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(57)【要約】
【課題】安否確認と合わせて携帯端末の利用者の帰宅行
動を支援することが可能な安否確認システムを提供する
。
【解決手段】安否確認システムは、携帯端末１１と、セ
ンタ装置１３と、地図サーバ１４とを備えている。携帯
端末１１は災害速報を受信したとき現在位置情報を自動
的に取得し、現在位置情報をセンタ装置１３に自動的に
送信する。センタ装置１３は携帯端末１１から送信され
た現在位置情報と予め登録された目的地情報とを地図サ
ーバ１４に転送する。地図サーバ１４は、現在位置情報
及び目的地情報に基づいて現在位置から目的地までの帰
宅経路を検索し、帰宅経路が示された地図情報を生成し
、地図情報をセンタ装置１３に送信する。地図サーバ１
４から提供される地図情報は、センタ装置１３から携帯
端末１１に転送される。携帯端末１１は、現在位置から
目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存し
、地図情報を画面に表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　災害速報を受信する携帯端末と、
　前記携帯端末の利用者の安否状態を管理するセンタ装置と、
　地図情報を提供する地図サーバとを備え、
　前記携帯端末は、
　目的地情報を保持する目的地情報保持部と、
　前記災害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得する現在位置情報取得部と、

　前記現在位置情報を前記センタ装置及び前記地図サーバに自動的に送信すると共に、前
記目的地情報を前記地図サーバに自動的に送信する位置情報送信部と、
　現在位置から目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存する地図情報取得部
と、
　前記地図情報を表示する表示部とを備え、
　前記センタ装置は、
　前記携帯端末から送信された前記現在位置情報を受信する位置情報受信部を備え、
　前記地図サーバは、
　前記現在位置情報及び前記目的地情報に基づいて現在位置から目的地までの帰宅経路を
検索する帰宅経路検索部と、
　前記帰宅経路が示された前記地図情報を生成する地図情報生成部と、
　前記地図情報を前記携帯端末に送信する地図情報送信部とを備えることを特徴とする安
否確認システム。
【請求項２】
　前記携帯端末には複数の目的地が予め登録されていることを特徴とする請求項１に記載
の安否確認システム。
【請求項３】
　前記複数の目的地は、第１及び第２の目的地を含み、
　前記携帯端末は、前記現在位置情報及び前記第１及び第２の目的地を前記地図サーバに
送信し、
　前記地図サーバは、前記現在位置から前記第１の目的地までの帰宅経路を含む第１の地
図情報と、前記現在位置から前記第２の目的地までの帰宅経路を含む第２の地図情報を前
記携帯端末に送信することを特徴とする請求項２に記載の安否確認システム。
【請求項４】
　前記携帯端末は、前記複数の目的地の中から前記現在位置に最も近い目的地を選択し、
当該目的地の目的地情報を前記地図サーバに送信することを特徴とする請求項２に記載の
安否確認システム。
【請求項５】
　前記センタ装置は、前記携帯端末から前記現在位置情報を受信したとき、当該現在位置
情報を他の携帯端末に自動的に送信する位置情報送信部をさらに備えることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか一項に記載の安否確認システム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記現在位置情報を自動的に送信した後、安否確認情報の入力を受け
付ける安否確認情報入力部と、前記安否確認情報を送信する安否確認情報送信部をさらに
備え、
　前記センタ装置は、前記安否確認情報を受信する安否確認情報受信部と、前記安否確認
情報を管理する安否確認情報管理部をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記センタ装置は、前記携帯端末から前記安否確認情報を受信したとき、当該安否確認
情報を前記他の携帯端末に自動的に送信することを特徴とする請求項６に記載の安否確認
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システム。
【請求項８】
　災害速報を受信する災害速報受信部と、
　目的地情報を保持する目的地情報保持部と、
　前記災害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得する現在位置情報取得部と、
　前記現在位置情報をセンタ装置及び地図サーバに自動的に送信すると共に、前記目的地
情報を前記地図サーバに自動的に送信する位置情報送信部と、
　現在位置から所定の目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存する地図情報
取得部と、
　前記地図情報を表示する表示部とを備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項９】
　前記現在位置情報を自動的に送信した後、安否確認情報の入力を受け付ける安否確認情
報入力部と、
　前記安否確認情報を前記センタ装置に送信する安否確認情報送信部とをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項８に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　災害速報受信機能及び位置情報取得機能を備えた携帯端末に、
