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(54)【発明の名称】自然水害に対する住民の避難シミュレーション方法、システム、携帯端末及びプログラム

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  位置 及び 高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末と、該携帯端末とネットワークを
介し て通 信可能な管理サーバとを有するシステムを用いた避難シミュレーション方法であ
って 、
  前記 管理 サーバは、地図上の所定位置範囲毎に「危険高度」を設定しており、
  前記 管理 サーバが、想定避難事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、前記携帯端
末へ 報知 する第１のステップと、
  前記 携帯 端末が、避難開始アラームを受信した後、前記測位手段によって測位された位
置及 び高 度を、前記管理サーバへ定期的に送信する第２のステップと、
  前記 管理 サーバが、前記想定避難事象の発生後からの時間経過に応じて前記地図の危険
高度 を変 化させると共に、前記携帯端末から受信した前記位置及び高度について、前記地
図上 の当 該位置における当該高度が 危険高度以下となったか否かを判定し、真と判定され
た際 に、 当該携帯端末へ「避難失敗アラーム」を送信する第３のステップと、
  前記 携帯 端末は、前記避難失敗アラームを受信した際に、当該携帯端末のユーザへ「避
難失 敗ア ラーム」を明示する第４のステップと
を有 する ことを特徴とする避難シミュレーション方法。
【請 求項 ２】
  前記 管理 サーバについて、前記想定避難事象を「津波」とし、
  地図 上の 所定位置範囲毎に設定される危険高度を、時間経過に応じた海水の浸水高度と
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する
こと を特 徴とする請求項１に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ３】
  前記 管理 サーバについて、前記想定避難事象を「雨量」とし、
  地図 上の 所定位置範囲毎に設定される危険高度を、時間経過に応じた雨水の浸水高度と
する
こと を特 徴とする請求項１又は２に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ４】
  前記 管理 サーバについて、地図上で、雨量に応じて土砂災害の危険領域とする所定位置
範囲 には 、時間経過に応じた雨量が所定量以上となった際に、設定される危険高度を、最
高高 度に 設定する
こと を特 徴とする請求項３に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ５】
  前記 携帯 端末について、前記測位手段は、少なくとも３つ以上のＧＰＳ (Global Positi
oning System)衛星からの測位電波を受信することによって、前記位置及び高度を測位す
る
こと を特 徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ６】
  前記 携帯 端末について、前記測位手段は、
  ＧＰ Ｓ衛 星からの測位電波、又は、携帯電話網の基地局測位によって、前記位置を測位
する と共 に、
  気圧 セン サによって計測された気圧値を、前記高度として測位する
こと を特 徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ７】
  前記 管理 サーバは、前記想定避難事象の発生時点後から、時間経過に応じて前記地図の
危険 高度 が変化する複数の浸水想定地図を予め蓄積している
こと を特 徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ８】
  前記 管理 サーバは、前記避難開始アラームの送信後、位置及び高度を定期的に受信する
携帯 端末 の総数に対して、避難失敗アラームを送信した携帯端末の数の割合を、当該地域
範囲 にお ける避難失敗確率とする
こと を特 徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 ９】
  前記 携帯 端末は、前記測位手段を有するスマートフォンであって、避難シミュレーショ
ンゲ ーム のアプリケーションのプログラムを予めインストールしたものである
こと を特 徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の避難シミュレーション方法。
【請 求項 １０】
