現在場所を確認する 

画面の右側にある“メンバー情報”タブ内でグループを選択します．一覧表示されたメンバー（氏名）をクリックすると，その

メンバーの現在位置がマップ上に表示されます．[図 2.6.1]． 

※メンバーが現在場所の更新を忘れたり間違えたりした場合，そのメンバーが必ずしもその現在場所にいるとは限りませ

ん． 
 
 
 
 

javascript:void(0)
file:///C:/Users/seiko/Desktop/Web/m-2.html%232-4
javascript:void(0)
file:///C:/Users/seiko/Desktop/Web/m-2.html%232-5
javascript:void(0)
file:///C:/Users/seiko/Desktop/Web/m-2.html%232-6
javascript:void(0)


【防災ヤットサーマニュアル】 

 

 10 / 92   

 

 
図 2.4.1  ユーザプロフィールの変更 

 
 
 
 

 

         
                                                              

       図 2.5.1 グループ選択        図 2.6.1 グループメンバーの現在場所の表示 
 

2.7 ログアウトする 

1. メインメニューの右上にある“ログアウト”ボタンをクリックします．[図 2.7.1] 

2. 別ウィンドウに「ログアウトしますか？」と表示されるので，ログアウトするなら，「OK」ボタンをクリックします．（ログアウ

トしない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします）[図 2.7.2] 
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   図 2.7.1 ログアウトボタン            図 2.7.2 ログアウト確認 

 

 

 

3. 見てみよう！ 

3.1 防災情報を見る 

防災ヤットサーにログインしていないユーザを「ゲスト」と呼びます．見られる情報は限られますが，ゲストでも防災情報を見

ることができます． 

防災ヤットサーにログインすれば，全体に公開させている防災情報に加えて，自分の投稿した防災情報，グループやコミ

ュニティだけに公開されている防災情報を詳しく見ることができます．  

1. メニューアイコンから“見てみよう！”をクリックします．[図 3.1.1] 

2. 公開されている防災情報があれば，マップ上に防災情報アイコンが表示されます．[図 3.1.2] 

o 数字アイコンが表示されている時は，マップを拡大すると防災情報のアイコンが表示されます．[図 3.1.3] 

o マップの拡大縮小は，マウスのホイールを前後に回すか，マップ右下にある「＋」「－」ボタンをクリックします． 

3. 見たい防災情報のアイコンをクリックします． 

o 画面の右側（ユーザ情報の下）に表示されているアイコン（現在マップ上に表示されている防災情報）をクリック

することもできます．[図 3.1.4] 

4. ポップアップ（吹き出し）に，防災情報のタイトルやコメントが表示されます．[図 3.1.5] 

5. 防災情報（属性）を詳しく見たい時は，防災情報タイトル（下線）をクリックします． 

6. 切り替わった画面に画像が小さく表示されている時，その画像をクリックすれば，画像が拡大表示されます．（画像が

複数ある時は，「＜」や「＞」をクリックして切り替えます）[図 3.1.6] 

7. “▼詳しく”をクリックすると，防災情報の属性がさらに表示されます．（“戻る”ボタンをクリックすると，マップに戻れます）[図

3.1.7] 

 

図 3.1.1 “見てみよう！”メニュー 
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図 3.1.2  マップ上の防災情報（アイコン） 

 

 

 

 

               図 3.1.3 周辺の防災情報の数を表す数字アイコン    
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図 3.1.4  現在マップ上に表示されている防災情報のリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5 ポップアップ上の防災情報 
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図 3.1.6 防災情報（画像拡大表示） 
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図 3.1.7 防災情報の詳細（属性） 

 

防災情報の属性（表示項目）について 

 

o 登録者： この防災情報を登録したユーザ 

o 場所： この防災情報が表す場所 

o 日時： この防災情報が表す日時 

o 登録日時： この防災情報が登録された日時 

o キーワード： この防災情報に関連する災害 

o 公開対象： 誰がこの防災情報を見られるか（全体，所属コミュニティのみ，所属グループのみ，自分の

み） 

o 2次利用： この防災情報をコンテンツ作成（スライド作成）の素材として利用できるかどうか 

o 議論： この防災情報について他ユーザと議論（話し合い）できるかどうか 

o 評価： この防災情報について評価（5段階評価）できるかどうか（1:普通～5:高評価）  

o 不適切情報として報告： この防災情報が不適切だとして報告された件数 

8.  “戻る”ボタンをクリックすることで，（現在見ている防災情報の場所を中心とする）マップの表示に戻ります． 
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3.2 防災情報を探す 

防災情報が多く表示されると，目当ての防災情報を探しにくくなります．ここでは，防災情報を効率よく探す方法を紹介し

ます． 

 検索条件を指定する 

マップの右上に，“検索条件”（オレンジ色）と書かれたタブがあります．[図 3.2.1]  

1. “検索条件”タブをクリックします 

2. 検索条件を指定するためのコンポネントが表示されます．（再び“検索条件”タブをクリックすれば，検索条件コンポネ

ントは消えます）[図 3.2.2] 

 

        
図 3.2.1 検索条件タブ          図 3.2.2 検索条件コンポネント 

 

3. 検索（表示）したい防災情報のカテゴリ，キーワード，表示範囲を指定します． 

 検索したいカテゴリ，キーワードのチェックボックス（□）をクリックしてチェックを入れます（複数チェックできま

す）． 

 検索したい表示範囲のラジオボタン（○）をクリックして選択します（１つだけ選択できます） 

 グループで検索するとき 

          自分がマスターまたは運営メンバーであれば，グループを選択して，そのグループの防災情報を表示さ

せることができます．  

1.  “グループを選択”ラジオボタンをクリックします． 

2. 左側のリストに表示されたグループをクリックして選択します（Ctrlキーを押しながらクリックするこ

とで複数同時選択できます）．[図 3.2.3] 

3. “選択”ボタンをクリックすると，選択したグループが右側のリストに表示されます．右側のリストに

表示されたグループが検索対象となります． 

検索対象を解除するには，右側のリストに表示されたグループをクリックして選択し，“解除”ボタン

をクリックします．[図 3.2.4] 
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 メンバーで検索するとき 

           自分がマスター，運営メンバー，またはグループリーダであれば，メンバーを選択して，そのメンバーの

防災情報を表示させることができます． 

1. “メンバーを選択”ラジオボタンをクリックします． 

2. プルダウンメニューにグループ名が表示されます． 

3. プルダウンメニューから選択したいグループ名をクリックして選択します．すると，そのグループ

のメンバーが左側のリストに表示されます．[図 3.2.5] 

4. 左側のリストに表示されたメンバーをクリックして選択します（Ctrlキーを押しながらクリックするこ

とで複数同時選択できます）． 

5. “選択”ボタンをクリックすると，選択したメンバーが右側のリストに表示されます．右側のリストに表

示されたメンバーが検索対象となります．                                 

検索対象を解除するには，右側のリストに表示されたメンバーをクリックして選択し，“解除”ボタン

をクリックします． 

 自分の防災情報だけを表示するとき 

           “自分のみ（ログイン本人）”ラジオボタンをクリックします． 

  “カテゴリ”，“キーワード”の右に表示されているチェックボックス（□）をクリックすることで，すべての項目にチ

ェックを入れることができます．再度クリックすることで，すべての項目のチェックを外すことができます． 

 

4. コンポネントの上側にある“絞り込む”ボタンをクリックします． 

5. 指定した条件を満たす防災情報のアイコンだけがマップ上に表示されます． 

 

 

   
  図 3.2.3 検索するグループを選択         図 3.2.4 検索するグループを解除 

 

 

 
図 3.2.5  検索するメンバーを選択 
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 防災情報リストから選択する 

   画面の右側に防災情報リストがあります．このリストに表示されている防災情報は，現在マップ上に表示されている防

災情報です．（「検索結果」の件数は，マップ上で見えていない防災情報も含めた件数を示しています）[図 3.1.4]  

o 防災情報リスト内のアイコンをクリックすると，その防災情報のポップアップが開きます． 

o 「並び替え」欄では，“評価順”か“近い順”を選べます． 

 “評価順”を選ぶと，防災情報の評価平均値の高い順に並び替えられます． 

 “近い順”を選ぶと，マップ中央部からの距離の短い順に並び替えられます． 

o また，検索（表示）件数は“10”，“50”，“100”から選べます． 

3.3 防災情報を評価する 

ユーザであれば，防災情報の属性が「評価：可」になっているものに限られますが，防災情報を評価することができます． 

また，すべての防災情報（自分の防災情報を除く）を対象として，不適切な防災情報を報告することもできます． 

 評価を入力する 

1. （現在見ている）防災情報の属性を表示させます．（属性の表示方法は，3.1 を見てください） 

2. 「評価」枠（赤線で囲まれた部分）の“評価値”プルダウンメニューをクリックして，この防災情報を数値で評

価します．）[図 3.3.1] 

 

 
図 3.3.1 防災情報の評価 

 

 
 図 3.3.2 不適切な防災情報の報告 

 

評価値について 

 

「良い」という評価は，「役に立つ」「勉強になる」「信頼できる」「価値がある」などポジティブな意味全般を含み

ます．評価の目安は以下のようになります．  

 5： とても良い 

 4： 良い 

 3： ところどころ良い 

 2： 一部良い 

 1： 普通 

3. 「コメント」欄に評価の詳細（例．その評価値をつけた理由）を入力します． 

4. “登録”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「評価を送信しますか？」と表示されるので，送信するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送

信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

6. 「登録が完了しました。」と表示されるので，“防災情報へ戻る”をクリックします． 

7. 防災情報へ戻ると，「評価」属性に入力が反映されています．“コメント参照”リンクをクリックすると，評価値

とコメントが表示されます． 

 不適切情報として報告する 

1. （現在見ている）防災情報の属性を表示させます．（属性の表示方法は，3.1 を見てください） 

2. 「不適切情報として報告」（赤線で囲まれた部分）の「理由」欄に，不適切だと判断した理由を入力します．

[図 3.3.2] 

3. “登録”ボタンをクリックします． 

javascript:void(0)
file:///C:/Users/seiko/Desktop/Web/m-3.html%233-3
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


【防災ヤットサーマニュアル】 

 

 19 / 92   

 

4. 別ウィンドウに「不適切情報として報告しますか？」と表示されるので，報告するなら，“OK”ボタンをクリック

します．（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

5. 「登録が完了しました。」と表示されるので，“防災情報へ戻る”をクリックします．  

6. 防災情報へ戻ると，「不適切情報として報告」の件数（＋１）が表示されます． 

3.4 防災情報を作成（登録）する 

ユーザは，防災情報を見るだけでなく，場所と対応づけて登録することができます．登録には２つの方法があります．  

 マップから登録する 

1. メニューアイコンから“見てみよう！”をクリックします．[図 3.1.1] 

2. マップ上で防災情報を登録したい場所にマウスカーソルを合わせて，マウスを右クリックします． 

3. 「防災情報を作成」と書かれたポップアップが表示されます．[図 3.4.1] 

4. 「防災情報を作成」ポップアップにマウスカーソルを合わせて，マウスを左クリックします．（マウスカーソルを合わせ

ると，ポップアップが黄色になります） 

5. 画面が防災情報新規登録ページに切り替わります．[図 3.4.2] 

6. 防災情報を入力していきます．画像やその他の項目（属性）を登録する時は，“▼詳しく”リンクをクリックします． 

 

図 3.4.1 防災情報を作成 

 

図 3.4.2  防災情報登録ページ 
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図 3.4.3 防災情報の場所変更 

 

 

 

 

図 3.4.4 防災情報の場所変更後 
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防災情報の属性（入力項目）について 
 

* は必須項目です．  

 タイトル*： この防災情報の概要が分かるようなタイトル 

 カテゴリ*： この防災情報をもっともよく表すカテゴリ 

 場所： 防災情報（マップ上で選択した場所）を表す地名や建物名，住所など 

 緯度*・経度*： 防災情報（マップ上で選択した場所）の緯度と経度 

    1. 「緯度」「経度」欄には予め，マップ上で指定した場所の緯度と経度が入力されています． 

    2. 防災情報の場所を変更したい場合は，“地図”ボタンをクリックします． 

    3. 小さいウィンドウにマップが表示されます．[図 3.4.3] 

   4. 防災情報の新しい場所に新しいマウスカーソルを合わせて左クリックすると，マップ上にピンが 

表示されます． 

    5. マップにピンが表示された状態で，ウィンドウ右上の「閉じる」リンクをクリックします． 

    6. 「場所」欄にピンの場所の住所，「緯度」「経度」の欄にはその場所に緯度と経度が表示されます 

[図 3.4.4] 

 表示された住所は，「場所」欄に直接文字を入力することで変更できます（例えば，建物名などに変更しても

よいでしょう）．  

 

 日時*： この防災情報が表す日時（例．被災状況を撮影した日時） 

 説明： この防災情報の説明 

 キーワード 1*： この防災情報にもっとも関係の深い災害 

詳しい情報を入力する時は，“▼詳しく”リンクをクリックすると，その他の項目（属性）が表示されます．[図

3.4.5]  

 キーワード 2： この防災情報に関係の深い災害 

 キーワード 3,4： この防災情報に関係の深い災害（自由記述） 

 公開対象： 誰がこの防災情報を見られるか（自分のみ／グループ内／コミュニティ内／全体） 

 2次利用： この防災情報をコンテンツ作成（スライド作成）の素材として利用できるかどうか（不可／可） 

 議論： この防災情報について他ユーザと議論（話し合い）できるかどうか（不可／可） 

 評価： この防災情報について評価（5段階評価）できるかどうか（不可／可） 

 画像： その場所を表す画像（その場所から撮影したデジカメ画像など） 

    1. 画像を登録（追加）するには，“追加”ボタンをクリックします． 

    2. 画像を登録するためのコンポネントが表示されます．[図 3.4.6] 

3. “ファイルを選択”ボタンをクリックして，ファイル選択ダイアログから登録するファイルを選択しま

す．（選択すると，“ファイルを選択”ボタンの右に選択したファイル名の一部が表示されます） 

4. 登録する画像の説明を入力します． 

 ・ さらに画像を追加する時は，再度“追加”ボタンをクリックします．（画像登録コンポネントが追加されま 

す）[図 3.4.7] 

 ・ 登録した画像を削除したい時は，“削除”ボタンをクリックします．（別ウィンドウに「この防災画像情報を 

削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします） 

 防災ヤットサーアプリから登録する 

   防災情報をスマートフォンやタブレットから登録するためのアプリ（2016年 4月 28日現在 Android版のみ）を提供し

ています．Google Playにアクセスし，「防災ヤットサー」で検索してダウンロードしてください． 

防災ヤットサーアプリのマニュアルは現在作成中です． 
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図 3.4.5 防災情報の詳細（さらなる属性）表示 

 

 

 
図 3.4.6 画像登録コンポネント 
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図 3.4.7 画像登録コンポネントの追加 

 

3.5 防災情報を編集または削除する 

ユーザは，登録した防災情報（または，自分に編集の権限がある防災情報）を編集または削除できます．  

 防災情報を編集する 

1. 編集したい防災情報を表示させます．（表示方法は，3.1を見てください） 

2. 編集できる防災情報には，“削除”，“編集”ボタンが表示（有効化）されています．[図 3.5.1] 

