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QRコードを用いた津波避難時の安否確認システムの実装性検討実験 
 

海岸工学研究室 都 16-17 上田 雄大 

 
1. はじめに 

 現在，地域コミュニティにおける災害時の安否確認の活動

においては，安否確認システムの利用が有用だと考えられて

いる 1)~3)．安否確認システムには，明確な安否確認を取るこ

とができるために，避難したと思われていた，もしくは発見

が遅れることを避けることが期待される．また，情報のやり

取りや管理が容易な電子データを利用する防災情報システ

ムによって，行政への情報提供も迅速かつ正確になることが

考えられる．しかし，被災時や避難訓練等で使われる安否確

認システムが日常で使われることは極めて稀である．このシ

ステムがもし，簡易な操作でできる上に，日常から使い慣れ

ておけば，緊急時でも使いやすいのではないかと考える．ま

た，子供や高齢者などの情報弱者でも安否を発信できるシス

テムの開発が重要になってきている． 
 そこで本研究では，QRコードを用いた情報システムによ

る安否確認に着目した．普段，スマホなどの携帯端末を利用

する学生を対象とし，QRコードを携帯端末で読み取る簡易

な操作で安否を発信することができるシステムを日常的に

利用してもらう．実験データの結果の統計結果から，システ

ムの継続性，学生の利用意識の変化を分析する．また，事後

アンケートの結果からシステムの利便性や有用性を認識し，

今後の開発に必要な要素を明らかにする． 
 
2. 安否QRシステム 

(1) 安否QRのコードシール 

 本研究では，図1に示す，防災意識を日常化することを目

的に，日常は家族間の伝言板機能，発災時は家族間や所属団

体内の安否確認機能を持つ安否QRシステムを利用した．QR
コードはシールとなっている．QRコードをスマホ等の携帯

端末のカメラで読み込むと，Webブラウザに繋がる（図2参
照）．伝言欄に居場所等を記入し，ログアウトすると自己安

否を発信できる．さらに，家族間以外での自身が所属してい

るグループのログイン履歴と伝言内容を見ることができる． 
 また，今回の実験では，避難訓練や被災時に住民が避難所

を訪れた際，自身で安否確認作業が行えることを目的とする

図3のような入退出用QRコードを各研究室の部屋に設置し

た．まず，入退所登録用QRコードを読み込み，その次に同じ

携帯端末で自分のQRコードを読み込むと入退出用QRコー

ドに登録された場所にいるという安否を発信できる． 
(2) 安否QR利用実験 
 関西大学環境都市工学部海岸工学研究室と環境防災水工学研究

室の学部生と院生27名と社会安全学部部の学部生29名を対象に，

2019年9月25日から12月24日までの3ヶ月間の実験期間を設定

し，利用してもらった．著者が各研究室やゼミのメンバーを前もっ

てリストにまとめ，2019年9月24日に利用方法と実験の詳細説明

を行った．名前を登録したQRコードシールを各自説明時に配布し，

常時携帯していると思うものに貼って実演テストを実施し，翌日か

ら利用を開始してもらった． 
 実験期間中，以下のことを心がけて安否QRを利用してもらった． 
・一週間に一回以上の利用を心がける． 
・伝言欄に実行した場所を記入する． 
・利用する際，近くにQRコードを読み込める携帯端末を持つ人が