  位置 及び 高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末と、該携帯端末とネットワークを
介し て通 信可能な管理サーバとを有する避難シミュレーションシステムであって、
  前記 管理 サーバは、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、前記携帯端末へ報知する避難開
始ア ラー ム報知手段と、
  前記 想定 避難事象の発生後からの時間経過に応じて前記地図の危険高度を変化させると
共に 、前 記携帯端末から受信した前記位置及び高度について、前記地図上の当該位置にお
ける 当該 高度が危険高度以下となったか否かを判定し、真と判定された際に、当該携帯端
末へ 「避 難失敗アラーム」を送信する危険高度判定手段と
を有 し、
  前記 携帯 端末は、
  前記 避難 開始アラームを受信した後、前記測位手段によって測位された位置及び高度を
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、前 記管 理サーバへ定期的に送信する測位情報送信手段と、
  前記 避難 失敗アラームを受信した際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗アラーム」
を明 示す る避難失敗アラーム明示手段と
を有 する ことを特徴とする避難シミュレーションシステム。
【請 求項 １１】
  位置 及び 高度を測位可能な測位手段を有し、避難の危険性をシミュレーションする
携帯 端末 であって、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を報知する避難開始アラーム設定手
段と 、
  前記 避難 開始アラームを設定した後、前記測位手段によって位置及び高度を、定期的に
測位 する 測位制御手段と、
  前記 想定 避難事象の発生後からの時間経過に応じて前記地図の危険高度を変化させると
共に 、測位 した前記位置及び高度 について、前記地図上の当該位置における当該高度が危
険高 度以 下となったか否かを判定する危険高度判定手段と、
  前記 危険 高度判定手段によって真と判定された際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失
敗ア ラー ム」を明示する避難失敗アラーム明示手段と
を有 する ことを特徴とする携帯端末。
【請 求項 １２】
  位置 及び 高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末に搭載されたコンピュータを、避
難の 危険 性をシミュレーションするように機能させるプログラムであって、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を報知する避難開始アラーム設定手
段と 、
  前記 避難 開始アラームを設定した後、前記測位手段によって位置及び高度を、定期的に
測位 する 測位制御手段と、
  前記 想定 避難事象の発生後からの時間経過に応じて前記地図の危険高度を変化させると
共に 、測位 した前記位置及び高度 について、前記地図上の当該位置における当該高度が危
険高 度以 下となったか否かを判定する危険高度判定手段と、
  前記 危険 高度判定手段によって真と判定された際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失
敗ア ラー ム」を明示する避難失敗アラーム明示手段と
して コン ピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、自然水害に対する住民の避難シミュレーションの技術に関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  近年 、日 本国内では、地震による津波や、温暖化による豪雨などの自然水害が頻発して
いる 。そ のために、避難所や防潮堤、河川壁の建設のみならず、有事を想定した住民に対
する 避難 訓練も重要となっている。
  従来 、自 然水害によって住民避難を予想するために、観測データに基づくリアルタイム
な被 害予 想マップを作成する技術がある（例えば特許文献１参照）。リアルタイムハザー
ドマ ップ システムであって、雨量データに基づいて洪水ハザードマップを計算し、ユーザ
の携 帯端 末に通知することができる。
  また 、コ ントローラが災害によって避難するプレイヤの行動を分析する、避難訓練のロ
ール プレ イングゲームの技術もある（例えば特許文献２参照）。
  更に 、机 上訓練レベルのカードゲームとして、防災トランプも市販されている。
【先 行技 術文献】
【特 許文 献】
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【０ ００ ３】