3. “編集”ボタンをクリックすると，防災情報編集ページ（防災情報新規登録ページと同じ）が表示されます．（編集し

ない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「この防災情報を更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．

（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 防災情報を削除する 

1. 防災情報を削除する時は，“削除”ボタンをクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信しない時は，

“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 

 
図 3.5.1 防災情報の編集または削除 

4. 参加しよう！ 

4.1 コミュニティを登録する 

マスターは，１つのコミュニティを登録（作成）できます．コミュニティには，複数のグループを登録でき，グループにはメンバ

ーを登録できます． 

マスターとしてログインしたら，まず，コミュニティを登録しましょう．  

1. メニューアイコンから“参加しよう！”をクリックします．[図 4.1.1] 

2. コミュニティを登録するには，“新規”ボタンをクリックします．[図 4.1.2] 
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3. コミュニティ新規登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 4.1.3] 

 

 

図 4.1.1 「参加しよう！」メニュー 

 

 

図 4.1.2 コミュニティ・グループ登録ページ 

 

 

図 4.1.3 コミュニティ新規登録画面 

 

コミュニティの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です．  

 コミュニティ名*： 自分が登録・管理するコミュニティの名前 

 住所： コミュニティの所在地または主な活動場所（例．事務所） 

     1. “地図”ボタンをクリックすると，マップが表示されます． 

     2. 所在地または主な活動場所にマウスカーソルを合わせて左クリックすると，マップ上にピンが表

示されます． 

     3. “地図上から住所取得”ボタンをクリックすると，入力欄に住所が表示されます． 

     4. 住所が表示された状態で“確定”ボタンをクリックします． 

入力欄に住所を文字入力して“検索”ボタンをクリックしても，マップ上の該当する場所にピンが表示され 

ます． 

 説明： コミュニティに関する説明 

 アイコン画像： コミュニティを表すアイコン画像（シンボルマークなど）  

     1. “ファイルを選択”ボタンをクリックします． 

     2. 表示されたファイル選択ダイアログからアイコン画像を選択します．（選択すると，“ファイルを選択”ボ 

タンの右に選択したファイル名の一部が表示されます） 

登録したアイコン画像を削除する時は，“削除する”チェックボックスにチェックを入れて，“更新”ボタンを 

クリックします． 

 

4.  “登録”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「データを登録しますか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックします．（登録しない時

は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

6. コミュニティが登録され，画面に表示されます．[図 4.1.4] 
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図 4.1.4 コミュニティ表示画面 

 

4.2 コミュニティを編集または削除する 

マスターは，登録したコミュニティを編集または削除できます．  

 コミュニティを編集する 

1. メニューアイコンから“参加しよう！”をクリックします． 

2. 編集したいコミュニティ（コミュニティ名リンク）をクリックします． 

3. コミュニティの情報とともに，“運営メンバー”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されています．[図 4.2.1] 

4. “編集”ボタンをクリックすると，コミュニティ編集ページ（コミュニティ登録ページと同じ）が表示されます．（編集しな

い時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

5. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

6. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信し

ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 コミュニティを削除する 

※コミュニティを削除すると，その中に登録しているグループやメンバーも削除されます．  

1. 削除したいコミュニティ（コミュニティ名リンク）をクリックします． 

2. “削除”ボタンをクリックします． 

3. 別ウィンドウに「コミュニティを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．
（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 

 
図 4.2.1 コミュニティ編集用ボタン 

 

4.3 運営メンバーを登録する 

マスターは，登録したコミュニティに運営メンバーを登録できます．運営メンバーは，登録済みのメンバーから選びます． 

1. メニューアイコンから“参加しよう！”をクリックします． 

2. 編集したいコミュニティ（コミュニティ名リンク）をクリックします． 

3. コミュニティの情報とともに，“運営メンバー”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されています．[図 4.2.1] 

4. “運営メンバー”ボタンをクリックします． 

5. “メンバー追加”ボタンをクリックします．[図 4.3.1] 

6. 運営メンバー追加画面の「ユーザ ID」欄に，運営メンバーにしたいユーザ IDを入力して，“確認”ボタンをクリッ

クします． 

7. 入力したユーザ IDが存在すれば，「氏名」欄にそのユーザの氏名が表示されます．（存在しなければ，「該当
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のユーザは見つかりません。」とエラーが表示されます）[図 4.3.2] 

8. ユーザ IDと氏名から登録したいメンバーであることを確認して，“登録”ボタンをクリックします．（登録しない時は，
“戻る”ボタンをクリックします） 

9. 登録した運営メンバーが一覧表示されます． 

 

 
図 4.3.1 運営メンバー追加画面（運営メンバー一覧表示） 

 

 
図 4.3.2 運営メンバー追加時のユーザ存在確認 

 

4.4 運営メンバーを編集または削除する 

マスターは，登録した運営メンバーを編集（権限の変更）または削除できます．  

 運営メンバーの権限を変更する 

1. 運営メンバーの一覧表示から，権限を変更したい運営メンバー（氏名リンク）をクリックします．（運営メンバーは，

4.3の“メンバー追加”ボタンをクリックすると一覧表示されます） 

2. ユーザ ID，氏名に加え，“権限”プルダウンメニューが表示されます．（ユーザ ID，氏名は変更できません）[図

4.4.1] 

3. “権限”プルダウンメニューで“参照”か“編集”を選択します． 

運営メンバーの権限について  

 

 参照： 防災情報など参照だけ可能 

 編集： 防災情報など参照だけでなく編集も可能 

4. “登録”ボタンをクリックします．（変更しない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

5. 運営メンバー一覧表示に切り替わります． 

 

 

図 4.4.1 運営メンバーの権限変更画面 

 

 運営メンバーを削除する 

1. 運営メンバー一覧表示から，削除したい運営メンバー（氏名リンク）をクリックします． 

2. “削除”ボタンをクリックします． 

3. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信しない時

は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 
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4.5 グループを登録する 

マスターはコミュニティを登録することで，グループを登録できるようになります． 

1. メニューアイコンから“参加しよう！”をクリックします．[図 4.1.1] 

2. コミュニティの情報の下部に，「グループ」欄が表示されます．すでにグループを登録している時は，グループが一覧

表示されます．[図 4.5.1] 

3. “グループ追加”ボタンをクリックします． 

4. グループ追加画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 4.5.2] 

グループの属性（入力項目）について  

 

* は必須項目です．  

o グループ名*： 自分が登録・管理するグループの名前 

o 説明： グループに関する説明 

o アイコン画像： グループを表すアイコン画像（シンボルマークなど）  

    1. “ファイルを選択”ボタンをクリックします． 

    2. 表示されたファイル選択ダイアログからアイコン画像を選択します．（選択すると，“ファイルを選択”ボタ 

ンの右に選択したファイル名の一部が表示されます） 

登録したアイコン画像を削除する時は，“削除する”チェックボックスにチェックを入れて，“更新”ボタンをク 

リックします．  

5.  “登録”ボタンをクリックします． 

6. 別ウィンドウに「データを登録しますか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックします．（登録しない時

は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

7. グループが登録され，画面に表示されます． 

 
 

 

図 4.5.1 グループ表示画面 

 

 

 

図 4.5.2 グループ属性入力画面 
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4.6 グループを編集または削除する 

マスターは，登録したグループを編集または削除できます．  

 グループを編集する 

1. グループ一覧表示から，編集したいグループ（グループ名リンク）をクリックします． 

2. グループ名，説明，アイコン画像に加え，“メンバー参照”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されます．[図

4.6.1] 

3. “編集”ボタンをクリックすると，グループ編集ページ（グループ登録ページと同じ）が表示されます．（編集しな

い時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送

信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 

 

図 4.6.1 グループ編集用ボタン 

 グループを削除する 

※グループを削除すると，その中に登録しているメンバーも削除されます．  

1. グループ一覧表示から，削除したいグループ（グループ名リンク）をクリックします． 

2. “削除”ボタンをクリックします． 

3. 別ウィンドウに「グループを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．
（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

4.7 メンバーを登録する 

マスターはグループを登録することで，メンバーを登録できるようになります． 

1. メニューアイコンから“参加しよう！”をクリックします．[図 4.1.1] 

2. グループが一覧表示されます．[図 4.5.1] 

3. メンバーを登録したいグループ（グループ名リンク）をクリックします． 

4. グループ名，説明，アイコン画像に加え，“メンバー参照”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されます．[図

4.6.1] 

5. “メンバー参照”ボタンをクリックします． 

6. グループメンバー一覧（メンバー登録済の時）とともに，“メンバー新規登録”，“CSV一括登録”，“メンバー追加”，

“戻る”ボタンが表示されます．（編集しない時は，“戻る”ボタンをクリックします）[図 4.7.1] 

 
 

 
図 4.7.1 メンバー登録用ボタン 
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図 4.7.2 メンバー登録画面 

 

 メンバー新規登録 

対象グループにメンバーを一人ずつ新規登録していきます．メンバーの新規登録は登録済みユーザだけが対象で

はありません．ユーザ新規登録を兼ねてメンバーを新規登録できます（ユーザ登録と同じ感覚で登録できます）．  

1. “メンバー新規登録”ボタンをクリックします． 

2. メンバー新規登録ページが表示されるので，項目を入力します． 

 マスターがメンバーのユーザ ID，パスワード，氏名などを入力します（*は必須項目です）． 

 ユーザ登録と異なるのは，“メンバー種別”ラジオボタンがあることです．“メンバー”か“グループリーダ”の

どちらかを選択してください．[図 4.7.2]  

メンバー種別について  

 

 メンバー： 一般的なメンバー 

 グループリーダ： メンバーの投稿した防災情報（公開対象が「自分のみ」のものを除く）などを参照，編

集，削除する権限をもつメンバー 

3. 「登録」ボタンをクリックします．（登録しない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

※ユーザ ID とパスワードは忘れないようにしてください．ユーザ ID とパスワードは，何らかの方法でメンバーに

伝えてください． 
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 CSV一括登録 

必要最小限のメンバー情報を記述した CSV(Comma-Separated Values)ファイルを送信することで，メンバーを一

括登録できます．  

1. ユーザ ID（半角英数字で 6文字以上 16文字以下），パスワード（半角英数字記号で 6文字以上），氏名（30

文字以下），ホームグラウンド（64文字以下）から成る CSVファイルを前もって作成しておきます． 

CSV ファイルの例 

各データ（項目）を半角の「,」で区切り，データブロックを改行で区切るテキスト型のファイル形式です．ファイ

ルの拡張子を csv として保存してください（例．tokushima.csv）． 

CSV ファイルの一行目は必ず，「ユーザ ID,パスワード,氏名,ホームグラウンド」を記入して下さい．“サンプル

CSV”ボタンをクリックすると，CSV ファイルをダウンロードできるので，これを参考に作成することもできま

す．  

 
   ユーザ ID,パスワード,氏名,ホームグラウンド 

   mitsuhara,hogehoge,光原弘幸,徳島県徳島市 

   awa,fugafuga,四国三郎,徳島県吉野川市 

2.  “CSV一括登録”ボタンをクリックします． 

3. “ファイルを選択”ボタンをクリックします．[図 4.7.3] 

4. ファイル選択ダイアログが表示されるので，送信する CSVファイルを選択します． 

5. 「登録」ボタンをクリックします．（登録しない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

6. CSV ファイルにエラーがなければ，登録が完了します．（なんらかのエラーがある時は，「CSV読み込みにエラ

ーが発生しました。」などエラーが表示されます）（送信しない時は，“戻る”ボタンをクリックします．） 

 
図 4.7.3 CSV 一括登録画面 

 メンバー追加 

登録済みユーザをメンバーに登録できます．  

1. “メンバー追加”ボタンをクリックします． 

2. メンバー追加画面の「ユーザ ID」欄に，メンバーに登録したいユーザ ID を入力して，“確認”ボタンをクリックしま

す．[図 4.7.4] 

3. 入力したユーザ IDが存在し，他のコミュニティやグループに所属していないならば，「氏名」欄にそのユーザの

氏名が表示されます．（条件に該当するユーザがいなければ，エラーが表示されます） 

4. ユーザ ID と氏名から登録したいメンバーであることを確認して，“登録”ボタンをクリックします．（登録しない時は，
“戻る”ボタンをクリックします） 

5. 登録したメンバーが一覧表示されます． 

 

 
図 4.7.4 メンバー追加登録画面 
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4.8 メンバーを編集または削除する 

マスターは，登録したメンバーを編集または削除できます．  

 メンバーを編集する 

1. グループ一覧表示から，編集したいメンバーが所属しているグループ（グループ名リンク）をクリックします． 

2. グループ名，説明，アイコン画像に加え，“メンバー参照”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されます．[図

4.6.1] 

3. “メンバー参照”ボタンをクリックします． 

4. グループメンバー一覧が表示されます．[図 4.7.1] 

5. 編集したいメンバー（氏名リンク）をクリックします． 

6. メンバー情報とともに，“グループリーダに任命”または“グループリーダを解除”ボタン，“削除”，“編集”，“戻る”ボ

タンが表示されます．[図 4.8.1] 

 編集したいメンバーがグループリーダであれば，“グループリーダを解除”ボタンが表示されます．解除する

時は，このボタンをクリックします． 

 編集したいメンバーがグループリーダでなければ，“グループリーダに任命”ボタンが表示されます．任命す

る時は，このボタンをクリックします． 

 １グループにグループリーダは１人です．グループリーダを別のメンバーに変更する時は，現在のグルー

プリーダを解除してから，別のメンバーを任命してください． 

7. “編集”ボタンをクリックすると，メンバー登録と同じような画面に切り替わるので，編集する項目を入力します． 

8. 入力が終わったら，“登録”ボタンをクリックします． 

 メンバーを削除する 

メンバーを削除しても，そのメンバーが投稿した防災情報などは残ります． 

1. グループ一覧表示から，削除したいメンバーが所属しているグループ（グループ名リンク）をクリックします． 

2. グループ名，説明，アイコン画像に加え，“メンバー参照”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されます． 

3. “メンバー参照”ボタンをクリックします． 

4. グループメンバー一覧が表示されます． 

5. 削除したいメンバー（氏名リンク）をクリックします． 

6. メンバー情報とともに，“グループリーダに任命”または“グループリーダを解除”ボタン，“削除”，“編集”，“戻る”ボタ

ンが表示されます． 

7. “削除”ボタンをクリックします． 

8. 別ウィンドウに「データを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信し
ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします．） 

 
図 4.8.1 メンバー編集画面 
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5. やってみよう！ 

5.1 素材 

素材とは，スライドを作成するための部品となる画像，音声（ファイル）のことです． 

コミュニティに所属していれば，条件にあった素材を探したり，一覧表示された素材の内容を確認したり，登録した素材を

編集（ファイルや属性を変更）することもできます． 

5.1.1 素材を登録する 

 画像素材 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “がぞう”アイコンをクリックします．[図 5.1.1] 

3. 登録された画像素材（自分が閲覧・利用できる画像素材）が一覧表示されます．[図 5.1.2] 

4. 新しく画像素材を登録するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

5. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 5.1.3] 

    

 

 

 
図 5.1.1 「やってみよう！」メニュー 
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図 5.1.2 画像素材の一覧表示 