　目的地情報の入力を受け付けるステップと、
　災害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得するステップと、
　前記現在位置情報をセンタ装置及び地図サーバに自動的に送信すると共に、前記目的地
情報を前記地図サーバに自動的に送信するステップと、
　現在位置から所定の目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存するステップ
と、
　前記地図情報を表示するステップを実行させるコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記携帯端末に、
　前記現在位置情報を自動的に送信した後、安否確認情報の入力を受け付けるステップと
、
　前記安否確認情報を前記センタ装置に送信するステップをさらに実行させる請求項１０
に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末の現在位置情報に基づいて利用者の安否を確認する安否確認システ
ムに関し、特に、携帯端末への災害速報の配信サービスを利用した安否確認システムに関
する。また、本発明は、この安否確認システムに用いられる携帯端末並びに当該携帯端末
に内蔵されるコンピュータプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地震等の災害が発生したとき、家族や友人の安否を互いに確認し合うことは極めて重要
であり、近年は携帯端末を使用して安否を確認するシステムが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、携帯端末が災害速報を受信したとき、センタ装置に災害受信
信号を送信し、センタ装置は、携帯端末からの災害受信信号を受信したときに、携帯端末
の現在位置情報に基づいて携帯端末の移動の有無を確認し、携帯端末の移動が確認できな
い場合には、その利用者が非常状態であると判断するシステムが記載されている。また、
このシステムでは、無事か危険かを示す安否状態を携帯端末の利用者に入力させ、安否確
認信号を携帯端末から送信することにより、安否状態が判断される。
【０００４】
　また、特許文献２には、災害が発生したとき安否情報をグループで共有するシステムが
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提案されている。このシステムでは、災害が発生すると、災害情報管理サーバから災害発
生エリア及び避難場所等を示した災害情報が配信される。災害情報を受信した携帯端末は
、ＧＰＳ機能を用いて端末位置情報を作成し、災害情報と端末位置情報から携帯端末の利
用者の安否状況を判別し、利用者の安否状況を示す安否情報を作成し、予め登録された同
じ共有グループの他の携帯端末に安否情報及び端末位置情報を送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－０８７６８３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２６３５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、地震の発生中及び発生直後は、ほとんどの人が身の安全の確保を優先するた
め、家族や友人の安否を確認する行動を起こすことが出来ない。一方、地震が収まってか
ら一定時間を経過した後は、多くの人々が安否確認のために通話や電子メールの送受信を
開始し、これにより電話回線がパンクすることから、電話事業者は回線を予め停止し、或
いは回線数を大幅に制限することを行っている。そのような時間は約１０分と言われてい
る。したがって、地震が止まってから約１０分を経過した後に電話回線を使用して安否確
認を行おうとしても、実際には行うことができないという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１及び２に記載のシステムは、携帯端末の利用者の安否を確認すること
は可能であるが、被災後の行動を支援することは出来ない。例えば大地震の直後は、停電
、火災、水道管の破裂、道路の陥没、土砂災害等が発生し、交通手段が麻痺するため、外
出先で被災した場合には帰宅が困難になる。電車の運行は長時間停止し、バスやタクシー
も渋滞によって動かないことから、その移動は大幅に制限される。そのため、自宅や職場
に戻る場合には徒歩で移動しなければならない。
【０００８】
　しかし、多くの人は現在地から自宅や職場までの徒歩による帰宅経路は把握していない
ことが多く、思わぬかたちで路頭に迷うことになる。現在地から目的地までの方向がおお
よそ分かっていたとしても、一度も通ったことのない道を通って目的地までたどり着くこ
とは意外と難しい。そのため、途中で道を間違えて帰宅までに長時間を要し、最悪の場合
、その日のうちに帰宅できない場合もある。また必要以上に体力を消耗し、途中で挫折す
ることも考えられる。
【０００９】
　また近年、携帯電話のＧＰＳ機能を利用して現在位置情報を取得し、現在位置から所定
の目的地までの最短経路を地図上に表示するウェブサービスも知られているが、上記のよ
うに携帯電話回線が停止又は大幅に制限されている状況では、そのようなサービスを利用
することが出来ないという問題がある。
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、安否確認と
合わせて携帯端末の利用者の帰宅行動を支援することが可能な安否確認システムを提供す