いれば，自分のQRコードを読み込んでもらい，伝言内容にその

人の名前もしくは間柄（母，友人など）を記入する． 
・研究室に入退所登録用QRコードを設置し，週に1回あるゼミの

日には必ず読み込む． 
・ゼミの日に加えて，研究室やゼミの教室に来た日も同じ方法で登

録する． 
 実験期間終了後，表1に示す質問項目でアンケート調査を実

施した．また，利用頻度や継続性の個人差を評価するため，

学問的に厳密な検証を経て作られた，信頼性が高く，手軽に

実施できるYGテストを行った． 
 
3. 安否QRの利用実験結果 

 今回の実験では，思い出す回数が多いほど，利用頻度が変

わるのではないかという予測のもと，著者のゼミ発表をリマ

インドの機会として捉え，各研究室のリマインドの回数と利

用結果について比較した．リマインドの回数は，著者が所属

する海岸工学研究室が 2週間に 1回，環境防災水工学研究室

が実験期間中の合同ゼミで 1回，社会安全学部の学生にはリ

マインドの機会がない．図 4に，各研究室のゼミに出席した

人が入所登録をおこなった割合を週毎にまとめた結果を示

す．海岸工学研究室が最も実施割合が高く，環境防災水工学

研究室，社会安全学部の順に低くなっている．赤いマーカー

で示したリマインド（著者の発表）の回数が多い研究室ほど，

入所登録を忘れずにおこなっていることが示された．特に，

12/11 は具体的な数について報告したのに加えて，利用方法

の誤解についての質問もあったため，上昇している． 

  
図1 安否QRのコードシールと携行品への貼付例 

      
 図 2 個人アクセス画面  図 3 入退所登録用QR   

表 1 アンケート質問項目 
No. 分類 質問内容 

1 属性 使用した携帯端末 

2 感想 操作性，わかりにくいところ，携行性，QRコー

ドシールの利用頻度，利用日，利用場所，アク

セスしなかった頻度と理由，安否 QR に関する

認識，利用目的，安否 QR 独自の特徴，伝言内

容，アクセス履歴の共有 

3 今後の開発に

向けた意見 

満足度，要望，改善点，追加で必要な個人情報，

日常化に有効か，意識の変化 
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 次に，利用者全体の個人アクセス（入退所登録以外での自

宅や外出先などでのアクセス）の利用回数について述べる．

実験開始から時間が経過するほど，利用回数が 0回の人の割

合が増え，個人アクセスを全く利用しない人が多くなった．

今回の安否QRには，開発者の意図により位置情報のシステ

ムを搭載していない．しかし，先行研究 1)より安否確認シス

テムには位置情報の重要さが指摘されているという点を考

慮し，個人アクセスを利用した際に，利用者が伝言欄に自分

の居場所をどの程度記入しているかどうかについて調べた

結果を図 6に示す．時間が経過するほど，利用数は減り，伝

言欄に場所を記入する人はほんの一部の利用者のみであっ

た．このことから，利用者全員が必ず自らの居場所を発信す

ることはないため，GPSのような位置情報を利用者の意思を

問わずに発信されるシステムにする方がよいと考えられる． 
 性格検査の診断結果と安否 QR の利用数の相関関係につ

いても調べた．劣等感のある人ほど，個人アクセスの利用数

が多く，自信がない人ほど自己安否を発信しやすい傾向がみ

られた．ただし，相関係数は 0.4弱で p値も 6%と低かった．

それ以外の指標は有意性が見られなかった． 
 
4. アンケート調査結果 

 アンケート調査結果から，図 7，8 に示すように，操作性

は 34%の人が，携行性は 60%の人が「良い」と回答し，全体

的に安否 QR の操作性と携行性は高く評価されていること

が示された．また，「自分を識別する QR コード」を「他人

の携帯端末」でも読み取れる安否 QR 独自の特徴について

76%の人が「有効」と回答し，評価されていることがわかっ

た（図 9）．しかし，集計結果から，安否QRを「使わなかっ

た」と約 5割近くの人が回答し，安否QRを目にした，また，

思い出したにも関わらず，アクセスしなかった人が約 9割近

くいたことから，日常における安否QRの定着の悪さが伺え

た．アクセスしなかった理由として最も多かったものは，「面

倒くさい」であった．カメラでQRコードを読み取る動作で

さえ手間がかかると答える人もいた．また，後でしようと思

って忘れたという意見も多かった．安否QRを最初に利用す

る上でわかりにくいと感じたところを聞いたところ，最も多

かったのは「入退所登録のやり方」であった．特に，入退所

登録と自分の QR コードを読み込むだけの自己安否の発信

の操作との違いを理解できずにいた人が多くいた．また，シ

ステム操作については「入力が完了したかわからない」，「サ

イト上の言葉の意味がわからない」などの指摘があり，説明

の補助が必要だと感じた．また，安否QRに対する要望や改

善点を聞いたところ，「安否登録を簡易化するなど使い勝手

を良くしてほしい」，「他人に読み込んでもらう時，個人情報

の保護のため，パスワードを設定してほしい」，「個人アクセ

スの時にも位置情報をつけた方がいい」などシステム内容を

改善するために参考になる意見が寄せられた．他にも，「や

ってない人に定期的にメールして欲しい」，「認知症の人向け

のサービス」，「やりこみ要素がほしい」などより充実したサ

ービスへの要望があった． 
 
5. おわりに 

アンケート調査結果から，防災の日常化を目的とし，簡易

性と携行性を兼ね揃えた QR コードを用いた安否確認シス

テムが利用者から高く評価されていることが示された．しか

し，利用結果の分析から，利便性があるだけではシステムの

継続的な利用には繋がらず，リマインドやモチベーションの

維持方法などのサービスの提供が必要であることがわかっ

た．また，居場所の発信を自分ですることはないことが示さ

れたため，システムで自動的に入手する必要性が明らかにな

った．今後の課題として，システム内容を利用者の目的に応

じて改善し，継続性と防災意識の日常化を高めることが必要

と考えられる． 
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図5 伝言欄への場所記入率の変化（海岸工学研究室） 

 
図4 入所登録実施割合の変化とリマインド回数の関係 

 
図6 安否QRの操作性 

 

図7 安否QRの携行性 

 

図8 安否QRコードを他の端末でも読み取れる特徴 
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