 

 

 

 

 
図 5.1.3 画像素材の新規登録画面 
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画像素材の属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 画像名*： 画像素材の内容を表す短い名前（例．○○地区の避難所） 

 カテゴリ： スライドを作成する際の画像の用途（選択肢から選びます） 

   ・なし： スライド作成には使われません 

   ・背景： スライドの中でもっとも後に貼り付ける，主に風景の画像素材 

   ・前景： スライドの中で手前に貼り付ける，主に物を表した画像素材 

    ※前景として使用する画像は，背景透過画像であることが望まれます 

  ・キャラクタ： スライドの中で手前に貼り付ける，人を表した画像素材 

    ※キャラクタとして使用する画像は，背景透過画像であることが望まれます 

 キーワード１*： 画像素材の内容をもっともよく表すキーワード（選択肢から選びます） 

   ・地震，津波，豪雨・豪雪，台風，洪水，土砂災害，火災，強風・竜巻，犯罪，交通事故，災害全般，その 

    他 

 キーワード２： 画像素材の内容を表すキーワード（選択肢から選びます） 

 キーワード３： 画像素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 キーワード４： 画像素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 利用者*： 画像素材を使えるメンバー（選択肢から選びます） 

   ・自分のみ： 自分しか画像素材を使えません 

   ・所属グループ： 自分が所属しているグループのメンバーしか画像素材を使えません 

   ・所属コミュニティ： 自分が所属しているコミュニティのメンバーしか画像素材を使えません 

   ・全体： ゲストを除くユーザ全員が画像素材を使えます 

※自分がマスターであるとき，“やってみよう！”をクリックして表示される画面の右側で，自分の一時的な 

所属グループを選択できます．適宜，グループを選択して素材を登録するなどしてください． 

 説明： 画像素材の説明（複数行の入力可） 

 画像*： 登録する画像素材（“ファイルを選択”をクリックして，画像素材を選びます） 

6. 画像素材を選択するには，“ファイルを選択”をクリックします． 

7. 表示されたファイル選択ダイアログから画像ファイルを選択します．（選択すると，“ファイルを選択”ボタンの右に選
択したファイル名の一部が表示されます） 

8. “登録”ボタンをクリックします． 

9. 別ウィンドウに「データを登録しますか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックします．（登録し
ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 

 音声素材 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “おんせい”アイコンををクリックします．[図 5.1.1] 

3. 登録された音声素材が一覧表示されます．[図 5.1.4] 

4. 新しく音声素材を登録するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

5. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 5.1.5] 

音声素材の属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 音声名*： 音声素材の内容を表す短い名前（例．消防車のサイレン） 

 キーワード１*： 音声素材の内容をもっとも表すキーワード（選択肢から選びます．画像素材の登録のとき

と同じ方法です） 

 キーワード２： 音声素材の内容を表すキーワード（選択肢から選びます） 

 キーワード３： 音声素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 キーワード４： 音声素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 利用者*： 音声素材を使えるユーザ（選択肢から選びます．画像素材の登録のときと同じ方法です） 

 説明： 音声素材の説明（複数行の入力可） 

 音声*： 登録する音声素材（“ファイルを選択”をクリックして，音声素材を選びます） 

6. 音声素材を選択するには，“ファイルを選択”をクリックします． 

7. 表示されたファイル選択ダイアログから音声ファイルを選択します．（選択すると，“ファイルを選択”ボタンの右に選択
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したファイル名の一部が表示されます） 

8. “登録”ボタンをクリックします． 

9. 別ウィンドウに「データを登録しますか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックします．（登録し
ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 

 
図 5.1.4 音声素材の一覧表示 

 
 

 
図 5.1.5 音声素材の新規登録画面 
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5.1.2 素材を検索する 

 画像素材 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “がぞう”アイコンをクリックします．[図 5.1.1] 

3. 登録された画像素材が一覧表示されます．“表示件数”プルダウンメニューから，表示する画像素材の件数を選

択できます．[図 5.1.2] 

4. 一覧表示の上部に検索コンポネントが表示されています．[図 5.1.6] 

検索コンポネントについて 

 

  検索文字入力欄（左の枠）： 検索の手がかりとなる検索文字 

  画像名： 検索文字を含む画像を探したいとき 

  作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の画像を探したいとき 

  コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する画像を探したいとき 

  グループ： 文字列を含むグループに属する画像を探したいとき 

  キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた画像を探したいとき 

  カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた画像を探したいとき 

5. 検索文字を入力し，ラジオボタンで検索対象を指定して，“検索”ボタンをクリックします． 

6. 検索結果が表示されます．[図 5.1.7] 

 
 

 
図 5.1.6 素材検索コンポネント 

 
 

 
図 5.1.7 画像素材の検索結果 

 

 音声素材 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “おんせい”アイコンをクリックします．[図 5.1.1] 

3. 登録された音声素材が一覧表示されます．“表示件数”プルダウンメニューから，表示する音声素材の件数を選

択できます．[図 5.1.4] 

4. 一覧表示の上部に検索コンポネントが表示されています．（検索コンポネントの操作は，画像素材のときと同じようにな
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ります） 

5. 検索文字と検索対象を入力して，“検索”ボタンをクリックします． 

6. 検索結果が表示されます．[図 5.1.8] 

 

 
図 5.1.8 画像素材の検索結果 

5.1.3 素材を確認する 

 画像素材 

1. 画像素材が一覧表示された状態にします．[図 5.1.2] 

一覧表示の切り替えについて 

 

“表示件数”プルダウンメニューから，表示件数を選択できます． 

検索結果の件数の下に表示されているリンクをクリックすると，表示が切り替わります． 

 “< First”： 登録された画像素材の先頭部分にある画像を表示 

 “<”： 現在表示している画像素材の１つ前の部分にある画像を表示 

 “>”： 現在表示している画像素材の１つ後の部分にある画像を表示 

 “Last >”： 登録された画像素材の最後部分にある画像を表示 

 “数字”： 部分ごとに画像素材を表示 

2. 確認したい画像素材の画像名リンクをクリックします． 

3. 画像素材の情報が表示されます．[図 5.1.9] 

4. サムネイル画像をクリックすると，画像素材が拡大表示されます． 

 

 
図 5.1.9 画像素材の情報表示 

 音声素材 

1. 音声素材が一覧表示された状態にします．[図 5.1.4] 

2. 確認したい音声素材の音声名リンクをクリックします． 

3. 音声素材の情報が表示されます．[図 5.1.10] 
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4. 音声プレイヤの再生ボタンをクリックすると，音声素材が再生されます． 

 
図 5.1.10 音声素材の情報表示 

5.1.4 素材を編集（変更）または削除する 

 画像素材 

1. （上記の方法で）画像素材の情報を表示します． 

2. 画像素材の属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“お気に入り”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されています．

[図 5.1.9] 

編集用ボタンについて 

 

編集用ボタンの状態（有効／無効）は，表示している画像素材の属性によって異なります． 

 “完成（公開）”： このボタンをクリックすると，公開対象に指定されたユーザが画像素材を閲覧したり，ス 

   ライド作成に利用できるようになります（“非公開”ボタンに表示が変わります）．自分が登録した画像素 

材に対してだけ有効なボタンです． 

 “非公開”： このボタンをクリックすると，自分以外のユーザが画像素材を閲覧したり利用できないように 

なります（“完成（公開）”ボタンに表示が変わります）． 

 “お気に入り”： このボタンをクリックすると，画像素材が○○になります．また，画像素材に対する評価（ポ 

イント）がプラスされます．【※要確認】 

 “削除”： このボタンをクリックすると，画像素材が削除されます．自分が登録した画像素材に対してだけ 

有効なボタンです． 

 “編集”： このボタンをクリックして，画像素材を編集（変更）します．自分が登録した画像素材に対してだ 

け有効なボタンです． 

 “戻る”： 画像素材の一覧表示に戻ります． 

3. “編集”ボタンをクリックすると，画像素材編集ページ（画像素材登録ページと同じ）が表示されます．（編集しない

時は，“戻る”ボタンをクリックします）．[図 5.1.11] 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

① 登録した画像素材を変更したいときは，一度，“削除する”チェックボックスにチェックを入れて“更新”ボタンを

クリックします． 

② その後で“ファイルを選択”ボタンをクリックして，新しいファイルを選択します． 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信し
ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 

 音声素材 

1. （上記の方法で）音声素材の情報を表示します． 

2. 音声素材の属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“お気に入り”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されています．
（それぞれのボタンの操作は，画像素材のときと同じようになります） 

3. “編集”ボタンをクリックすると，音声素材編集ページ（音声素材登録ページと同じ）が表示されます．（編集しない時
は，“戻る”ボタンをクリックします） 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします．（編集の方法は，画像素材の時と同じような操作になりま
す） 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信し
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ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 

 
図 5.1.11 画像素材の編集画面 

5.2 スライド 

スライドとは，ICT活用型避難訓練の中で表示される，紙芝居のようなデジタルコンテンツです．複数の画像を切り替えて

表示することで，一連の災害状況を表現します．自動的に画像を切り替えたり，画像に合わせて音声を再生したりできます． 

コミュニティに所属していれば，簡単な操作でスライドを作成し，避難シナリオに組み込む形で公開できます． 

 

5.2.1 スライドを作成する 

 スライドの属性を入力する 

スライドを作成するには，属性（スライド名，キーワード，利用者など）を入力してスライドを登録する必要があります． 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオを準備する”サブメニューにマウスカーソルを合わせます． 

3. その下に表示された“スライドを作成”サブメニューをクリックします．[図 5.2.1] 

4. 作成されたスライド（自分が作成中のスライドなど）が一覧表示されます．[図 5.2.2] 

5. 新しくスライドを作成するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

6. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 5.2.3] 

スライドの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 スライド名*： スライドの内容を表す短い名前（例．避難経路が通行不可） 

 カテゴリ： スライドの内容を表すカテゴリ（選択肢から選びます） 

   ・なし： カテゴリを指定しない 

   ・危険： 危険を指摘するような内容のスライド 

   ・被災： 被災時の様子などを表すスライド 

   ・避難場所： 避難場所に関するスライド 

   ・安全： 安全に貢献するような内容のスライド 

   ・意見： 意見を述べるような内容のスライド 

   ・疑問： 疑問を投げかけるような内容のスライド 

   ・その他： その他のスライド 

 キーワード１*： スライドの内容をもっともよく表すキーワード（選択肢から選びます） 

   ・地震，津波，豪雨・豪雪，台風，洪水，土砂災害，火災，強風・竜巻，犯罪，交通事故，災害全般，その 

    他 
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 キーワード２： スライドの内容を表すキーワード（選択肢から選びます） 

 キーワード３： スライドの内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 キーワード４： スライドの内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 利用者*： 避難シナリオにスライドを組み込めるメンバー（選択肢から選びます） 

    ・自分のみ： 自分しかスライドを組み込めません 

    ・所属グループ： 自分が所属しているグループのメンバーしかスライドを組み込めません 

    ・所属コミュニティ： 自分が所属しているコミュニティのメンバーしかスライドを組み込めません 

    ・全体： ゲストを除くユーザ全員がスライドを組み込めます 

 説明： スライドの説明（複数行の入力可） 

7. “登録”ボタンをクリックすると，スライド作成画面に切り替わります．（登録しない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 
 

 
図 5.2.1 スライド作成用サブメニュー 

 
 

 
図 5.2.2 スライドの一覧表示 

 
 

 
図 5.2.3 スライド属性の入力画面 

 
 



【防災ヤットサーマニュアル】 

 

 41 / 92   

 

 スライドを構成する 

スライド作成画面では，簡単なマウスとキーボード操作でスライドを（作成）構成していくことができます． 

１つのスライドは最大 20枚のページから構成され，１枚のページは“背景”，“前景”，“キャラクタ”，“字幕”から構成されま

す．また，それぞれのページには音声素材を対応づけることができるとともに，表示時間（秒）を設定することで，次ペー

ジへ自動的に切り替える表示も可能です．つまり，音声付きの自動スライドショーを避難シナリオに取り込むことができ

ます． 

スライド作成画面は，左側の素材選択エリアと右側のスライド構成エリアに大きく分けられます．（素材選択エリアやスライド

構成エリアの全体が表示されない場合は，Webブラウザを最大化したり，表示文字サイズを小さくしてみてください）[図 5.2.4] 

o 素材選択エリアでは，“背景”，“前景”，“キャラクタ”，“音声”，“字幕”タブに応じて，サムネイル形式で表示され

た素材を選択できたり，字幕を入力できるようになっています．[図 5.2.5] 

o スライド構成エリアでは，スライドページに素材を配置するなどして，できばえを確認しながらスライドを作成

（構成）していくことができます（スライドページの右上には，現在表示中のページ番号とページ枚数が表示さ

れます）．[図 5.2.6] 

o スライド構成エリアの右上に“参照”ボタン，“戻る”ボタンがあります．“参照”ボタンをクリックすると，スライド属性

（情報）が表示されます．“戻る”ボタンをクリックすると，スライド一覧が表示されます．どちらのボタンも，スライ

ドがサーバに保存済みである状態でクリックしてください．（スライドをサーバに保存しておかないと，編集を再開で
きなくなります） 

 
図 5.2.4 スライド作成画面 
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図 5.2.5 素材選択エリア 
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図 5.2.6 スライド構成エリア 

 

 
図 5.2.7 背景画像の配置 
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o 背景を配置する 

         背景は，スライドのもっとも奥に配置される画像です．背景の上に，前景やキャラクタを重ねてスライドを構成

していくことになります．したがって，スライドページを構成するには，まず背景を選択・配置することになりま

す． 

1. 素材選択エリアの“背景”タブをクリックします．[図 5.2.7] 

2. 自分が使用できる背景画像（カテゴリとして“背景”が設定されている素材画像）がサムネイル形式で表

示されます． 

 表示されている画像が多い場合は，サムネイル画像の上にある検索文字入力欄に画像名（画

像名の一部でも検索可）を入力し，“検索”ボタンをクリックして背景画像を検索します． 

 自分が使用できる背景画像の一覧を再度表示するには，検索文字入力欄を空白にして“検索”

ボタンをクリックします． 

 背景画像がうまく検索されない場合は，素材が登録・公開されていないのかもしれません．必

要に応じて“サーバに保存”ボタンをクリックして現在のスライドを保存した後で，素材登録を試

してみるとよいでしょう． 

3. サムネイル画像をクリックすると，その画像が背景としてスライド構成エリアに配置されます．（別のサム
ネイル画像をクリックすると，瞬時にスライド構成エリアに配置されます） 

 

o 前景を配置する 

         前景は，背景の上（手前）に配置される画像です．したがって，背景をスライドページに配置した後に前景を

選択することになります． 

1. 素材選択エリアの“前景”タブをクリックします．[図 5.2.8] 

2. 自分が使用できる前景画像（カテゴリとして“前景”が設定されている素材画像）がサムネイル形式で表

示されます． 

3. サムネイル画像をクリックすると，その画像が前景としてスライド構成エリアに配置されます．（サムネイ
ル画像をクリックするたびに，瞬時にスライド構成エリアに追加配置されます） 

 
図 5.2.8 前景画像の配置 

 
 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


【防災ヤットサーマニュアル】 

 