【特 許文 献１】特開２００３－１６７１７９号公報
【特 許文 献２】特許第４００７８３３号
【発 明の 概要】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ４】
  しか しな がら、前述したような従来技術における避難シミュレーションでは、住民自ら
が実 際に 避難行動を起こさないために、実生活下における緊張感やリアル感がない。
  また 、所 定地域の住民全員を対象とした大規模な集団避難訓練では、膨大な行動負担が
必要 とな る。集団避難訓練は、事前に災害の仮想シナリオが提示されており、普通の避難
訓練 を単 純に可視化しているにすぎない。それだけでなく、近年、住民の生活リズムの多
様化 に伴 って、集団避難訓練は極めて困難となっている。住民に避難を誘導する行政とし
ても 、地 域一括網羅的な防災訓練では、支援重要度（トリアージ）判定も困難となってい
る。
【０ ００ ５】
  一方 で、 実際に住民避難訓練を実施できたとしても、住民毎に、「その時刻」の「その
場所 」で 安全なのかどうか？、避難経路は妥当であったかのか？を判断することは難しい
。ま た、 その避難経路の危険性を、実際に避難訓練に参加した住民へフィードバックする
こと もで きない。
【０ ００ ６】
  勿論 、近 年における災害予測システムやシミュレーションは、情報処理技術の進歩に伴
って 極め て高精度に実現できる。しかしながら、避難シミュレーションによれば、全ての
障害 発生 可能性を想定する必要があり、住民各々の避難経路や避難時間について十分が事
前デ ータ が得ることは難しい。
【０ ００ ７】
  そこ で、 本発明は、実際に集団避難訓練を実施することなく、各住民が個別に、所望の
タイ ミン グで避難訓練に参加することができると共に、住民自ら避難経路の危険性を判断
する こと ができる避難シミュレーション方法、システム、携帯端末及びプログラムを提供
する こと を目的とする。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ００ ８】
  本発 明に よれば、位置及び高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末と、該携帯端末
とネ ット ワークを介して通信可能な管理サーバとを有するシステムを用いた避難シミュレ
ーシ ョン 方法であって、
  管理 サー バは、地図上の所定位置範囲毎に「危険高度」を設定しており、
  管理 サー バが、想定避難事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、携帯端末へ報知
する 第１ のステップと、
  携帯 端末 が、避難開始アラームを受信した後、測位手段によって測位された位置及び高
度を 、管 理サーバへ定期的に送信する第２のステップと、
  管理 サー バが、想定避難事象の発生後からの時間経過に応じて地図の危険高度を変化さ
せる と共 に、携帯端末から受信した位置及び高度について、地図上の当該位置における当
該高 度が危 険高度以下となったか否かを判定し、真と判定された際に、当該携帯端末へ「
避難 失敗 アラーム」を送信する第３のステップと、
  携帯 端末 は、避難失敗アラームを受信した際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗ア
ラー ム」 を明示する第４のステップと
を有 する ことを特徴とする。
【０ ００ ９】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  管理 サー バについて、想定避難事象を「津波」とし、
  地図 上の 所定位置範囲毎に設定される危険高度を、時間経過に応じた海水の浸水高度と
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する こと も好ましい。
【０ ０１ ０】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  管理 サー バについて、想定避難事象を「雨量」とし、
  地図 上の 所定位置範囲毎に設定される危険高度を、時間経過に応じた雨水の浸水高度と
する こと も好ましい。
【０ ０１ １】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  管理 サー バについて、地図上で、雨量に応じて土砂災害の危険領域とする所定位置範囲
には 、時 間経過に応じた雨量が所定量以上となった際に、設定される危険高度を、最高高
度に 設定 することも好ましい。
【０ ０１ ２】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  携帯 端末 について、測位手段は、少なくとも３つ以上のＧＰＳ (Global Positioning Sy
