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Development of disaster information collection system using chatbot
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Abstract: When a large-scale disaster occurs, many volunteers devote relief activities to recovery
and reconstruction. Various volunteer groups have been established for disaster response volunteers,
and the National Disaster Volunteer Support Organization Network (JVOAD) coordinates these
groups to work together in the event of a disaster. JVOAD is planning to build a system to collect
information from advance teams that conduct field surveys in the disaster-affected places in order
to plan and coordinate what kind of support should be provided to the site. On the investigation of
the local information at the time of a disaster, the investigate whether digital information could be
collected with location information was also conducted. The Information Technology Disaster
Assistance and Response Team (IT DART), a constituent organization of JVOAD, prototyped the
information collection mechanism. In this system, the advance teams use a chat system (LINE) to
input survey, while a chatbot program chatbot receives and accumulates it in DropBox and creates
an index of data in Google Sheets. This enables to display location information and survey
information on GIS. Through this system ,the back end team can refer the local information
accumulated by advance teams to plan for disaster relief and coordinate among volunteer groups.
In this paper, we report on the development of the information collection system and the trial by
advance teams.
Keywords: Chatbot,災害対策,情報収集
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2.3 デジタルによる調査情報の重要性
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2. 災害時現地調査の体制つくり
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3. システム構成
3.1 システムの基本構成
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発した．

図-2 情報閲覧システム画面
3.3 地図表示システム
地図表示システムは Leaflet を利用した WEB 地
図表示システムとして作成を行った（図-3）．背
景図として地理院タイルの標準地図，淡色地図，
写真，標高図と OpenStreetMap を用意した．
本システムでは地図上に表示する災害情報を
情報閲覧システムのインデックス情報である
図-1 情報投稿システム画面

Google スプレッドシートから直接読み込んでい
る．Google スプレッドシートは操作をするための

3.3 情報閲覧システム
今回のプロトタイプでは投稿された画像，動画，

API が公開されているのでそれを利用することに
よってデータの読み書きができる．

音声等は Dropbox というクラウドのストレージ
システムに格納した．Dropbox に格納したデータ
は URL をつけてアクセスすることが可能である．
テキストや位置情報の投稿については Dropbox
に保存はしない．各データは投稿日，時刻と投稿
者名，データ種別を付加した上でデータのインデ
ックスを Google スプレッドシートに作成する．
テキストデータについては Google スプレッドシ
ートにテキストそのものをデータとして格納す
る．位置情報については緯度，経度とジオコーデ
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格納する．Dropbox に格納したファイルデータは
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る．災害情報投稿データを閲覧したい場合はこの
Google スプレッドシートを参照することによっ
てデータを閲覧することができる（図-2）
．
図-3 地図表示システム画面

ただし Google スプレッドシートに格納されて
いるデータでは位置情報の行については緯度経

というような部分はまだこれから想定や検討が
必要になるであろう．

度がついているので地図上に表示可能であるが，
その他のレコードには位置の情報が付与されて
いない．写真についても LINE の仕様でデータに

5. 課題とまとめ
本システムは LINE を利用しているためスマー
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が使えなくなることも災害時には想定する必要
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4. システムの試用
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ターフェースに LINE を利用し，情報の格納，閲
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とができた．

が共有された．続いて 7 月 3 日の九州豪雨，7 月
20 日の九州豪雨でも先遣隊が派遣され本システ
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