 45 / 92   

 

4. 配置された前景画像の上にマウスカーソルを合わせ，マウスの左ドラッグ＆ドロップ（左クリックしたまま

マウスを動かして左ボタンを離す）することで，前景画像の位置を変えることができます． 

 前景画像をゴミ箱アイコン（スライドページの左上にある）の上でドロップすることで，その前景画

像を消去できます．（ゴミ箱アイコンの上に前景画像を乗せると，赤枠が表示されますので，この状態で

ドロップすると前景画像が消去されます）[図 5.2.9] 

 前景画像は，位置変更などの操作を簡単にするために，枠付きで配置（表示）されます．“ガイド

ON/OFF”ボタンのクリックにより，枠の有無を切り替えることができます．[図 5.2.10] 

 複数の前景画像が重なって目的の前景画像にマウスカーソルを合わせにくい場合は，別の前景

画像の位置を一旦ずらして操作するとよいでしょう． 

5. 配置した前景画像の端にマウスカーソルを合わせると，マウスカーソルの表示が「←→」に変わります．

この状態でマウスを左ドラッグすることで，前景画像のサイズや縦横比を変えることができます． 

6. 表示中のスライドページの前景画像とキャラクタ画像をすべて消去するには，スライド構成エリアの上

部にある“クリア（前景・キャラクタ）”ボタンをクリックします． 

 別ウィンドウに「キャラクタ・前景をまとめて削除します」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボ

タンをクリックします．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
 
 
 
 

 
図 5.2.9 前景画像の消去 
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図 5.2.10 ガイド（枠）の ON/OFF（図は OFFの状態） 

 
 

 

o キャラクタを配置する 

キャラクタは，前景と同様に背景の上（手前）に配置される画像です．したがって，背景をスライドページに配

置した後に前景を選択することになります． 

1. 素材選択エリアの“キャラクタ”タブをクリックします．[図 5.2.11] 

2. 自分が使用できるキャラクタ画像（カテゴリとして“キャラクタ”が設定されている素材画像）がサムネイル

形式で表示されます． 

3. サムネイル画像をクリックすると，その画像がキャラクタとしてスライド構成エリアに配置されます．（サム
ネイル画像をクリックするたびに，瞬時にスライド構成エリアに追加配置されます） 

4. 配置されたキャラクタ画像の上にマウスカーソルを合わせ，マウスの左ドラッグ＆ドロップ（左クリックし

たままマウスを動かして左ボタンを離す）することで，キャラクタ画像の位置を変えることができます． 

 前景画像と同様に，キャラクタ画像をゴミ箱アイコン（スライドページの左上にある）の上でドロップ

することで，その前景画像を消去できます． 

 前景画像と同様に，“ガイド ON/OFF”ボタンのクリックにより，枠の有無を切り替えることができま

す． 

5. 配置したキャラクタ画像の端にマウスカーソルを合わせると，マウスカーソルの表示が「←→」に変わり

ます．この状態でマウスを左ドラッグすることで，キャラクタ画像のサイズや縦横比を変えることができま

す． 

6. 表示中のスライドページのキャラクタ画像と前景画像をすべて消去するには，スライド構成エリアの上

部にある“クリア（前景・キャラクタ）”ボタンをクリックします． 

 別ウィンドウに「キャラクタ・前景をまとめて削除します」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボ

タンをクリックします．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
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図 5.2.11 キャラクタ画像の配置 

 

o 音声を採用する 

スライドページごとに１つの素材音声を選択・採用することで，台詞や効果音として再生することができます． 

1. 素材選択エリアの“音声”タブをクリックします．[図 5.2.12] 

2. 自分が使用できる素材音声がサムネイル形式で表示されます． 

3. サムネイルには再生用コンポネントが含まれており，再生ボタンをクリックすると，，それぞれの素材音

声を試聴することができます． 

4. 表示中のスライドで再生したい素材音声があれば，再生用コンポネントの右にある“採用”ボタンをクリ

ックします．スライド構成エリアの下部にある再生用コンポネントが有効になり，音声が採用されたこと

を表します．[図 5.2.13] 

o 字幕を入力する 

字幕はスライドのもっとも手前にされる文字で，スライドページの下部に配置されます． 

1. 素材選択エリアの“字幕”タブをクリックします．[図 5.2.14] 

2. 字幕の内容や表示設定を入力していきます．入力はすぐにスライド構成エリアに反映されます． 

 

字幕の入力項目について 

 

 字幕内容： スライドページの内容説明やキャラクタの台詞 

 表示方法： 字幕の帯の表示方法（選択肢から選びます） 

    ・ 不透明帯付き，半透明帯付き，文字のみ（帯なし） 

 文字色： 字幕の文字色（選択肢から選びます） 

    ・ 黒，茶，赤，橙，黄，緑，青，紫，灰，白 

 帯色： 字幕の帯色（選択肢から選びます） 

    ・ 黒，茶，赤，橙，黄，緑，青，紫，灰，白 

 サイズ： 字幕の文字サイズ（選択肢から選びます） 

    ・ 小，中（標準），大，特大 

 配置： 字幕の文字配置（選択肢から選びます） 

・ 左揃え，中央揃え，右揃え 
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 文字飾り： 字幕の文字飾り（複数選択可） 

・ 斜体，太字 

o 表示時間を設定する 

スライドページに表示時間を設定することで，スライドショーのように自動的に（設定した表示時間に基づい

て）スライドページを切り替えて表示することができます． 

1. 表示時間を設定したいスライドページをスライド構成エリアに表示させます． 

2. スライド構成エリアの下部にある“スライド切り替え”欄に，秒で表示時間（表示継続時間）を入力します．

（0秒を入力すると，そのスライドページは手動切り替えになります）[図 5.2.15] 

o ページを切り替える（次へを押すと，前景など引き継がれる） 

スライド構成エリアの上部にある“前へ”ボタンと“次へ”ボタンをクリックしてスライドページを切り替えながら，

複数枚のページを作成していきます． 

 “前へ”ボタン： 表示中のスライドページの１つ前のページに切り替えます 

 “次へ”ボタン： 表示中のスライドページの１つ次のページに切り替えます 

※次のページが新しいページの場合，表示中のスライドページの内容（背景，前景，キャラクタ，字

幕）が次のページに引き継がれます． 

o ページを削除する 

スライド構成エリアに表示中のスライドページを削除することができます． 

1. 削除したいスライドページをスライド構成エリアに表示させます． 

2. スライド構成エリアの上部にある“削除”ボタンをクリックします． 

3. 別ウィンドウに「現在のページを削除してよろしいですか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボ

タンをクリックします．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 

 
図 5.2.12 音声の採用 

javascript:void(0)


【防災ヤットサーマニュアル】 

 

 49 / 92   

 

 
図 5.2.13 音声が採用された状態（スライド構成エリア） 

 

o ページをローカルに保存する 

スライド構成エリアに表示中のスライドページを１枚の画像（PNG ファイル）としてダウンロードし，ローカル

（自分のコンピュータ）に保存することができます． 

1. ローカルに保存したいスライドページをスライド構成エリアに表示させます． 

2. スライド構成エリアの上部にある“ローカルに保存”ボタンをクリックします． 

3. ダウンロードが開始されます．（ダウンロードが完了した画像ファイルは各自で管理してください） 

※ダウンロードされた画像ファイルには，ガイド（枠）は含まれません． 

o ページをサーバに保存する 

スライド（すべてのスライドページ）をサーバに保存し，後日編集したり，公開して避難シナリオに組み込める

ようにします．サーバへの保存を忘れないように注意しましょう． 

1. 素材選択エリアの上部にある“サーバに保存”をクリックします． 

※サーバへのスライド保存に時間がかかることがあります．保存処理中を表すプログレスバーが表示

されている間は，ボタンなどクリックしないでください．[図 5.2.16] 

2. 保存処理が終了すると，プログレスバーが消えます． 

o スライドをプレビューする 

スライドページの表示時間を設定したスライドは，プレビューにより，切り替えのタイミングと音声の再生を確

認することができます． 

1. 素材選択エリアの上部にある“スライドプレビュー”をクリックすると，プレビュー表示エリアが表示されま

す． 

2. “自動再生開始”をクリックすると，スライドの再生が始まります．（表示時間が設定されていないページは表
示がスキップされます） 

3. スライドプレビューを終了するには，“閉じる”リンクをクリックします． 
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図 5.2.14 字幕の入力 

 
 
 
 
 
 

 
図 5.2.15 スライドページの表示時間の設定 

 
 
 
 
 

 
図 5.2.16 保存処理中を表すプログレスバー 
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5.2.2 スライドを編集または削除する 

 スライドを選択する 

1. スライドが一覧表示された状態にします．[図 5.2.2] 

一覧表示の切り替えについて 

 

検索結果の件数の下に表示されているリンクをクリックすると，表示が切り替わります． 

 “< First”： 登録されたスライドの先頭部分にあるスライドを表示 

 “<”： 現在表示しているスライドの１つ前の部分にあるスライドを表示 

 “>”： 現在表示しているスライドの１つ後の部分にあるスライドを表示 

 “Last >”： 登録されたスライドの最後部分にあるスライドを表示 

 “数字”： 部分ごとにスライドを表示 

2. 編集したいスライドのタイトルリンクをクリックします． 

3. スライド参照画面に，スライドの属性（概要）が表示されます．[図 5.2.17] 

 
 

 スライドを編集する 

1. スライドの属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“スライド作成”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されていま

す．[図 5.2.17] 

編集用ボタンについて 

 

編集用ボタンの状態（有効／無効）は，表示しているスライドの属性によって異なります． 

 “完成（公開）”： このボタンをクリックすると，利用者に指定されたユーザがスライドを避難シナリオに組

み込めるようになります（“非公開”ボタンに表示が変わります）． 

 “非公開”： このボタンをクリックすると，スライドを避難シナリオに組み込めなくなります（“完成（公開）”ボ

タンに表示が変わります）． 

 “スライド作成”： このボタンをクリックして，スライド作成を再開します． 

 “削除”： このボタンをクリックすると，スライドが削除されます．自分が登録したスライドに対してだけ有効

なボタンです．所属するコミュニティのマスターやグループリーダも有効です． 

 “編集”： このボタンをクリックして，スライドの属性を編集（変更）します．自分が登録したスライドに対し

てだけ有効なボタンです． 

 “戻る”： スライドの一覧表示に戻ります． 

2.  “編集”ボタンをクリックすると，スライド編集ページ（スライド登録ページと同じ）が表示されます．（編集しない時
は，“戻る”ボタンをクリックします） 

3. 項目を編集したら，“更新”ボタンをクリックします． 

4. 別ウィンドウに「スライドを更新しますが，よろしいですか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリ

ックします．（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 
 
 
 

 
図 5.2.17 スライド参照画面 
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5.3 コンテンツ 

コンテンツとは，ICT活用型避難訓練の中で表示／再生される画像，動画，音声（ファイル）のことです． 

コミュニティに所属していれば，簡単な操作でコンテンツを登録し，避難シナリオに組み込む形で公開できます． 

5.3.1 コンテンツを登録する 

 画像コンテンツ 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオを準備する”サブメニューにマウスカーソルを合わせます．[図 5.3.1] 

3. その下に表示された“コンテンツを登録”サブメニューをクリックします． 

4. ページ内に「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」と表示されるので，“がぞう”アイコンをクリックします．

[図 5.3.2] 

5. 登録された画像コンテンツ（自分が閲覧・利用できる画像コンテンツ）が一覧表示されます．[図 5.3.3] 

6. 新しく画像コンテンツを登録するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

7. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．（登録方法は画像素材とほぼ同じです．5.1.1をご覧くだ

さい） 

 
図 5.3.1 コンテンツ登録用サブメニュー 

 
 

 
図 5.3.2 登録コンテンツの選択 

 
 

 
図 5.3.3 画像コンテンツの一覧表示 
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コンテンツの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 画像名*： 画像コンテンツの内容を表す短い名前（例．ゲリラ豪雨） 

 カテゴリ： 画像の内容を表すカテゴリ（選択肢から選びます） 

   ・なし： カテゴリを指定しない 

   ・危険： 危険を指摘するような内容の画像 

   ・被災： 被災時の様子などを映した画像 

   ・避難場所： 避難場所に関する画像 

   ・安全： 安全に貢献するような内容の画像 

   ・意見： 意見を述べるような内容の画像 

   ・疑問： 疑問を投げかけるような内容の画像 

   ・その他： その他の画像 

 キーワード１*： 画像コンテンツの内容をもっともよく表すキーワード（選択肢から選びます） 

   ・地震，津波，豪雨・豪雪，台風，洪水，土砂災害，火災，強風・竜巻，犯罪，交通事故，災害全般，その 

    他 

 キーワード２： 画像コンテンツの内容を表すキーワード（選択肢から選びます） 

 キーワード３： 画像コンテンツの内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 キーワード４： 画像コンテンツの内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 利用者*： 避難シナリオに画像コンテンツを組み込めるメンバー（選択肢から選びます） 

   ・自分のみ： 自分しか画像コンテンツを使えません 

   ・所属グループ： 自分が所属しているグループのメンバーしか画像コンテンツを使えません 

   ・所属コミュニティ： 自分が所属しているコミュニティのメンバーしか画像コンテンツを使えません 

   ・全体： ゲストを除くユーザ全員が画像コンテンツを使えます 

 説明： 画像コンテンツの説明（複数行の入力可） 

 画像*： 登録する画像コンテンツ（“ファイルを選択”をクリックして，画像コンテンツを選びます） 

 

 音声コンテンツ 

1.  (上記の方法で）「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」を表示させます． 

2. “おんせい”アイコンをクリックします． 

3. 登録された音声コンテンツが一覧表示されます．[図 5.3.4] 

4. 新しく音声素材を登録するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

5. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．（登録方法は画像コンテンツと同じです） 
 

 動画コンテンツ 

1. (上記の方法で）「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」を表示させます． 

2. “どうが”アイコンをクリックします． 

3. 登録された動画コンテンツが一覧表示されます．[図 5.3.5] 

4. 新しく動画コンテンツを登録するときは，“新規登録”ボタンをクリックします． 

5. 登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．（登録方法は画像コンテンツと同じです）[図 5.3.6] 

6. 動画コンテンツを選択するには，“ファイルを選択”をクリックします． 

7. 表示されたファイル選択ダイアログから動画ファイルを選択します．（選択すると，“ファイルを選択”ボタンの右に選択
したファイル名の一部が表示されます） 

8. “登録”ボタンをクリックします． 

9. 別ウィンドウに「データを登録しますか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックします．（登録しな
い時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
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図 5.3.4 音声コンテンツの一覧表示 

 
 
 
 
 

 
図 5.3.5 登録コンテンツの選択 
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図 5.3.6 コンテンツ動画の編集画面 

 

 

5.3.2 コンテンツを検索する 

 画像コンテンツ 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオを準備する”サブメニューにマウスカーソルを合わせます． 

3. その下に表示された“コンテンツを登録”サブメニューをクリックします． 

4. ページ内に「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」と表示されるので，“がぞう”アイコンをクリックします． 

