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◆我が国は自然災害の多発国、また事故が絶えない。 
     災害や事故から生命・財産を守るシステムが必要。 
 
◆その際： 
  ◎安価で拡張性が高く、住民にとって使いやすいこと     
  ◎リアルタイムに状況に合った情報が取得できること 
  ◎行政に頼るだけでなく、地域住民、あるいはそこを訪問 
    している人自らからが主体的に情報の取得、提供、活 
    用ができること 
  ◎その情報に基づき行動が取りやすく、安全・安心が守 
    れること 
 

防災情報システム開発の背景 



２つの防災情報システムを紹介 

１．自律分散協調型避難誘導システム 
   ・地下街やビル内などの閉空間で災害が起こったときの避難 

    誘導システム 

   ・拡張性のあるシステム 

 

 

２．住民と行政が協働して安全なまちを実現するシステム 
   ・大規模な災害が起こると行政もどこで何が起こっているか分 

    からない。 

   ・住民も情報がないと動けない 

   ・従来は、情報は行政からから住民へ一方的 

   ・その一方で、地域のことは地域の人が一番よく知っている 

        住民と行政が情報を共有することで、お互いにメリット 

        があるシステムを考えた。 

 （総務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)の支援で実施(H21~22)） 

（消防防災科学技術研究推進制度の支援で実施（Ｈ１９～２１）） 



１．自律分散協調型避難誘導システム 

• 災害発生時には停電や発煙により、視覚情報だけを基にし
た避難は困難になる場合が多い。 

• 不特定多数が集まる閉空間内における災害では、限られた
避難経路を利用し、短時間かつ安全に出口へと誘導するこ
とは極めて重要である。 

＜課題・問題点＞ 

• 地下街などの複雑な閉空間内で火事や事故が発生
した場合に、時々刻々と変化する状況下において最
適な避難誘導を行うことができる自律分散協調型
の避難誘導システムの開発を行う。 

＜提案する技術＞ 



システムのイメージ 

避難誘導 

消防活動支援 

（消防隊員） 

音響信号 

携帯端末 

（避難者・従業員） 

最適避難情報 

出口 
火災現場の情報 

ユニット 

ユニット 

光による誘導 

ユニット間通信 

ユニット 



提案技術（自律分散協調型避難誘導システム）の特徴 

• 本システムは中央制御・管理方式ではなく、要所に設置し
たユニット（煙や温度ガスなどのセンサー、経路を探索する
CPU、通信機能からなる）が自律的に情報を収集・演算・
伝達を行い、最適な避難路を提示する分散方式。 

• 各ユニットは、協調しながら情報の共有を行い、時々刻々
変化する状況に応じて最適な避難経路、最短の出口まで
の距離を求め、避難者に伝える。 

Ⅰ 災害状況を検知す
るワイヤレスセン
サー技術 

Ⅱ 出口までの最適経
路と距離を求め指
示するソフト技術 

Ⅲ 音声や携帯端末
による避難誘導技
術 

• 本システムの構成 



本システムの構成Ⅰ 

災害状況を検知するセンサー技術 

 災害を検知する技術 

  温度、煙、CO、等の 

    センサー 
 

 

 情報を伝達する技術 

  無線ＬＡＮによる情報を 

    伝達 

水素センサ

一酸化炭素センサ

臭いセンサ

硫化水素センサ

送信ユニット

水素センサ

一酸化炭素センサ

臭いセンサ

硫化水素センサ

送信ユニット

火災検知センサーの例 

ワイヤレスセンサーの例 



本システムの構成Ⅱ 
出口までの最適経路と距離を指示するソフト技術 
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電源ON