stem)衛星 からの測位電波を受信することによって、位置及び高度を測位することも好ま
しい 。
【０ ０１ ３】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  携帯 端末 について、測位手段は、
  ＧＰ Ｓ衛 星からの測位電波、又は、携帯電話網の基地局測位によって、位置を測位する
と共 に、
  気圧 セン サによって計測された気圧値を、高度として測位する
こと も好 ましい。
【０ ０１ ４】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  管理 サー バは、想定避難事象の発生時点後から、時間経過に応じて地図の危険高度が変
化す る複 数の浸水想定地図を予め蓄積していることも好ましい。
【０ ０１ ５】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  管理 サー バは、避難開始アラームの送信後、位置及び高度を定期的に受信する携帯端末
の総 数に 対して、避難失敗アラームを送信した携帯端末の数の割合を、当該地域範囲にお
ける 避難 失敗確率とすることも好ましい。
【０ ０１ ６】
  本発 明の 避難シミュレーション方法における他の実施形態によれば、
  携帯 端末 は、測位手段を有するスマートフォンであって、避難シミュレーションゲーム
のア プリ ケーションのプログラムを予めインストールしたものである事も好ましい。
【０ ０１ ７】
  本発 明に よれば、位置及び高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末と、該携帯端末
とネ ット ワークを介して通信可能な管理サーバとを有する避難シミュレーションシステム
であ って 、
  管理 サー バは、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、携帯端末へ報知する避難開始ア
ラー ム報 知手段と、
  想定 避難 事象の発生後からの時間経過に応じて地図の危険高度を変化させると共に、携
帯端 末か ら受信した位置及び高度 について、地図上の当該位置における当該高度が危険高
度以 下と なったか否かを判定し、真と判定された際に、当該携帯端末へ「避難失敗アラー
ム」 を送 信する危険高度判定手段と
を有 し、
  携帯 端末 は、
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  避難 開始 アラームを受信した後、測位手段によって測位された位置及び高度を、管理サ
ーバ へ定 期的に送信する測位情報送信手段と、
  避難 失敗 アラームを受信した際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗アラーム」を明
示す る避 難失敗アラーム明示手段と
を有 する ことを特徴とする。
【０ ０１ ８】
  本発 明に よれば、位置及び高度を測位可能な測位手段を有し、避難の危険性をシミュレ
ーシ ョン する携帯端末であって、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を報知する避難開始アラーム設定手
段と 、
  避難 開始 アラームを設定した後、測位手段によって位置及び高度を、定期的に測位する
測位 制御 手段と、
  想定 避難 事象の発生後からの時間経過に応じて地図の危険高度を変化させると共に、測
位し た位置 及び高度 について、地図上の当該位置における当該高度が危険高度以下となっ
たか 否か を判定する危険高度判定手段と、
  危険 高度 判定手段によって真と判定された際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗ア
ラー ム」 を明示する避難失敗アラーム明示手段と
を有 する ことを特徴とする。
【０ ０１ ９】
  本発 明に よれば、位置及び高度を測位可能な測位手段を有する携帯端末に搭載されたコ
ンピ ュー タを、避難の危険性をシミュレーションするように機能させるプログラムであっ
て、
  地図 上の 所定位置範囲毎に「危険高度」を設定した危険高度地図蓄積手段と、
  想定 避難 事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を報知する避難開始アラーム設定手
段と 、
  避難 開始 アラームを設定した後、測位手段によって位置及び高度を、定期的に測位する
測位 制御 手段と、
  想定 避難 事象の発生後からの時間経過に応じて地図の危険高度を変化させると共に、測
位し た位置 及び高度 について、地図上の当該位置における当該高度が危険高度以下となっ
たか 否か を判定する危険高度判定手段と、