5. 登録された画像コンテンツ（自分が閲覧・利用できる画像コンテンツ）が一覧表示されます． 

6. 一覧表示の上部に検索コンポネントが表示されています．（検索コンポネントの操作は，画像素材のときと同じようになり
ます．5.1.2 をご覧ください） 

7. 検索文字と検索対象を入力して，“検索”ボタンをクリックします． 

8. 検索結果が表示されます． 

 音声コンテンツ 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオを準備する”サブメニューにマウスカーソルを合わせます． 

3. その下に表示された“コンテンツを登録”サブメニューをクリックします． 

4. ページ内に「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」と表示されるので，“おんせい”アイコンをクリックしま

す． 

5. 登録された音声コンテンツが一覧表示されます． 

6. 一覧表示の上部に検索コンポネントが表示されています． 

7. 検索文字と検索対象を入力して，“検索”ボタンをクリックします． 

8. 検索結果が表示されます． 

 動画コンテンツ 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオを準備する”サブメニューにマウスカーソルを合わせます． 

3. その下に表示された“コンテンツを登録”サブメニューをクリックします． 

4. ページ内に「２．シナリオの準備をする（コンテンツを登録）」と表示されるので，“どうが”アイコンをクリックします． 

5. 登録された動画コンテンツが一覧表示されます． 

6. 一覧表示の上部に検索コンポネントが表示されています． 

7. 検索文字と検索対象を入力して，“検索”ボタンをクリックします． 

8. 検索結果が表示されます． 
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5.3.3 コンテンツを確認する 

 画像コンテンツ 

1. 画像コンテンツが一覧表示された状態にします．[図 5.3.3] 

一覧表示の切り替えについて 

 

“表示件数”プルダウンメニューから，表示件数を選択できます． 

検索結果の件数の下に表示されているリンクをクリックすると，表示が切り替わります． 

 “< First”： 登録された画像コンテンツの先頭部分にある画像を表示 

 “<”： 現在表示している画像コンテンツの１つ前の部分にある画像を表示 

 “>”： 現在表示している画像コンテンツの１つ後の部分にある画像を表示 

 “Last >”： 登録された画像コンテンツの最後部分にある画像を表示 

“数字”： 部分ごとに画像コンテンツを表示 

2. 確認したい画像コンテンツの画像名リンクをクリックします． 

3. 画像コンテンツの情報が表示されます． 

4. サムネイル画像をクリックすると，画像コンテンツが拡大表示されます． 

 

 音声コンテンツ 

1. 音声コンテンツが一覧表示された状態にします． 

2. 確認したい音声コンテンツの音声名リンクをクリックします． 

3. 音声コンテンツの情報が表示されます． 

4. 音声プレイヤの再生ボタンをクリックすると，音声素材が再生されます． 

 

 動画コンテンツ 

1. 動画コンテンツが一覧表示された状態にします． 

2. 確認したい動画コンテンツの動画名リンクをクリックします． 

3. 動画コンテンツの情報が表示されます．[図 5.3.7] 

4. 動画プレイヤの再生ボタンをクリックすると，動画コンテンツが再生されます． 

 
図 5.3.7 コンテンツ動画の情報表示 
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5.3.4 コンテンツを編集（変更）または削除する 

 画像コンテンツ 

1. （上記の方法で）画像コンテンツの情報を表示します． 

2. 画像コンテンツの属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“お気に入り”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示され

ています．（画像素材のときと同じような表示になります）[図 5.1.9] 

編集用ボタンについて 

 

編集用ボタンの状態（有効／無効）は，表示している画像コンテンツの属性によって異なります． 

 “完成（公開）”： このボタンをクリックすると，公開対象に指定されたユーザが画像コンテンツを閲覧したり，

ICT活用型避難訓練に利用できるようになります（“非公開”ボタンに表示が変わります）．自分が登録し

た画像コンテンツに対してだけ有効なボタンです． 

 “非公開”： このボタンをクリックすると，自分以外のユーザが画像コンテンツを閲覧したり利用できないよう

になります（“完成（公開）”ボタンに表示が変わります）． 

 “お気に入り”： このボタンをクリックすると，画像コンテンツに対する評価（ポイント）がプラスされます． 

 “削除”： このボタンをクリックすると，画像コンテンツが削除されます．自分が登録した画像コンテンツに対

してだけ有効なボタンです． 

 “編集”： このボタンをクリックして，画像コンテンツを編集（変更）します．自分が登録した画像コンテンツに

対してだけ有効なボタンです． 

 “戻る”： 画像コンテンツの一覧表示に戻ります． 

3. “編集”ボタンをクリックすると，画像コンテンツ編集ページ（画像コンテンツ登録ページと同じ）が表示されます．

登録方法は，5.3.1をご覧ください．（編集しない時は，“戻る”ボタンをクリックします） 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

① 登録した画像コンテンツを変更したいときは，一度，“削除する”チェックボックスにチェックを入れて“更新”ボ

タンをクリックします． 

② その後で“ファイルを選択”ボタンをクリックして，新しいファイルを選択します． 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします．（送信しな
い時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

 音声コンテンツ 

1. （上記の方法で）音声コンテンツの情報を表示します． 

2. 音声コンテンツの属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“お気に入り”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されて

います． 

3. “編集”ボタンをクリックすると，音声コンテンツ編集ページ（音声コンテンツ登録ページと同じ）が表示されます． 

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 動画コンテンツ 

1. （上記の方法で）動画コンテンツの情報を表示します． 

2. 動画コンテンツの属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“お気に入り”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示され

ています． 

3. “編集”ボタンをクリックすると，動画コンテンツ編集ページ（動画コンテンツ登録ページと同じ）が表示されます．  

4. 編集したい項目を編集して，“更新”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「データを更新しますか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

5.4 避難シナリオ 

避難シナリオとは，簡単に言えば，ICT活用型避難訓練に用いる災害・避難想定です．災害が発生してから避難場所へ

到着するまでに発生する，さまざまな状況をつなぎあわせた物語だともいえます． 

防災ヤットサーでは，この避難シナリオをより簡単に作成できるようにするための機能を用意しています． 

5.4.1 避難シナリオを作成する 

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “シナリオをつくる”サブメニューをクリックします． 
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3. ページ内に表示された“シナリオ作成システムへ”アイコンをクリックします．[図 5.4.1] 

4. 作成された避難シナリオが一覧表示されます．[図 5.4.2] 

5. 「新規作成」ボタンをクリックします． 

6. シナリオ登録画面が表示されるので，項目を入力していきます．[図 5.4.3] 

 

 

 

 

図 5.4.1 シナリオ登録用サブメニュー 

 
 

 
図 5.4.2 避難シナリオの一覧表示 
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図 5.4.3 避難シナリオの登録画面 

 

避難シナリオの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 コミュニティ： 避難シナリオを管理するコミュニティ（作成メンバーや参加者の対象となるコミュニティ）（予

め入力されており，変更できません） 

 グループ： 避難シナリオを管理するグループ（作成メンバーや参加者の対象となるグループ）（マスター

のみ変更できます．グループリーダやメンバーによる変更はできません） 

 シナリオタイトル*： 避難シナリオの内容を表す短い名前（例．○○地区地震避難訓練） 

 作成メンバー*： 避難シナリオを作成（編集）できるメンバー（選択肢から選びます） 

   ・自分のみ： 自分しか作成できません 

   ・所属グループ： 「グループ」で選択されているグループ（自分が所属しているグループ）のメンバーしか 

作成できません 

   ・所属コミュニティ： 「コミュニティ」で選択されているコミュニティ（自分が所属しているコミュニティ）のメン 

バーしか作成できません 

   ・全体： ゲストを除くユーザ全員が作成できます 

 キーワード１*： 避難シナリオの内容をもっともよく表すキーワード（選択肢から選びます） 

   ・地震，津波，豪雨・豪雪，台風，洪水，土砂災害，火災，強風・竜巻，犯罪，交通事故，災害全般，その 

    他 

 キーワード２： 画像素材の内容を表すキーワード（選択肢から選びます） 

 キーワード３： 画像素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 キーワード４： 画像素材の内容を表すキーワード（文字を入力します） 

 訓練実施期間*： 避難訓練を実施する期間（開始と終了の日時） 

 参加者*： 避難シナリオによる避難訓練に参加できるメンバー（選択肢から選びます） 

   ・自分のみ： 自分しか避難訓練に参加できません（自分しか避難シナリオをダウンロードできません） 

   ・所属グループ： 「グループ」で選択されているグループ（自分が所属しているグループ）のメンバーしか 

避難訓練に参加できません 

   ・所属コミュニティ： 「コミュニティ」で選択されているコミュニティ（自分が所属しているコミュニティ）のメン 

バーしか避難訓練に参加できません 

 全体： ゲストを除くユーザ全員が避難訓練に参加できます 

 対象者： 避難シナリオの訓練対象者（例．小学校高学年） 

 対象地域： 避難シナリオの舞台となる地域（例．○○市○○地区） 

 説明： 避難シナリオの説明（複数行の入力可） 

7. 項目を入力し終えたら，“登録”ボタンをクリックします． 

8. 別ウィンドウに「シナリオを登録しますが，よろしいですか？」と表示されるので，登録するなら，“OK”ボタンをクリックし

ます．（登録しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
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5.4.2 避難シナリオを編集または削除する 

 避難シナリオを選択する 

1. 避難シナリオが一覧表示された状態にします．[図 5.4.2] 

一覧表示の切り替えについて 

 

検索結果の件数の下に表示されているリンクをクリックすると，表示が切り替わります． 

 “< First”： 登録された避難シナリオの先頭部分にあるシナリオを表示 

 “<”： 現在表示している避難シナリオの１つ前の部分にあるシナリオを表示 

 “>”： 現在表示している避難シナリオの１つ後の部分にあるシナリオを表示 

 “Last >”： 登録された避難シナリオの最後部分にあるシナリオを表示 

 “数字”： 部分ごとに避難シナリオを表示 

2. 編集したい避難シナリオのタイトルリンクをクリックします． 

3. 避難シナリオ作成画面に，作成途中の避難シナリオが図で表示されます（避難シナリオを俯瞰できます）．[図

5.4.4] 

4. 避難シナリオを編集していきます．（編集の方法については，5.4.3 をご覧ください） 

 避難シナリオの属性を編集する 

1. 避難シナリオを選択して，避難シナリオ作成画面右上の“参照”ボタンをクリックします．[図 5.4.4] 

2. 避難シナリオの属性（情報）とともに，“完成（公開）”，“削除”，“編集”，“戻る”ボタンが表示されています．[図

5.4.5] 

 
図 5.4.4 避難シナリオの俯瞰 

 
 

 
図 5.4.5 避難シナリオの編集画面 
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編集用ボタンについて 

 

編集用ボタンの状態（有効／無効）は，表示している避難シナリオの属性によって異なります． 

 “完成（公開）”： このボタンをクリックすると，参加者に指定されたユーザが避難シナリオをダウンロード 

   できるようになります（“非公開”ボタンに表示が変わります）．自分が登録した避難シナリオに対して有効 

なボタンです． 

 “非公開”： このボタンをクリックすると，自分以外のユーザが避難シナリオをダウンロードできないように 

   なります（“完成（公開）”ボタンに表示が変わります）． 

 “削除”： このボタンをクリックすると，避難シナリオが削除されます．自分が登録した避難シナリオに対し 

てだけ有効なボタンです．所属するコミュニティのマスターやグループリーダも有効です． 

 “編集”： このボタンをクリックして，避難シナリオの属性を編集（変更）します．自分が登録した避難シナ 

リオに対してだけ有効なボタンです． 

 “戻る”： 避難シナリオの一覧表示に戻ります． 

3. “編集”ボタンをクリックすると，避難シナリオ編集ページ（避難シナリオ登録ページと同じ）が表示されます．（編集

しない時は，“戻る”ボタンをクリックします）．[図 5.4.3] 

4. 項目を編集したら，“更新”ボタンをクリックします． 

5. 別ウィンドウに「シナリオを更新しますが，よろしいですか？」と表示されるので，更新するなら，“OK”ボタンをクリッ

クします．（送信しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

5.4.3 シーンを作成する 

シーンには，通常シーン，移動シーン，割込シーンがあります．避難シナリオでは主に，いくつかの通常シーン（場所）で

困難な状況が発生することを想定します． 

 作成するシーンを選ぶ 

1. 避難シナリオ作成画面を表示させます． 

2. 避難シナリオ作成画面の左上に“キャンバス”タブと“マップ”タブがあります．まずは，“キャンバス”タブをクリックし

ます．[図 5.4.4] 

3. 新規作成であれば，空白のシーン作成キャンバスが表示されます．編集（作成再開）であれば，前回作成（保存）

した避難シナリオが表示されます． 

4. キャンバスの何も描かれていない部分にマウスカーソルを合わせて，右クリックします． 

5. “通常シーン作成”，“移動シーン作成”，“割込シーン作成”を選択できるポップアップメニューが表示されます．

[図 5.4.6] 

6. 作成したいシーンにマウスのカーソルを合わせて，左クリックします． 

 
 

 
図 5.4.6 シーン作成ポップアップメニュー 

 
 

 通常シーン 

通常シーンは，場所に対応づけられるもっとも一般的なシーンです． 

1. ポップアップメニューから“通常シーン”を選択すると，通常シーン作成ウィンドウが表示されます．[図 5.4.7] 

2. 通常シーンを登録するために，“シーン名”と“シーン認識（センサ）”の項目を入力します． 

通常シーンの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 シーン名*： 通常シーンを表す名前（例．「地震発生」） 

 シーン認識（センサ）： 通常シーン（場所）の認識方法 

 なし： 手動で操作して場所を認識する（指定の場所に到着したらボタンをクリックする） 

 GPS： GPSで自動的に場所を認識する 
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 NFC： NFC タグを読み取って場所を認識する 

 カメラ： 携帯情報端末のカメラを使って場所を認識する 

3. “シーン認識（センサ）”で“GPS”を選択すると，“領域選択”ボタンが表示されます． 

4. “領域選択”ボタンをクリックすると，別ウィンドウにマップ（Googleマップ）が表示されます．[図 5.4.8] 

5. 以下のようにして，マップ上でシーンの場所（四角で囲まれた領域）を指定します． 

① マップ上でマウスの左ボタンを押したままマウスカーソルを動かし（つまり，左ドラッグし），マップを動かしま

す． 

② シーン（場所）の隅のひとつにマウスカーソルを合わせます． 

③ マウスの右ボタンを押したまま，（対角線上の）隅までマウスカーソルを動かして，右ボタンを離します（つまり，

右ドラッグします）． 

④ マップ上に赤い領域が描画され，“選択場所”欄に領域付近の住所が入力されます．また，領域の左下と右

上の緯度・経度も表示されます． 

⑤ 必要であれば，住所を別の名称で上書きします（例．「○○ビル」）． 

⑥ 領域の緯度・経度と選択場所が入力された状態で，“選択完了”ボタンをクリックします． 

⑦ シーンの場所指定に不備がなければ，領域選択ウィンドウが消えます．（領域選択をやめるときは，“キャン

セル”ボタンをクリックします） 

6. “シーン名”と“シーン認識（センサ）”を入力した状態で，“登録”ボタンをクリックします． 

7. カット作成キャンバスが灰色から白色に変わり，シーンの中にカットを作成（配置）できるようになります．また，作

成した通常シーン（通常シーンコンポネント）がキャンバスに表示されます．[図 5.4.9] 