接続待ち

情報の受信

1or2or3回目

出口からの距離・
ルートを保存

情報の送信

総距離の
比較

送信中止

No

Yes
B

A

A＞B

A＜B

閉塞情報or
距離・ルート情報

距離・ルート情報
隣接する発信機と接続
通路閉塞情報を送信

閉塞情報

出口から隣接する次発信機
までの距離・ルートを算出

地下街を対象としたシミュレーション例 発信機の処理の流れ 



本システムの構成Ⅲ 
音声誘導や携帯端末による避難誘導技術 

　
　誘導機器稼動
　・距離：遠い
　・危険度：低い

　　
　誘導機器停止
　・距離：近い
　・危険度：高い

煙

センサー

誘導機器誘導機器

センサー

音声や携帯端末による避難誘導の概略図 

誘導すべき方向



自律分散協調型避難誘導システムの概要（１） 

煙

煙

煙

火
源

物販店舗、
地下街など

煙の影響で避難
困難な経路感知

誘導機器に
作動命令なし

ユニット

避難者

出口１ 出口２

出口３ 出口４

出口７出口６

出口８ 出口９

出口５

(1)出火直後 

• 通路の天井などの要所にユニッ
トを設置 

• 避難者は、最寄りのユニットから
の情報提供に従って、最短の出
口へ向かう。 

• 右図の例でいえば、出口５のごく
近くにいた人は、ここから避難で
きるが、他の経路から出口５へ
は行けない。 

  出口５に設置しているユニットか
らは避難情報は流れない。 

青色：避難者 矢印：避難経路 黄色：ユニット 



自律分散協調型避難誘導システムの概要（２） 

(2)時間が経過した後 

• 時間が経過すると煙の拡散に
よって出口１も使えなくなる。出
口１に設置のユニットからは誘
導情報は伝わらなくなる。 

• このように時々刻々と変化する
状況に応じてユニットから提供
される情報も変化し、その時々
の最適な情報を提供する。 

煙

煙

煙

火
源

ユニット

避難者

進入経路

消防隊
物販店舗、
地下街など消防隊経路確保

（誘導機器停止等）

煙の充満を感知

煙の影響で避難
不能な経路感知

誘導機器に
作動命令なし

誘導機器を停止
（他の経路に誘導）

出口５

出口１ 出口２

出口３ 出口４

出口６ 出口７

出口９

出口８

青色：避難者 矢印：避難経路 黄色：ユニット 



システム統合によるプロトタイプの開発 

ユニット 音源ユニット 

煙センサ 温度センサ COセンサ  

LEDユニット 

名称 補足説明 

メインボード 誘導, 通信制御 

通信モジュール ﾕﾆｯﾄ間通信 

入出力情報処理 
ﾏｲｺﾝﾎﾞｰﾄﾞ 

ｾﾝｻｰ情報処理、 
ﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ間通信 

入出力制御装置 入出力制御 

温度センサー -50～+250℃ 

COセンサー 0～10,000ppm 

煙センサー 5, 10, 15（%/m） 

音源ユニット 避難誘導音 

LEDユニット 上下左右４方向 



ユニット本体の中 

システム統合によるプロトタイプの開発 

メインボード 

入出力制御装置 

入出力マイコン 

通信モジュール 



システムの検証実験 
（山口大学工学部の講義棟で実証実験） 

山口大学工学部講義棟2階で実験 

基本ユニット 

基本ユニット 

基本ユニット 

基本ユニット 基本ユニット 

出口ユニット 

基本ユニット 

発火に伴う通路の閉鎖、またそこを避けた避難経路の算
出、LEDランプによる避難の方向の表示が実現された。 



今後の課題 

◆検証実験の結果： 
  ・システムの構成要素（センサー、ＣＰＵ、通信）の 

   機能は実現できた。 

  ・システムとしての機能も実現できた。 

 

 

  ・小型軽量化し、実装できる形状にする。 

   【ユニットへの組み込み】 
  ・プロトタイプを構築し、システムテストをする。 

  ・システムテスト結果のフィードバックによる改良。 

  ・実空間での実証実験とシステムの洗練と実用化 

   を目指す。 



２．住民と行政が協働して安全なまちを 

実現する情報システム 

• 防犯上の情報が、必ずしも住民まで届いていない 

• 防災上の情報が、必ずしも住民まで届いていない 

• 災害の情報が、タイムリーに行政に届いていない 

  →住民と行政が協働するネットワークシステムの開発 

 

• 現存の緊急通報システムは、災害時には機能しない 

• 現存の緊急通報システムは、デジタル化に対応していない 

• 現存の緊急通報システムは、消防の広域化に対応できない 

  →要援護者用端末とサーバの開発 

＜課題・現状の問題点＞ 



提案する情報システム全体のイメージ図 

防犯・防災情報の取得 

サーバＰＣ 
端末（要援護者） 

①一斉安否（安否確認） 

②応答情報（状況連絡） 

③アンサーバック（受信確認） 

デジタルサイネージ
などによる情報提供 

一斉安否確認システム 

高齢者、身体障害のためのシステム 

自治会長 

が中心 不審者 

自然災害 



デジタルサイネージによる情報表示の例（２） 

画面は大別すると 

天気予報、ニュース、交通情報、 

およびお知らせ欄で構成。 

それぞれのボタンを押すと詳細な 

情報が表示される。 

 