  危険 高度 判定手段によって真と判定された際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗ア
ラー ム」 を明示する避難失敗アラーム明示手段と
して コン ピュータを機能させることを特徴とする。
 
【発 明の 効果】
【０ ０２ ０】
  本発 明の 避難シミュレーション方法、システム、携帯端末及びプログラムによれば、実
際に 集団 避難訓練を実施することなく、各住民が個別に、所望のタイミングで避難訓練に
参加 する ことができると共に、住民自ら避難経路の危険性を判断することができる。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０２ １】
【図 １】 本発明における環境構成図である。
【図 ２】 本発明におけるシーケンス図である。
【図 ３】 第１の時刻における水位状態を表す説明図である。
【図 ４】 第２の時刻における水位状態を表す説明図である。
【図 ５】 第３の時刻における水位状態を表す説明図である。
【図 ６】 本発明における携帯端末及び管理サーバの機能構成図である。
【図 ７】 本発明における携帯端末の機能構成図である。
【図 ８】 外部データベースを用いたシステム構成図である。
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【発 明を 実施するための形態】
【０ ０２ ２】
  以下 では 、本発明を実施するための形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【０ ０２ ３】
  図１ は、 本発明における環境構成図である。
【０ ０２ ４】
  図１ によ れば、河川や海岸のような環境周辺が表されており、地震による津波や、温暖
化に よる 豪雨などの自然水害の発生場所を想定している。その環境周辺の住民は、スマー
トフ ォン のような携帯端末１を所持する。携帯端末１は、携帯電話網（移動体通信システ
ム） の基 地局と、無線リンクを介して通信する。携帯電話網は、インターネットに相互接
続さ れて おり、携帯端末１は、インターネットを介して管理サーバ２と通信することがで
きる 。
【０ ０２ ５】
  携帯 端末 １は、「位置及び高度」を測位可能な測位部を搭載する。また、携帯端末１は
、避 難シ ミュレーション用のアプリケーションプログラムを予めインストールしたもので
ある 。こ のプログラムは、ユーザにとっては「避難シミュレーションゲーム」のようなも
ので ある 。管理サーバ２は、携帯端末１にインストールされたアプリケーションプログラ
ムと 通信 しながら、避難シミュレーションを実行する。
【０ ０２ ６】
  図２ は、 本発明におけるシーケンス図である。
【０ ０２ ７】
  管理 サー バ２は、地図上の所定位置範囲毎に、「危険高度」を設定している。
  携帯 端末 １を所持するユーザにとって、津波や豪雨が発生したとしても、その場所が直
ぐに 危険 となるわけではない。例えば海岸から津波が到来した場合、地上の水位が上昇す
るま で時 間経過を要する。また、例えば豪雨が発生した場合も、河川水位や地上水位が上
昇す るま で時間経過を要する。そのために、地図上の所定位置範囲毎に、津波や豪雨の自
然水 害の 規模に応じて、時間経過に伴ってその危険高度も変化するように予め設定される
。即 ち、 「危険高度」とは、地図上の所定位置範囲毎に、住民（携帯端末を所持する当該
ユー ザ） が水害に巻き込まれる高度を意味する。
【０ ０２ ８】
（Ｓ １： 第１のステップ）
  管理 サー バ２は、想定避難事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、携帯端末１へ
報知 する 。避難開始アラームは、避難シミュレーションに参加するユーザの携帯端末１へ
のみ 送信 される。その参加は、集団の複数の携帯端末であってもよいし、個人の単体の携
帯端 末で あってもよい。
【０ ０２ ９】
（Ｓ ２： 第２のステップ）
  携帯 端末 １は、避難開始アラームの受信によって、ユーザに対する避難シミュレーショ
ン（ ゲー ム）の開始となる。これは、携帯端末１を所持するユーザにとって、アプリケー
ショ ンプ ログラムから管理サーバ２へゲーム開始を要求するものであってもよいし、管理
サー バ２ から突然の避難シミュレーションのゲーム開始であってもよい。
  そし て、 携帯端末１は、測位部によって測位された「位置及び高度」を、管理サーバ２
へ定 期的 （例えば５分毎）に送信し始める。
【０ ０３ ０】
（Ｓ ３： 第３のステップ）
  管理 サー バ２は、想定避難事象の発生後からの時間経過に応じて地図の危険高度を変化
させ る。
  管理 サー バ２は、想定避難事象を「津波」とする場合、地図上の所定位置範囲毎に設定
され る危 険高度を、時間経過に応じた海水の浸水高度とするものであってもよい。この場