8. “次シーン”プルダウンメニューから，次のシーン（移動シーン）に進む条件を選択します．カットを作成した後で選

択しても構いません．[図 5.4.7] 

 

次シーン： 次のシーンへの進み方 

 

 ボタンを押して進む（→1）： 次のシーンが１つで，そのシーンに手動で（ボタンを押して）進む 

 即座に進む（→1）： 次のカットが１つで，そのシーンに自動的に（即座に）進む 

 スコアに応じて進む（→2）： 次の移動シーンが２つで，指定したスコア以上か未満かによって異なるシーン

に進む 

 カット履歴に応じて進む（→n）： 次の移動シーンが１つ以上で，現在のシーン内のどのカットに入ったか（訪

問済みか）によって異なる移動シーンに進む 

 シーン履歴に応じて進む（→n）： 次の移動シーンが１つ以上で，これまでにどのシーンに入ったか（訪問済

みか）によって異なるシーンに進む 

 なし（終端）： 次のシーンがなく，避難シナリオ（避難訓練）を終える 

9. シーンやその中のカットを更新したときは，“登録”ボタンをクリックします． 

 作成をやめるときは，“キャンセル”ボタンをクリックします． 

 作成したカットをすべて削除するときは，“カット全クリア”ボタンをクリックします．別ウィンドウに「作成したカットを

全クリアしますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（削除しない時は，“キャンセル”

ボタンをクリックします） 
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図 5.4.7 通常シーン作成ウィンドウ 

 
 
 
 
 

 
図 5.4.8 通常シーン領域選択用マップ 

 
 
 

 
図 5.4.9 移動シーンコンポネント 
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 移動シーン 

移動シーンは，通常シーンと通常シーンの間，つまり場所から場所への移動に対応づけられます．移動中にデジタル

マップを表示したり，BGMを流したりできます． 

1. ポップアップメニューから“移動シーン”を選択すると，移動シーン作成ウィンドウが表示されます．[図 5.4.10] 

2. 移動シーンを登録するために，いくつかの項目を入力します． 

 
 

 
図 5.4.10 移動シーン作成ウィンドウ 

 
 

 
 

図 5.4.11 移動シーンでのマップ選択 
 
 
 
 

移動シーンの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 シーン名*： 移動シーンを表す名前（例．「高台に向かって逃げよう！」） 

 カット名： カットを表す名前（移動シーンにカットは１つしかありません） 

 BGM/効果音： 移動シーンで BGMや効果音を再生するために，音声コンテンツ（公開状態のもの）を選

択します． 

 “選択クリア”ボタン： 選択した音声コンテンツを取り消します． 

 検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

 “検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

検索された音声の“選択”ボタンをクリックして，音声コンテンツを選択します． 

 ・マイ音声： 自分が登録した音声コンテンツを探したいとき 

 ・音声名： 検索文字を含む音声コンテンツを探したいとき 

 ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の音声コンテンツを探したいとき 

 ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する音声コンテンツを探したいとき 

 ・グループ： 文字列を含むグループに属する音声コンテンツを探したいとき 

 ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた音声コンテンツを探したいとき 

 ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた音声コンテンツを探したいとき 
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 ループ： 選択した音声コンテンツをループ（繰り返し）再生するかどうか 

 メッセージ： 移動シーンで表示するメッセージ 

 分類： 移動シーンで表示させる情報 

 メッセージのみ： “メッセージ”欄に入力した内容を表示 

 マップ： マップを表示（２つの表示方法がある）[図 5.4.11] 

    ・現在位置（GPS利用）： マップに現在位置を重ねて表示したいとき（GPS搭載携帯情報端末 

のみ有効） 

・場所指定： 指定した場所を中心としたマップを表示したいとき 

・地図： 別ウィンドウにマップが表示されるので，左クリックで場所を指定する（通常シーンの場所 

（領域選択）の方法を参考にしてください）[図 5.4.12] 

 画像： 選択した画像を表示[図 5.4.13] 

    ・“選択クリア”ボタン： 選択した画像コンテンツを取り消します． 

       ・検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

      ・“検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

      検索された画像の“選択”ボタンをクリックして，画像を選択します． 

          ・マイ画像： 自分が登録した画像コンテンツを探したいとき 

          ・画像名： 検索文字を含む画像を探したいとき 

          ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の画像コンテンツを探したいとき 

          ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する画像コンテンツを探したいとき 

          ・グループ： 文字列を含むグループに属する画像コンテンツを探したいとき 

          ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた画像コンテンツを探したいとき 

          ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた画像コンテンツを探したいとき 

 Web： 指定したWebページ（URL）を表示[図 5.4.14] 

    ・URL： 表示する URLを入力します（例．http://yattosar.net） 

 次シーン： 次のシーン（通常シーン）への進み方 

 ボタンを押して進む（→1）： 次のシーンが１つの通常シーンで，そのシーンに手動で（ボタンを押して）進

む 

 到着したら自動的に進む（→n）： 次のシーンが１つ以上の通常シーンで，GPS を使って自動的にシー

ンを認識する 

 NFC タグを読み込んだら進む（→n）： 次のシーンが１つ以上の通常シーンで，NFC タグを読み取って

場所を認識するとき 

 指定されたものをカメラで撮影したら進む（→n）： 次のシーンが１つ以上の通常シーンで，携帯情報端

末のカメラを使って場所を認識するとき 

3. 項目を入力したら，“登録”ボタンをクリックします． 

4. 移動シーン作成ウィンドウが消え，作成した移動シーン（移動シーンコンポネント）がキャンバスに表示されます．

[図 5.4.15] 

 作成をやめるときは，“キャンセル”ボタンをクリックします． 
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図 5.4.12 移動シーンでのマップ位置指定 

 
 

 
図 5.4.13 移動シーンでの画像選択 

 
 

 
図 5.4.14 移動シーンでの Webページ指定 

 
 

 
図 5.4.15 通常シーンコンポネント 

 割込シーン 

割込シーンは，時間に対応づけられます．指定時刻やシーンからの経過時間などにより強制的に割込シーンに進ま

せることができます． 

1. ポップアップメニューから“割込シーン”を選択すると，割込シーン作成ウィンドウが表示されます．[図 5.4.16] 

2. 割込シーンを登録するために，いくつかの項目を入力します． 

割込シーンの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

  シーン名*： 割込シーンを表す名前（例．「余震だ！」） 

  割り込み条件*： 割り込みが発生する条件 

    ・経過時間： あるシーンからの経過時間（秒）を指定して割込シーンを発生させます．[図 5.4.17] 

       ・シーン： 経過時間の基準となるシーンを指定します．作成済みの通常シーンか移動シーンを 

選択できます． 

       ・経過時間： 選択したシーンから何秒後に割込シーンを発生させるかを入力します． 

 時刻： 指定した時刻（日時）に割込シーンを発生させます．[図 5.4.18] 
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    ・選択肢から年月日と時分を入力します． 

3. 項目を入力したら，“登録”ボタンをクリックします． 

4. カット作成キャンバスが灰色から白色に変わり，シーンの中にカットを作成（配置）できるようになります．また，作

成した割込シーン（割込シーンコンポネント）がキャンバスに表示されます．[図 5.4.19] 

5. “次シーン”プルダウンメニューから，次のシーンに進む条件を選択します．カットを作成した後で選択しても構い

ません．[図 5.4.16] 

次シーン： 次のシーン（通常シーンまたは移動シーン）への進み方 

 

 ボタンを押して進む（→1）： 次のシーンが１つのシーン（通常シーンまたは移動シーン）で，そのシーンに手

動で（ボタンを押して）進む 

 即座に進む（→1）： 次のシーンが１つのシーン（通常シーンまたは移動シーン）で，そのシーンに自動的に

（即座に）進む 

 なし（終端）： 次のシーンがなく，避難シナリオ（訓練訓練）を終える 

6. シーンやその中のカットを更新したときは，“登録”ボタンをクリックします． 

 作成をやめるときは，“キャンセル”ボタンをクリックします． 

 作成したカットをすべて削除するときは，“カット全クリア”ボタンをクリックします．別ウィンドウに「作成したカットを

全クリアしますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 

 

 

 

図 5.4.16 割込シーン作成ウィンドウ 

 

 

図 5.4.17 割込シーンの経過時間条件 
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図 5.4.18 割込シーンの時刻条件 

 

 

図 5.4.19 割込シーンコンポネント 

5.4.4 シーンを編集または削除する 

 編集する 

o 通常シーン 

1. シーン作成キャンバスに表示されている通常シーン（通常シーンコンポネント）の“▼”をクリックします．

[図 5.4.9] 

2. 通常シーン作成ウィンドウが表示されます． 

3. 通常シーンを編集（変更）したら，“変更”ボタンをクリックします．（編集の方法は，通常シーン作成の

方法と同じです） 

編集（変更）しないときは，“キャンセル”ボタンをクリックします．  

o 移動シーン 

1. シーン作成キャンバスに表示されている移動シーン（移動シーンコンポネント）の“▼”をクリックします．

[図 5.4.15] 

2. 移動シーン作成ウィンドウが表示されます． 

3. 移動シーンを編集（変更）したら，“変更”ボタンをクリックします．（編集の方法は，移動シーン作成の

方法と同じです） 

編集（変更）しないときは，“キャンセル”ボタンをクリックします．  

o 割込シーン 

1. シーン作成キャンバスに表示されている割込シーン（割込シーンコンポネント）の“▼”をクリックします．

[図 5.4.19] 

2. 割込シーン作成ウィンドウが表示されます． 

3. 割込シーンを編集（変更）したら，“変更”ボタンをクリックします．（編集の方法は，割込シーン作成の

方法と同じです） 

編集（変更）しないときは，“キャンセル”ボタンをクリックします．  

 削除する 

o 通常シーン 

1. 通常シーンを削除するときは，通常シーンコンポネントの“×”をクリックします．[図 5.4.9] 

2. 別ウィンドウに「データを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックしま

す．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

o 移動シーン 

1. 移動シーンを削除するときは，移動シーンコンポネントの“×”をクリックします．[図 5.4.15] 

2. 別ウィンドウに「データを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックしま

す．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

o 割込シーン 

1. 割込シーンを削除するときは，通常シーンコンポネントの“×”をクリックします．[図 5.4.19] 

2. 別ウィンドウに「データを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックしま

す．（削除しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
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5.4.5 カットを作成する 

カットは通常シーンと割込シーンに１つ以上必要で，コンテンツを表示する役割をもっています（移動シーンには固定のカ

ットが１つだけあります）．  

1. カット作成キャンバスの何も描かれていない部分にマウスカーソルを合わせて，右クリックします． 

2. ポップアップメニューから“カット作成”を選択します．[図 5.4.20] 

3. 表示されたカット作成ウィンドウで，いくつかの項目を入力します．[図 5.4.21] 

 

図 5.4.20 カット作成ポップアップメニュー 

 

 

図 5.4.21 カット作成ウィンドウ 
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カットの属性（入力項目）について 

 

* は必須項目です． 

 カット名： カットを表す名前（例．「どこに逃げる？」」 

 センサ： カットに入る条件として採用されるセンサ 

 センサ値： カットに入るためのセンサの値 

 BGM/効果音： カットでBGMや効果音を再生するために，音声コンテンツ（公開状態のもの）を選択しま

す 

 “選択クリア”ボタン： 選択した音声コンテンツを取り消します． 

 検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

 “検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

検索された音声の“選択”ボタンをクリックして，音声コンテンツを選択します． 

   ・マイ音声： 自分が登録した音声コンテンツを探したいとき 

   ・音声名： 検索文字を含む音声コンテンツを探したいとき 

   ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の音声コンテンツを探したいとき 

   ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する音声コンテンツを探したいとき 

   ・グループ： 文字列を含むグループに属する音声コンテンツを探したいとき 

   ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた音声コンテンツを探したいとき 

   ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた音声コンテンツを探したいとき 

 ループ： 選択した音声コンテンツをループ（繰り返し）再生するかどうか 

 メッセージ： カットで表示するメッセージ 

 分類： カットで表示させる情報またはコンテンツ 

 メッセージのみ： “メッセージ”欄に入力した内容を表示 

 選択肢： 質問やクイズを表示するコンテンツ[図 5.4.22] 

・制限時間： 選択回答までの制限時間（10秒～300秒．10秒ごと） 

・制限無し： 制限時間を設定しないときにチェックを入れます 

・選択肢数： 回答選択肢の数（2～10） 

・選択肢： 回答選択肢として表示する内容（文字を入力します） 

・正解： 正解の選択肢にチェックを入れます 

・スコア： 回答に対するスコア（半角数字を入力します．マイナスの値も入力できます） 

 画像： 選択した画像を表示[図 5.4.23] 

 “選択クリア”ボタン： 選択した画像コンテンツを取り消します． 

 検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

 “検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

検索された画像の“選択”ボタンをクリックして，画像コンテンツを選択します[図 5.4.24] 

  ・マイ画像： 自分が登録した画像コンテンツを探したいとき 

   ・画像名： 検索文字を含む画像コンテンツを探したいとき 

   ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の画像コンテンツを探したいとき 

   ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する画像コンテンツを探したいとき 

   ・グループ： 文字列を含むグループに属する画像コンテンツを探したいとき 

   ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた画像コンテンツを探したいとき 

   ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた画像コンテンツを探したいとき 

 動画： 選択した動画を表示[図 5.4.25] 

 “選択クリア”ボタン： 選択した動画コンテンツを取り消します． 

 検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

 “検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

検索された動画の“選択”ボタンをクリックして，動画コンテンツを選択します[図 5.4.26] 

   ・マイ動画： 自分が登録した動画コンテンツを探したいとき 

   ・動画名： 検索文字を含む動画を探したいとき 

   ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）の動画コンテンツを探したいとき 

   ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属する動画コンテンツを探したいとき 

   ・グループ： 文字列を含むグループに属する画像コンテンツを探したいとき 

   ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられた動画コンテンツを探したいとき 

   ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられた動画コンテンツを探したいとき 
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 スライド： 選択したスライドコンテンツを表示[図 5.4.27] 

 “選択クリア”ボタン： 選択したスライドコンテンツを取り消します． 

 検索文字入力欄： 検索の手がかりとなる検索文字 

 “検索”ボタン： クリックすると検索結果が表示されます 

検索されたスライドの“選択”ボタンをクリックして，スライドコンテンツを選択します[図 5.4.28] 

  ・マイスライド： 自分が登録したスライドコンテンツを探したいとき 

   ・スライド名： 検索文字を含むスライドを探したいとき 

    ・作成者： 検索文字を含む作成者（登録者）のスライドコンテンツを探したいとき 

   ・コミュニティ： 文字列を含むコミュニティに属するスライドコンテンツを探したいとき 

   ・グループ： 文字列を含むグループに属するスライドコンテンツを探したいとき 

   ・キーワード： 文字列を含むキーワードが付けられたスライドコンテンツを探したいとき 

   ・カテゴリ： 文字列を含むカテゴリが付けられたスライドコンテンツを探したいとき 

 Web： 指定したWebページ（URL）を表示[図 5.4.29] 