常時は地域の情報を提供 

 

洪水、高潮、津波などの注意報等 

が発令された場合には、右写真に 

示すようにお知らせ欄の部分に 

注意報等の情報を表示。 



一斉安否確認サブシステムのイメージ 

サーバＰＣ 

端末（要援護者） 

①一斉安否（安否確認） 

②応答情報（状況連絡） 

③アンサーバック（受信確認） 

①災害時には、本部からサーバを使って 

 対象者へ一斉に安否の確認の連絡が 

 行われる。 

②それを受けた対象者は自分の状況に 

 応じて「無事」であるか「救助」が必要 

 かをボタンを押して応答する。 

③その際、応答がない場合には繰り返し安否確認を繰り返すと共に、最悪の 

 場合（閉じこめ、意識がない等）を考えて対応する。応答があった場合には、 

 その応答を受け取ったという確認の連絡をする。 

①通信：メールを基本とする 

②音声：視覚障害者対象 

③文字：聴覚障害者対象 

④光：送信があったことを知らせる 

⑤振動：送信があったことを知らせる 

⑥電源：充電式などを持たせてある。  



サーバの画面（危険な状態の人から表示） 

緊急性の高い人から救助に向かう！！！ 



システムの公開検証実験 

公開実験の様子（報道機関の取材も） 

聴覚障害者へ端末の使用性を聞く 

◆場所：５か所にデジタルサイネージ 
     （ＤＳ）および端末を設置 
     山口大学工学部３か所 
     研究室（本部）、研究棟内２か所 
     宇部市内２か所 
 
◆実験内容 
 ①ＤＳの平常時画面の「お知らせ欄（掲 
  示版）」への情報の書き込み 
 ②ＤＳ画面の災害時における画面の切 
  り替え 
 ③ＤＳ画面の緊急時における画面の切 
  り替え 
 ④ 一斉安否確認システムの機能が正 
  しく動作するかどうかの確認 
 
◆結果：全ての実験項目が確実に行える 
     ことを確認した。 



今後の課題 

①機能の検討 

 ・屋外カメラの設置場所と個数、プライバシー対策 

 ・デジタルサイネージの表示内容、情報の提供の仕方 

 ・地上デジタルテレビの活用 

 ・一斉安否確認サブシステム端末の機能のさらなる改良、小型軽量化  

 ・一斉安否確認サブシステムの災害時以外の緊急時の対応 
 

②運営の検討 

 ・行政サイドの体制。サーバ管理をどこが責任を持って行うか 

 ・住民（自治会）サイドの体制。システムの管理、運営をどのように行うか 

 ・システム全体の管理運営、実現可能なビジネスモデルの構築 
 

③費用の検討 

 ・システム開発費 

 ・初期コスト、ランニングコスト 

  これらをだれが出すのか、②の運営との関係で充分検討する必要がある。 
 

④ロードマップづくり 



企業への期待 

１．ユニットの小型軽量化（組み込みが必要） 

２．情報表示端末の開発 

３．トータルシステムの構築 

４．ビジネスモデルの構築 

を、共同で進めていただけること期待しています！ 

◆発表者 三浦房紀について 
  ◎専門分野：防災工学、地震工学 

   ・地震応答など、災害に関する各種シミュレーション 

   ・防災情報システムの開発に取り組む （ソフトウェア） 
  ◎防災に関する委員会委員多数 

   ・国土交通省中国地方整備局、総務省中国総合通信局 

   ・山口県 

   ・宇部市 

  ◎ＮＰＯ法人防災ネットワークうべ理事長 



<本技術に関する知的財産権> 

• 発明の名称：避難誘導システム 

• 出願番号  : 特願2006－320258（特開2008－134806） 

• 出願人   ：国立大学法人山口大学 

• 発明者   ：三浦 房紀 

 

<お問い合わせ先> 

山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構 

電話： 0836（85）9961      ＦＡＸ： 0836（85）9962 

e-mail ： yuic@yamaguchi-u.ac.jp 

担当  ：  産学連携コーディネーター 森 健太郎 