合、 時間 経過に応じて、海岸に近い場所から順に、浸水高度が高くなっていく。
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  管理 サー バ２は、想定避難事象を「雨量」とする場合、地図上の所定位置範囲毎に設定
され る危 険高度を、時間経過に応じた雨水の浸水高度とするものであってもよい。この場
合、 時間 経過に応じて、標高の低い場所から順に、浸水高度が高くなっていく。
【０ ０３ １】
  また 、他 の実施形態として、管理サーバ２は、地図上で、雨量に応じて土砂災害の危険
領域 とす る所定位置範囲には、時間経過に応じた雨量が所定量以上となった際に、設定さ
れる 危険 高度を、最高高度に設定する。これは、土砂災害を想定した場合、その位置では
、高 度が 全く関係なく危険となるためである。
【０ ０３ ２】
  更に 、他 の実施形態として、危険高度をリアルタイムに計算することなく、管理サーバ
２は 、想 定避難事象の発生時点後から、時間経過に応じて地図の危険高度が変化する複数
の浸 水想 定地図を予め蓄積したものであってもよい。
【０ ０３ ３】
  そし て、 管理サーバ２は、携帯端末から受信した「位置及び高度」について、当該地図
のそ の位 置で、その高度が危険高度以下となったか否かを判定する。時間経過に応じた浸
水想 定地 図と、位置・高度とをマッピングすることによって、当該ユーザのその位置の高
度が 、危 険高度以下か否かを判定することができる。
【０ ０３ ４】
（Ｓ ４： 第４のステップ）
  管理 サー バ２は、Ｓ３について真と判定された際に、当該携帯端末へ「避難失敗アラー
ム」 を送 信する。
【０ ０３ ５】
（Ｓ ５： 第５のステップ）
  携帯 端末 １は、避難失敗アラームを受信した際に、当該携帯端末のユーザへ「避難失敗
アラ ーム 」を明示する。
【０ ０３ ６】
  最後 に、 他の実施形態として、管理サーバ２は、避難開始アラームの送信後、位置及び
高度 を定 期的に受信する携帯端末の総数（参加ユーザ総数）に対して、避難失敗アラーム
を送 信し た携帯端末の数（避難失敗ユーザ数）の割合を、当該地域範囲における避難失敗
確率 とし て算出する。
      避難 失敗確率＝避難失敗アラームの送信数／参加の携帯端末の総数
                （＝避難失敗ユーザ数／参加ユーザ総数）
  この 避難 失敗確率は、例えば地域行政にとって、住民の避難行動に基づくトリアージと
して 、そ の後の防災計画に反映することができる。
【０ ０３ ７】
  また 、他 の実施形態として、管理サーバ２は、避難シミュレーションの終了後、当該携
帯端 末１ を所持するユーザにとって適切な避難経路を、当該携帯端末１へ送信することも
好ま しい 。この避難経路は、避難シミュレーションのゲーム開始後、経過時間毎に、地図
の危 険高 度よりも高い移動経路を意味する。これによって、ユーザは、自らの避難経路と
、適 切な 避難経路とを比較して、自らの避難行動の危険性を理解することができる。
【０ ０３ ８】
  図３ は、 第１の時刻における水位状態を表す説明図である。
  図４ は、 第２の時刻における水位状態を表す説明図である。
  図５ は、 第３の時刻における水位状態を表す説明図である。
【０ ０３ ９】
  図３ 、図 ４及び図５は、地域断面図と、時間経過に応じて変化する浸水位との関係を表
して いる 。ユーザの現在位置における高度が、浸水位以下となった時、当該ユーザは避難
失敗 と判 定される。
【０ ０４ ０】
  第１ の時 刻（Ｓ１）における５人のユーザａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅの現在位置を表す。これ
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らユ ーザ が、避難シミュレーションに参加するものとする。避難開始アラームを受信した
５台 の携 帯端末１は、例えば以下のようにディスプレイによってユーザに表示する。
      ”［ 避難訓練］５ｍの津波が来ました。至急、避難してください！”
  この 表示 を見た５人のユーザａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅはそれぞれ、自ら避難すべきと思う場
所へ 向け て避難行動を開始する。
【０ ０４ １】
  第２ の時 刻（例えば１時間後）における５人のユーザａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅの現在位置を
表す 。図 ４によれば、ユーザｂ及びｅの携帯端末１から受信した位置及び高度が、当該地
図の 危険 高度以下となったと判定されている。このとき、管理サーバ２は、ユーザｂ及び