 次カット： 次のカットへの進み方 

 ボタンを押して進む（→1）： 次のカットが１つで，そのカットに手動で（ボタンを押して）進む 

 即座に進む（→1）： 次のカットが１つで，そのカットに自動的に（即座に）進む 

 時間が経過したら進む（→1）： 次のカットが１つで，現在のカットに入ってから指定の時間（秒）が経過し

たら次のカットに進む 

 スコアに応じて進む（→2）： 次のカットが２つで，指定したスコア以上か未満かによって異なるカットに進

む 

 選択肢の正誤に応じて進む（→3）： 次のカットが２または３つで，選択肢の正誤（または回答時間切れ）

によって異なるカットに進む 

 選んだ選択肢に応じて進む（→n）： 次のカットが１つ以上で，どの選択肢を選んだかによって異なるカッ

トに進む 

 カット履歴に応じて進む（→n）： 次のカットが１つ以上で，そのシーン内でどのカットに入ったか（訪問済

みか）によって異なるカットに進む 

 シーン履歴に応じて進む（→n）： 次のカットが１つ以上で，これまでにどのシーンに入ったか（訪問済み

か）によって異なるカットに進む 

 なし（終端）： 次のカットがなく，現在のシーンを終えるとき 

4. 項目を入力したら，“登録”ボタンをクリックします． 

5. カット作成ウィンドウが消え，作成したカット（カットコンポネント）がカット作成キャンバスに表示されます．[図 5.4.30] 
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図 5.4.22 カットでの選択肢入力 

 

 

 

 

図 5.4.23 カットでの画像選択 

 

図 5.4.24 画像コンテンツ検索結果 
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図 5.4.25 カットでの動画選択 

 

 

 

 

図 5.4.26 動画コンテンツ検索結果 
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図 5.4.27 カットでのスライド選択 

 

 

図 5.4.28 スライドコンテンツ検索結果 

 

 

図 5.4.29 カットでの Webページ指定 
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5.4.6 カットを編集または削除する 

 編集する 

1. カット作成キャンバスに表示されているカット（カットコンポネント）の“▼”をクリックします．[図 5.4.30] 

2. カット作成ウィンドウが表示されます． 

3. カットを編集（変更）したら，“変更”ボタンをクリックします．（編集の方法は，カット作成の方法と同じです） 

編集（変更）しないときは，“キャンセル”ボタンをクリックします．  

4. 次カットへ進む条件が変更されたときは，別ウィンドウに「条件が変更されています．既に登録した条件は自動的

に削除されますが，よろしいですか？」と表示されるので，変更するなら，“OK”ボタンをクリックします．条件を変

更すると，以前に設定していたカット間のつながり（矢印）は削除されます．（変更しない時は，“キャンセル”ボタ

ンをクリックします） 

 削除する 

1. カットを削除するときは，カットコンポネントの“×”をクリックします．[図 5.4.30] 

2. 別ウィンドウに「データを削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．カットを

削除すると，以前に設定していた（そのカットを含む）カット間のつながり（矢印）は削除されます．（削除しない時

は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
 

 
図 5.4.30 カットコンポネント 

5.4.7 カットを組み立てる 

カットを組み立てることは，複数のカット（コンテンツ）をつなげて，災害の一場面（状況）を表現する作業といえます．  

 開始カットを設定する 

複数のカットから開始カットを１つ選んで決めます．  

1. カット作成キャンバスを表示させます． 

2. 開始カットにしたいカット（カットコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を右クリックします． 

3. “開始カットに設定”ポップアップメニューが表示されます．[図 5.4.31] 

4. マウスカーソルを“開始カットに設定”に合わせて左クリックすると，そのカットが開始カットに設定されます．[図

5.4.32] 

5. 開始カットを変更したいときは，開始カットにしたい別のカットに対して，上記のように操作します． 

 

“次カット”で選択された条件によって，次のカットのつなげ方（矢印の張り方）が異なってきます．  

 

 
図 5.4.31 開始カットの設定 

 

 
図 5.4.32 開始カットの設定されたカット 

 

 ボタンを押して進む（→1） 

“ボタンを押して進む”条件は，次のカットが１つで，「そのカットに手動で（ボタンを押して）進ませたい」ときに選択さ

れます．カットのつなぎ方は，１対１（現在のカット→１つのカット）になります．  

o カットをつなげる 

1. カット作成キャンバスを表示させます． 

2. 矢印元となるカット（カットコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を左クリックします．（マウスカーソ

ルをタイトルに乗せると，そのカットで選択されている条件が表示されます）[図 5.4.33] 

3. 矢印元のカットを選択すると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 
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4. 矢印先となるカットのタイトル部分をクリックします．（矢印をつなげないときは，カット作成キャンバスの

空白部分（カットコンポネント以外の部分）をクリックします） 

5. 矢印（矢印元カットから矢印先カットへ）が表示されます．（カットコンポネントの位置を動かしても，矢

印はつながったまま表示されています）[図 5.4.34] 

6. カットコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示され

ます．“条件：表示しない”をクリックすると，矢印上の条件の表示が消えます（矢印自体は消えませ

ん）．（表示された条件コンポネントは，マウスのドラッグ操作で位置を変更することができます）[図

5.4.35] 

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（削除

しない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 

    

 
図 5.4.33 カットコンポネントと条件表示 

 

 

 
図 5.4.34 カットをつなぐ矢印 

 

 

 
図 5.4.35 カット条件の表示／非表示 
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 即座に進む（→1） 

“即座に進む”条件は，次のカットが１つで，「そのカットに自動的に（即座に）進ませたい」ときに選択されます．カッ

トのつなぎ方は，１対１（現在のカット→１つのカット）になります．  

o カットをつなげる 

 “ボタンを押して進む”条件のときと同じ操作になります． 

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 時間が経過したら進む（→1） 

“時間が経過したら進む”条件は，次のカットが１つで，「現在のカットに入ってから指定の時間（秒）が経過したら次

のカットに進ませたい」ときに選択されます．カットのつなぎ方は，１対１（現在のカット→１つのカット）になります．  

o カットをつなげる 

1. 条件コンポネントを表示させるまでは，“ボタンを押して進む”や“即座に進む”条件のときと同じ操作

になります． 

2. 条件コンポネントの“▼”をクリックします．[図 5.4.36] 

3. 条件コンポネント内に“時間”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．（“▲”をクリックすれ

ば，もとの条件コンポネントの表示に戻ります）[図 5.4.37] 

4. “時間”プルダウンメニューから経過時間を選択し，“確定”ボタンをクリックします． 

5. 経過時間が確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

6. 経過時間を変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 
図 5.4.36 条件コンポネント 

 

 

 
図 5.4.37 “時間が経過したら進む”条件の設定 
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 スコアに応じて進む（→2） 

“スコアに応じて進む”条件は，次のカットが２つで，「指定したスコア以上か未満かによって異なるカットに進ませた

い」ときに選択されます．カットのつなぎ方は，１対２（現在のカット→２つのカット）になります．  

o カットをつなげる 

1. カット作成キャンバスを表示させます． 

2. 矢印元となるカット（カットコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を左クリックします． 

3. 矢印元のカットを選択すると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. スコアによる場合分けのための基準スコア（「以上ならば」）を設定する，矢印先となるカットのタイトル

部分をクリックします． 

5. 矢印（矢印元カットから矢印先カットへ）が表示されます． 

6. カットコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示され

ます． 

7. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

8. 条件コンポネント内に“スコア”欄と“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.38] 

9. 基準スコア（マイナスの値も可）を“スコア”欄に入力し，“確定”ボタンをクリックします． 

10. 基準スコアが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

11. 同様の操作で，もうひとつのカット（「未満ならば」）に矢印をつなげます．すでに条件（基準スコア）が

決まっているので，もうひとつの条件は自動的に決まっています． [図 5.4.39] 

12. 基準スコアを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

13. 場合分けを変更したい（例．「以上ならば」と「未満ならば」の矢印先カットを変更したい）ときは，条件

コンポネントの“×”をクリックして，つながりを削除し，再度カットをつなげます． 

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

     
図 5.4.38 “スコアに応じて進む”条件の設定 

 

 

図 5.4.39 “スコアに応じて進む”条件の表示 
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 選択肢の正誤に応じて進む（→3） 

“選択肢の正誤に応じて進む”条件はカット分類が“選択肢”であるカットを対象に，次のカットが２または３つで，

「選択肢の正誤（または回答時間切れ）によって異なるカットに進ませたい」ときに選択されます．カットのつなぎ方

は，１対２または３（現在のカット→２または３つのカット）になります．  

o カットをつなげる 

1. カット作成キャンバスを表示させます． 

2. カット分類が“選択肢”の矢印元となるカット（カットコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を左クリ

ックします． 

3. 矢印元のカットが選択できると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. 矢印先となるカットのタイトル部分をクリックします． 

5. 矢印（矢印元カットから矢印先カットへ）が表示されます． 

6. カットコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示され

ます． 

7. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

8. 条件コンポネント内に“正誤”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.40] 

9. “正誤”プルダウンメニューから“正解”，“不正解”，“時間切れ”のいずれかを選択し，“確定”ボタンを

クリックします． 

10. 正誤による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

11. 同様の操作で，別のカットに矢印をつなげ，残りの正誤による場合分けを確定します． 

12. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※正誤の場合分けを重複させたり（“正解”や“不正解”のときの矢印先カットが２つ以上あったり），正

誤のどちらか一方だけに矢印先カットがあったり，回答制限時間がないにも関わらず“時間切れ”で場

合分けてしまうと，避難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 

 

図 5.4.40 “選択肢の正誤に応じて進む”条件の設定 

 選んだ選択肢に応じて進む（→n） 

“選んだ選択肢に応じて進む”条件はカット分類が“選択肢”であるカットを対象に，次のカットが１つ以上で，「どの選

択肢（“時間切れ”を含む）を選んだかによって異なるカットに進ませたい」ときに選択されます．カットのつなぎ方は，

１対多（現在のカット→１つ以上のカット）になります．  

o カットをつなげる 

1. カット作成キャンバスを表示させます． 

2. カット分類が“選択肢”の矢印元となるカット（カットコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を左クリ

ックします． 

3. 矢印元のカットが選択できると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. 矢印先となるカットのタイトル部分をクリックします． 

5. 矢印（矢印元カットから矢印先カットへ）が表示されます． 

6. カットコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示され

ます． 

7. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 
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8. 条件コンポネント内に“選択肢”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.41] 

9. “選択肢”プルダウンメニューから，矢印元カットで作成した選択肢または“時間切れ”のいずれかを選

択し，“確定”ボタンをクリックします． 

10. 選択肢による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

11. 同様の操作で，別のカットに矢印をつなげ，残りの選択肢による場合分けを確定します． 

12. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※異なる選択肢でも同じカットを矢印先にすることができます（例．“不正解”か“時間切れ”であれば，

同じ次のカットに訪問させる）． 

※選択肢に対応する矢印先カットがなかったり，回答制限時間がないにも関わらず“時間切れ”で場

合分けてしまうと，避難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. カット間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 

 カット履歴に応じて進む（→n） 

“カット履歴に応じて進む”条件は次のカットが１つ以上で，「そのシーン内でどのカットに入ったか（訪問済みか）に

よって異なるカットに進ませたい」ときに選択されます．カットのつなぎ方は，１対多（現在のカット→１つ以上のカット）

になります．  

o カットをつなげる 

1. カットコンポネントを表示させるまでは，“選んだ選択肢に応じて進む”条件のときと同じ操作になりま

す． 

2. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

3. 条件コンポネント内に“カット”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.42] 

4. “カット”プルダウンメニューから，そのシーン内のカットのいずれかを選択し，“確定”ボタンをクリックし

ます． 

5. カット履歴による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

6. 同様の操作で，別のカットに矢印をつなげ，残りのカット履歴による場合分けを確定します． 

7. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※異なる訪問済みカットでも同じカットを矢印先にすることができます． 

※訪問済みカットに対応する矢印先カットがなかったり，訪問不可能なカットで場合分けてしまうと，避

難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. “選んだ選択肢に応じて進む”条件のときと同じ操作になります． 

   

図 5.4.41 “選んだ選択肢に応じて進む”条件の設定 
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図 5.4.42 “カット履歴に応じて進む”条件の設定 

 

図 5.4.43 “シーン履歴に応じて進む”条件の設定 

 シーン履歴に応じて進む（→n） 

“シーン履歴に応じて進む”条件は次のカットが１つ以上で，「これまでにどのシーンに入ったか（訪問済みか）によ

って異なるカットに進ませたい」ときに選択されます．カットのつなぎ方は，１対多（現在のカット→１つ以上のカット）

になります．  

o カットをつなげる 

1. カットコンポネントを表示させるまでは，“選んだ選択肢に応じて進む”や“カット履歴に応じて進む”条

件のときと同じ操作になります． 

2. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

3. 条件コンポネント内に“シーン”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.43] 

4. “シーン”プルダウンメニューから，作成済みシーンのいずれかを選択し，“確定”ボタンをクリックしま

す． 

5. シーン履歴による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

6. 同様の操作で，別のカットに矢印をつなげ，残りのシーン履歴による場合分けを確定します． 

7. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※異なる訪問済みシーンでも同じカットを矢印先にすることができます． 

※訪問済みシーンに対応する矢印先カットがなかったり，訪問不可能なシーンで場合分けてしまうと，

避難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. “選んだ選択肢に応じて進む”や“カット履歴に応じて進む”条件のときと同じ操作になります． 

シーン内には１つ以上の終端カットが必要になります．  

 終端カットを設定する 
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1. カット作成ウィンドウにおいて，“次カット”で“なし（終端）”を選択します． 

2. 選択したら，“登録”ボタンをクリックします． 

3. カットコンポネントのタイトル部分に「終端」と表示されます．[図 5.4.44] 
 

 

図 5.4.44 終端カットコンポネント 

5.4.8 シーンを組み立てる 

シーンを組み立てることは，複数のシーンをつなげて，場所や時間ごとに災害状況を表現する作業といえます． 

つなげることができるのは，通常シーン→移動シーン，移動シーン→通常シーン，割込シーン→通常シーンです．  

 開始シーンを設定する 

作成した通常シーンまたは移動シーンから開始シーンを１つ選んで決めます．  

1. シーン作成キャンバスを表示させます． 

2. 開始シーンにしたいシーン（シーンコンポネント）のタイトル部分を右クリックします． 

3. “開始シーンに設定”ポップアップメニューが表示されます．[図 5.4.45] 

4. マウスカーソルを“開始シーンに設定”に合わせて左クリックすると，そのシーンが開始シーンに設定されます．

[図 5.4.46] 

5. 開始シーンを変更したいときは，開始シーンにしたい別のシーンに対して，上記のように操作します． 

シーンの種類や“次シーン”で選択された条件によって，次のシーンのつなげ方（矢印の張り方）が異なってきます．  

 ボタンを押して進む（→1） 

“ボタンを押して進む”条件はすべての種類のシーンで選択できます．次のシーンが１つで，「そのシーンに手動で

（ボタンを押して）進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ方は，１対１（現在のシーン→１つのシーン）に

なります．  

o シーンをつなげる 

1. シーン作成キャンバスを表示させます． 

2. 矢印元となるシーン（シーンコンポネント）のタイトル部分を左クリックします．（マウスカーソルをタイトル

に乗せると，そのシーンで選択されている条件が表示されます）[図 5.4.47] 

3. 矢印元のシーンを選択すると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. 矢印先となるシーンのタイトル部分をクリックします．（矢印をつなげないときは，シーン作成キャンバスの空白

部分（シーンコンポネント以外の部分）をクリックします） 

5. 矢印（矢印元シーンから矢印先シーンへ）が表示されます．（シーンコンポネントの位置を動かしても，矢印

はつながったまま表示されています）[図 5.4.48] 

6. シーンコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示されま

す．“条件：表示しない”をクリックすると，矢印上の条件の表示が消えます（矢印自体は消えません）．

（表示された条件コンポネントは，マウスのドラッグ操作で位置を変更することができます）[図 5.4.49] 

o つながりを削除する 

1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします．（削除し

ない時は，“キャンセル”ボタンをクリックします） 
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 図 5.4.45 開始シーンの設定 

 

 

 
図 5.4.46 開始シーンに設定されたシーン 

 

 

 
図 5.4.47 シーンコンポネントと条件表示 

 

 

 
図 5.4.48 シーンをつなぐ矢印 

 

 

 
図 5.4.49 シーン条件の表示／非表示 

 

 即座に進む（→1） 

“即座に進む”条件は通常シーンと割込シーンで選択できます．次のシーンが１つで，「そのシーンに自動的に（即

座に）進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ方は，１対１（現在のシーン→１つのシーン）になります．  

o シーンをつなげる 

 “ボタンを押して進む”条件のときと同じ操作になります． 

o つながりを削除する 
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1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 スコアに応じて進む（→2） 

“スコアに応じて進む”条件は通常シーンで選択できます．次の移動シーンが２つで，「指定したスコア以上か未満

かによって異なる移動シーンに進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ方は，１対２（現在のシーン→２

つの移動シーン）になります．  

o シーンをつなげる 

1. シーン作成キャンバスを表示させます． 

2. 矢印元となるシーン（シーンコンポネント）のタイトル部分（水色の部分）を左クリックします． 

3. 矢印元のシーンを選択すると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. スコアによる場合分けのための基準スコア（「以上ならば」）を設定する，矢印先となるシーンのタイトル

部分をクリックします． 

5. 矢印（矢印元シーンから矢印先シーンへ）が表示されます． 

6. シーンコンポネントの“条件：表示する”をクリックすると，矢印上に条件（条件コンポネント）が表示されま

す． 

7. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

8. 条件コンポネント内に“スコア”欄と“確定”ボタンが表示されます．（“▲”をクリックすれば，もとの条件コ

ンポネントの表示に戻ります）[図 5.4.50] 

9. 基準スコア（マイナスの値も可）を“スコア”欄に入力し，“確定”ボタンをクリックします． 

10. 基準スコアが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

11. 同様の操作で，もうひとつの移動シーン（「未満ならば」）に矢印をつなげます．すでに条件（基準スコア）

が決まっているので，もうひとつの条件は自動的に決まっています． [図 5.4.51] 

12. 基準スコアを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

13. 場合分けを変更したい（例．以上と未満の矢印先カットを変更したい）ときは，条件コンポネントの“×”を

クリックして，つながりを削除し，再度シーンをつなげます． 

o つながりを削除する 

1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 

 
図 5.4.50 “スコアに応じて進む”条件の設定 

 

 
図 5.4.51 “スコアに応じて進む”条件の表示 
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 カット履歴に応じて進む（→n） 

“カット履歴に応じて進む”条件は通常シーンで選択できます．次の移動シーンが１つ以上で，「そのシーン内でど

のカットに入ったか（訪問済みか）によって異なる移動シーンに進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ

方は，１対多（現在の通常シーン→１つ以上の移動シーン）になります．  

o シーンをつなげる 

1. 通常シーンから移動シーンへの条件コンポネントを表示させます． 

2. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

3. 条件コンポネント内に“カット”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.52] 

4. “カット”プルダウンメニューから，そのシーン内のカットのいずれかを選択し，“確定”ボタンをクリックしま

す． 

5. カット履歴による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

6. 同様の操作で，別の移動シーンに矢印をつなげ，残りのカット履歴による場合分けを確定します． 

7. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※異なる訪問済みカットでも同じ移動シーンを矢印先にすることができます． 

※訪問済みカットに対応する矢印先シーンがなかったり，訪問不可能なカットで場合分けてしまうと，避

難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

    
 

図 5.4.52 “カット履歴に応じて進む”条件の設定 

 シーン履歴に応じて進む（→n） 

“シーン履歴に応じて進む”条件は通常シーンで選択できます．次の移動シーンが１つ以上で，「これまでにどのシ

ーンに入ったか（訪問済みか）によって異なる移動シーンに進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ方は，

１対多（現在の通常シーン→１つ以上の移動シーン）になります．  

o シーンをつなげる 

1. 通常シーンから移動シーンへの条件コンポネントを表示させます． 

2. 条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

3. 条件コンポネント内に“シーン”プルダウンメニューと“確定”ボタンが表示されます．[図 5.4.53] 

4. “シーン”プルダウンメニューから，作成済みシーンのいずれかを選択し，“確定”ボタンをクリックしま

す． 

5. シーン履歴による場合分けが確定され，もとの条件コンポネントの表示に戻ります． 

6. 同様の操作で，別の移動シーンに矢印をつなげ，残りのシーン履歴による場合分けを確定します． 

7. 場合分けを変更したいときは，再度，条件コンポネントの“▼”をクリックします． 

※異なる訪問済みシーンでも同じ移動シーンを矢印先にすることができます． 
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※訪問済みシーンに対応する矢印先シーンがなかったり，訪問不可能なシーンで場合分けてしまうと，

避難シナリオが正常に動作しない可能性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

 到着したら自動的に進む（→n） 

“到着したら自動的に進む”条件は移動シーンで選択できます．次の通常シーンが１つ以上で，「場所に対応づけ

られた通常シーンに進ませたい」ときに選択されます．シーンのつなぎ方は，１対多（現在の移動シーン→１つ以上

の通常シーン）になります．  

o シーンをつなげる 

1. シーン作成キャンバスを表示させます． 

2. 矢印元となる移動シーン（シーンコンポネント）のタイトル部分（緑色の部分）を左クリックします 

3. 矢印元の移動シーンを選択すると，マウスカーソルの位置に合わせて矢印が表示されます． 

4. 矢印先となる通常シーンのタイトル部分（水色の部分）をクリックします． 

5. 矢印（矢印元シーンから矢印先シーンへ）が表示され，シーンがつながります．[図 5.4.54] 

6. 同様の操作で，別の通常シーンに矢印をつなげることができます． 

※場所に対応づけられていない通常シーンを矢印先にすると，避難シナリオが正常に動作しない可能

性がありますので注意してください．  

o つながりを削除する 

1. シーン間のつながり（矢印）を削除するときは，条件コンポネントの“×”をクリックします． 

2. 別ウィンドウに「削除しますか？」と表示されるので，削除するなら，“OK”ボタンをクリックします． 

避難シナリオには１つ以上の終端シーンが必要になります．  

 終端シーンを設定する 

1. シーン作成ウィンドウにおいて，“次シーン”で“なし（終端）”を選択します． 

2. 選択したら，“登録”ボタンをクリックします． 

3. シーンコンポネントのタイトル部分に「終端」と表示されます．[図 5.4.55] 
 

 

 

 

 
図 5.4.53 “シーン履歴に応じて進む”条件の設定 
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図 5.4.54 “到着したら自動的に進む”条件の設定 

 

 

 
図 5.4.55 終端シーンコンポネント 

5.4.9 組み立てたシーンをマップ上で確認する 

シーンを組み立てたら，シーンのつながりをマップ上で確認（俯瞰）することができます．通常シーンの場所（領域）が正しく

指定されているかを確認できるだけでなく，場所（領域指定）をマップ上で調整することもできます．  

 

1. 避難シナリオ作成画面を表示させます． 

2. 避難シナリオ作成画面の左上の“マップ”タブをクリックします．[図 5.4.4] 

3. シーンのつながりがマップ上に表示されます．シーンコンポネント，シーン間の矢印に加えて，場所と対応づけられた

通常シーンの場所（領域）が赤枠（半透明）で示されます．[図 5.4.56] 

o 通常シーンの場所を調整するときは，赤枠の辺にマウスカーソルを合わせて，マウスのドラッグ操作で赤枠の

サイズを変更します．（通常シーンの場所を大きく変更する（別の場所に変更する）ときは，シーン編集で新たな場所を

指定します） 

o 通常シーンコンポネント（タイトル部分）をクリックすると，その通常シーンの場所だけが表示されます．[図

5.4.57] 

o 移動シーンと割込シーンのコンポネントの表示位置はマウスのドラッグ操作で変えることができます．（コンポネ

ントの表示位置を変えることで，避難シナリオを確認しやすくできます） 

o マップ右上の“選択領域を全て表示”をクリックすると，すべての通常シーンの場所が赤枠で表示されます．

“選択領域を全て非表示”をクリックすると，すべての通常シーンの場所（赤枠）が消えます．[図 5.4.58] 
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図 5.4.56 シーンのマップ表示 

 

 

 
図 5.4.57 通常シーンの場所（赤枠内） 

 

 

 
図 5.4.58 通常シーンの場所表示の切り替え 
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5.5 避難訓練 

メンバーは，避難シナリオ（組み込まれたコンテンツやスライドも含む）をタブレット端末やスマートフォンにダウンロードし，

防災ヤットサー専用アプリで避難シナリオを読み込むことで ICT活用型避難訓練を実施することができます． 

 防災ヤットサーAndroidアプリは，にアクセスし，「防災ヤットサー」で検索してダウンロードしてください．（2016年

4月 28日現在，Android版のみ） 

専用アプリを使えば，簡単に避難シナリオをダウンロードし，避難訓練を実施できます．防災ヤットサーアプリのマニュアル

は現在作成中です． 

5.5.1 タブレットで実施する 

避難シナリオをダウンロードする方法は次のようになります．PCにダウンロードして，避難シナリオを手動で編集することも

可能です．    

1. メニューアイコンから“やってみよう！”をクリックします． 

2. “ひなん訓練をする”サブメニューにマウスカーソルを合わせます． 

3. その下に表示された“タブレットでする”サブメニューをクリックします．[図 5.5.1] 

4. ダウンロード可能な避難シナリオが一覧表示されます．[図 5.5.2] 

 避難シナリオが多く表示されたときなど，メニューアイコンの下にある検索コンポネントで条件(シナリオタイト

ルなど）を指定して，検索することができます．[図 5.5.3] 

5. 表示された避難シナリオ情報（タイトル，対象者など）を確認します． 

6. 実施したい避難シナリオの“ダウンロード”ボタンをクリックします． 

7. ダウンロードが完了したら，専用アプリでダウンロードした避難シナリオを選択して，避難訓練を実施します． 

 

 
図 5.5.1 避難訓練をする 

 
 

 
図 5.5.2 避難シナリオの一覧表示 

 
 

 
図 5.5.3 避難シナリオの検索 
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5.5.2 避難訓練を振り返る 

現在開発中です．もうしばらくお待ちください． 

 

6. 話し合おう！（開発中） 

 

 

 

 

 
 
 
 

用語集 

ユーザ関係 

防災ヤットサーのユーザにはいくつかの種類があり，できることが異なっています．インターネットにアクセスできる人は誰

でも，防災ヤットサーのユーザになれます． 

ゲスト 

ゲストは防災ヤットサーにログインしないユーザで，全体に公開された防災情報のみ閲覧できます．より多くの防災情報を

閲覧したり ICT活用型避難訓練を実施したい場合は，メンバー登録することをお勧めします． 

メンバー 

メンバーは防災ヤットサーにログインしたユーザです．ゲストよりも多く防災情報を閲覧できるだけでなく，防災情報を投稿

できたりた避難シナリオやそのコンテンツを作成できたりします．メンバーは，マスターが設置したグループおよびコミュニ

ティに所属することになります． 

グループリーダ 

グループリーダはグループのメンバーが投稿した防災情報（公開対象が「自分のみ」のものを除く）などを参照，編集，削

除できます．グループリーダにはグループ内のメンバー１名しかなれず，グループが所属するコミュニティのマスターによっ

て選ばれます． 

運営メンバー 

運営メンバーはマスターに近い権限をもつメンバーで，メンバーの防災情報などを参照できるだけでなく，設定によっては

編集や削除もできます．運営メンバーはマスターによって選ばれます． 

マスター 

マスターは，電子メールアドレスを入力してユーザ登録したユーザです．コミュニティやグループを作成し，グループに所

属するメンバーを登録することもできます（編集や削除もできます）．さらに，メンバーが投稿した防災情報などすべてを閲

覧，編集，削除できます． 
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グループ 

グループは１つのコミュニティに所属し，１名以上のメンバーで構成されます．学校でいえば，クラス（○年○組）やクラス内の

班がグループに該当するでしょう． 

コミュニティ 

コミュニティは比較的大きな集団といえます．１つのコミュニティには複数のグループを登録する（所属させる）ことができま

す．例えば，学校や学年（○○学校○年生），自治会がコミュニティに該当するでしょう． 

防災情報関係 

ユーザはWebブラウザだけでなくスマートフォンやタブレット端末を通じて防災情報を投稿し，ユーザ間で（デジタルマッ

プ上で）共有することができます． 

キーワードとアイコン 

防災情報には，代表的な災害がキーワードとして設定されます．キーワードはアイコンにより視覚的に表され，デジタルマ

ップなどに重ねて表示されます． 

 

                      
                   地震         津波       豪雨・豪雪      台風 

 

                      
洪水       土砂災害       火災       強風・竜巻 

 

                      
犯罪       交通事故      災害全般      その他 

カテゴリ 

防災情報には，その内容を端的に表すカテゴリが設定されます．カテゴリは防災アイコン（キーワード）とともに視覚的に表

され，デジタルマップなどに重ねて表示されます． 

 

危険 

 

危険を指摘するような内容 

被災 

 

被災時の様子などを表す内容 

避難場所 

 

避難場所に関する内容 

安全 

 

安全に貢献するような内容 
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意見 

 

意見を述べるような内容 

疑問 

 

疑問を投げかけるような内容 

その他 

 

その他の内容 

 
 

カテゴリとキーワードを合わせた例 

土砂災害の危険 

 

 

津波の避難場所 

 

一般的な津波避難場所の標識とは異なります 

 

ICT 活用型避難訓練関係 

メンバーは ICT活用型避難訓練（避難シナリオやコンテンツ）を作成したり，スマートフォンやタブレット端末を使って実施

することができます． 

避難シナリオ 

避難シナリオは簡単に言えば，ICT活用型避難訓練に用いる災害・避難想定です．災害が発生してから避難場所へ到着

するまでに発生する，さまざまな状況をつなぎあわせた物語だともいえます． 

スライド 

スライドとは，ICT活用型避難訓練の中で表示される，紙芝居のようなデジタルコンテンツです．複数の画像を切り替えて

表示することで，一連の災害状況を表現します．自動的に画像を切り替えたり，画像に合わせて音声を再生したりできま

す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