ｅの 携帯 端末１へ、「避難失敗アラーム」を送信し、例えば以下のようにディスプレイに
よっ てユ ーザに表示する。
      ”［ 避難訓練］避難失敗です！！！”
【０ ０４ ２】
  第３ の時 刻（例えば更に１時間後）における３人のユーザａ，ｃ，ｄの位置を表す。図
５に よれ ば、ユーザｄの携帯端末１から受信した位置及び高度が、当該地図の危険高度以
下と なっ たと判定されている。このとき、管理サーバ２は、ユーザｄの携帯端末１へ、「
避難 失敗 アラーム」を送信し、例えば以下のようにディスプレイによってユーザに表示す
る。
      ”［ 避難訓練］避難失敗です！！！”
【０ ０４ ３】
  最終 的に 、ユーザａ及びｃは、避難成功として、避難行動が適切であったと判定される
。ユ ーザ ａは、海岸から離れた山方向へ避難し、ユーザｃは、建造物の上層階へ避難する
こと によ って、水害を免れたこととなる。特に、ユーザｃの場所は、平面地図上では津波
にの み込 まれている地域であるが、ビルの上層階へ登ることによって避難成功となってい
る。 この ように、本発明によれば、一般的な防災シミュレーションにおける平面地図上の
展開 のみ ならず、高さ方向への避難も考慮している。
【０ ０４ ４】
  図６ は、 本発明における携帯端末及び管理サーバの機能構成図である。
【０ ０４ ５】
  図６ のシ ステムによれば、携帯端末１は、測位部１０と、測位情報制御部１２と、避難
失敗 アラ ーム明示部１５とを有する。また、管理サーバ２は、避難開始アラーム報知部１
１と 、危 険高度地図蓄積部１３と、危険高度判定部１４とを有する。
【０ ０４ ６】
  図７ は、 本発明における携帯端末の機能構成図である。
【０ ０４ ７】
  図７ によ れば、携帯端末１は、測位部１０と、避難開始アラーム報知部１１と、測位情
報制 御部 １２と、危険高度地図蓄積部１３と、危険高度判定部１４と、避難失敗アラーム
明示 部１ ５とを有する。これら機能構成部は、携帯端末に搭載されたコンピュータを機能
させ るプ ログラムを実行することによって実現される。
【０ ０４ ８】
  図６ はシ ステム構成であるのに対し、図７は携帯端末の構成であるが、各機能構成部は
全く 同じ ものである。
【０ ０４ ９】
［測 位部 １０］
  測位 部１ ０は、少なくとも３つ以上のＧＰＳ衛星からの電波を受信することによって、
「位 置及 び高度」を測位するものであってもよい。
  また 、他 の実施形態として、測位部１０は、携帯電話網の基地局測位によって位置を測
位す るも のであってもよい。但し、基地局測位によっては、高度まで計測できない。その
場合 、ス マートフォンでも一般的に搭載されつつある「気圧センサ」を用いることも好ま
しい 。気 圧センサは、周辺気温を基準として比較的高精度に高度を計測することができる
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。
  そし て、 測位部１０によって計測された「位置及び高度」は、測位情報制御部１２へ出
力さ れる 。
【０ ０５ ０】
［避 難開 始アラーム報知部１１］
  避難 開始 アラーム報知部１１は、想定避難事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を
、携 帯端 末１へ報知する。図６によれば、避難開始アラームが、管理サーバ２から携帯端
末１ へ送 信される。図７によれば、避難開始アラームは、ユーザ操作に基づく報知であっ
ても よい 。
  避難 開始 アラームを受け取った携帯端末１は、例えば以下のようにディスプレイによっ
てユ ーザ に表示する。
      ”［ 避難訓練］５ｍの津波が来ました。至急、避難してください！”
【０ ０５ １】
［測 位情 報制御部１２］
  測位 情報 制御部１２は、避難開始アラームを受け取った後、測位部１０によって測位さ
れた 「位 置及び高度」を、危険高度判定部１４へ定期的に送信する。図６によれば、「位
置及 び高 度」が、携帯端末１から管理サーバ２へ送信される。
【０ ０５ ２】
［危 険高 度地図蓄積部１３］
  危険 高度 地図蓄積部１３は、地図上の所定位置範囲毎に「危険高度」を設定する。この
危険 高度 は、避難シミュレーションのゲーム開始後、時間経過に基づく浸水位の変化に応
じて 蓄積 されている。
【０ ０５ ３】
［危 険高 度判定部１４］
  危険 高度 判定部１４は、危険高度地図蓄積部１３を用いて、想定避難事象の発生後から
の時 間経 過に応じて地図の危険高度を変化させると共に、携帯端末の位置及び高度が、当
該地 図の 危険高度以下となったか否かを判定する。
  そし て、 危険高度判定部１４は、真と判定された際に、当該携帯端末１へ「避難失敗ア
ラー ム」 を送信する。
【０ ０５ ４】
［避 難失 敗アラーム明示部１５］
  避難 失敗 アラーム明示部１５は、避難失敗アラームを受信した際に、当該携帯端末のユ
ーザ へ「 避難失敗アラーム」を明示する。携帯端末１は、例えば以下のようにディスプレ
イに よっ てユーザに表示する。
      ”［ 避難訓練］避難失敗です！！！”
【０ ０５ ５】
  図８ は、 外部データベースを用いたシステム構成図である。
【０ ０５ ６】
  図８ によ れば、管理サーバ２は、危険高度推定部１６を更に含む。危険高度推定部１６
は、 イン ターネットに接続される外部データベース群から各種情報を取得し、それに基づ
いて 危険 高度を危険高度地図蓄積部１３へ蓄積する。データベースに蓄積された過去の計
測記 録か ら、場所毎に時間経過に応じた浸水位を推定することができる。
【０ ０５ ７】
（標 高デ ータベース）
  標高 デー タベースは、位置情報と海抜高度情報とからなる標高データを蓄積する。浸水
位は 、標 高の低い場所から順に高くなっていく。
（氾 濫デ ータベース）
  氾濫 デー タベースは、各河川の地点における氾濫水位を蓄積する。氾濫水位を超えた際
に、 その 周辺地域の浸水位が急激に高くなる。
（降 水デ ータベース）
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  降水 デー タベースは、雨量計又は降水レーダによって計測された雨量を蓄積する。
（水 位デ ータベース）
  水位 デー タベースは、津波や雨量に応じて、河川に設置された複数の水位センサによっ
て計 測さ れた観測水位を蓄積する。
（土 砂災 害データベース）
  土砂 災害 データベースは、当該所定位置範囲で土砂災害が発生した時に、その雨量を蓄
積す る。
【０ ０５ ８】
  以上 、詳 細に説明したように、本発明の避難シミュレーション方法、システム、携帯端
末及 びプ ログラムによれば、実際に集団避難訓練を実施することなく、各住民が個別に、
所望 のタ イミングで避難訓練に参加することができると共に、住民自ら避難経路の危険性
を判 断す ることができる。
【０ ０５ ９】
  本発 明に よれば、想定避難事象の発生場所や規模も、避難シミュレーション毎に任意に
設定 する ことができる。住民にとっては、任意のタイミングで、様々な避難事象を想定し
た適 切な 避難訓練を実施することができる。また、本発明によれば、集団避難訓練を実施
する 必要 がなく、住民は、自動車・バイク・徒歩・手押し車・車椅子など様々な交通手段
で避 難す る場合に対応することができる。更に、住民にとっては、一種のゲーム感覚で参
加す るこ とができ、避難訓練に対する意識のハードルも低くなる。行政の自治体としても
住民 の様 々な避難行動の記録から、災害弱者の発見や防災計画のトリアージに反映するこ
とも でき る。
【０ ０６ ０】
  前述 した 本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種々の
変更 、修 正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあくまで
例で あっ て、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びその均
等物 とし て限定するものにのみ制約される。
【符 号の 説明】
【０ ０６ １】
  １   携帯 端末
  １０   測 位部
  １１   避 難開始アラーム報知部
  １２   測 位情報制御部
  １３   危 険高度地図蓄積部
  １４   危 険高度判定部
  １５   避 難失敗アラーム明示部
  １６   危 険高度推定部
  ２   管理 サーバ
【要 約】
【課 題】 集団避難訓練を実施することなく、各住民が個別に、所望のタイミングで避難訓
練に 参加 し、住民自ら避難経路の危険性を判断することができる方法を提供する。
【解 決手 段】管理サーバは、地図上の所定位置範囲毎に「危険高度」を設定する。最初に
、管 理サ ーバが、想定避難事象の発生に基づく「避難開始アラーム」を、携帯端末へ報知
する 。次 に、携帯端末が、避難開始アラームを受信した後、測位手段によって測位された
位置 及び 高度を、管理サーバへ定期的に送信する。次に、管理サーバが、想定避難事象の
発生 後か らの時間経過に応じて地図の危険高度を変化させると共に、携帯端末の位置及び
高度 が、 当該地図の危険高度以下となったか否かを判定する。次に、真と判定された際に
、当 該携 帯端末へ「避難失敗アラーム」を送信する。そして、携帯端末は、当該携帯端末
のユ ーザ へ「避難失敗アラーム」を明示する。
【選 択図 】図２
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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