ることにある。また、本発明の目的は、そのような安否確認システムに好ましく用いられ
る携帯端末並びに当該携帯端末に内蔵されるコンピュータプログラムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明による安否確認システムは、災害速報を受信する携帯
端末と、前記携帯端末の利用者の安否状態を管理するセンタ装置と、地図情報を提供する
地図サーバとを備え、前記携帯端末は、目的地情報を保持する目的地情報保持部と、前記
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災害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得する現在位置情報取得部と、前記現
在位置情報を前記センタ装置及び前記地図サーバに自動的に送信すると共に、前記目的地
情報を前記地図サーバに自動的に送信する位置情報送信部と、現在位置から目的地までの
帰宅経路を含む地図情報を受信して保存する地図情報取得部と、前記地図情報を表示する
表示部とを備え、前記センタ装置は、前記携帯端末から送信された前記現在位置情報を受
信する位置情報受信部を備え、前記地図サーバは、前記現在位置情報及び前記目的地情報
に基づいて現在位置から目的地までの帰宅経路を検索する帰宅経路検索部と、前記帰宅経
路が示された前記地図情報を生成する地図情報生成部と、前記地図情報を前記携帯端末に
送信する地図情報送信部とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、安否確認のための現在位置情報を利用して、現在位置から所定の目的
地までの帰宅経路が示された地図を提供することができる。したがって、携帯端末の利用
者の自宅、職場等への帰宅を支援することができる。特に、本発明においては、災害速報
を受信したとき自動的に、すなわち、利用者の操作を介在させることなく直ちに、携帯端
末が現在位置情報の送信及び地図情報の受信を行うので、携帯電話回線が混雑する前に最
低限必要な処理を完了させることができ、安否確認システムの信頼性の向上を図ることが
できる。
【００１３】
　本発明において、前記携帯端末には複数の目的地が予め登録されていることが好ましい
。この場合、前記複数の目的地は、第１及び第２の目的地を含み、前記携帯端末は、前記
現在位置情報及び前記第１及び第２の目的地を前記地図サーバに送信し、前記地図サーバ
は、前記現在位置から前記第１の目的地までの帰宅経路を含む第１の地図情報と、前記現
在位置から前記第２の目的地までの帰宅経路を含む第２の地図情報を前記携帯端末に送信
することが好ましい。この構成によれば、例えば自宅までの帰宅ルートと職場までの帰宅
ルートの両方を手に入れることができ、利便性の向上を図ることができる。さらに目的地
に優先順位を付与し、優先順位の高いものを先に処理することにより、信頼性の高いシス
テムを提供することができる。
【００１４】
　本発明において、前記携帯端末は、前記複数の目的地の中から前記現在位置に最も近い
目的地を選択し、当該目的地の目的地情報を前記地図サーバに送信することが好ましい。
この構成によれば、被災した場所に応じて適切な地図情報を提供することができ、利便性
の高いシステムを提供することができる。
【００１５】
　本発明において、前記センタ装置は、前記携帯端末から前記現在位置情報を受信したと
き、当該現在位置情報を他の携帯端末に自動的に送信する位置情報送信部をさらに備える
ことが好ましい。この構成によれば、家族等の特定の人に対して、被災時における携帯端
末の利用者の現在位置を直ちに通知することができ、利便性の高いシステムを提供するこ
とができる。
【００１６】
　本発明において、前記携帯端末は、前記現在位置情報を自動的に送信した後、安否確認
情報の入力を受け付ける安否確認情報入力部と、前記安否確認情報を送信する安否確認情
報送信部をさらに備え、前記センタ装置は、前記安否確認情報を受信する安否確認情報受
信部と、前記安否確認情報を管理する安否確認情報管理部をさらに備えることが好ましい
。現在位置情報と安否確認情報の取得のタイミングを分離し、現在位置情報を優先的に収
集するので、携帯端末の利用者が完全に行方不明になることがない。また、安否確認情報
は携帯端末の利用者自らが入力し送信するので、安否確認情報の信頼性を高めることがで
きる。
【００１７】
　本発明において、前記センタ装置は、前記携帯端末から前記安否確認情報を受信したと
き、当該安否確認情報を前記他の携帯端末に自動的に送信することが好ましい。この構成
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によれば、家族等の特定の人に対して、被災時における携帯端末の利用者の安否を直ちに
通知することができ、利便性の高いシステムを提供することができる。
【００１８】
　また、本発明の上記課題は、災害速報を受信する災害速報受信部と、目的地情報を保持
する目的地情報保持部と、前記災害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得する
現在位置情報取得部と、前記現在位置情報をセンタ装置及び地図サーバに自動的に送信す
ると共に、前記目的地情報を前記地図サーバに自動的に送信する位置情報送信部と、現在
位置から所定の目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存する地図情報取得部
と、前記地図情報を表示する表示部とを備えることを特徴とする無線端末によっても解決
される。
【００１９】
　本発明による携帯端末は、前記現在位置情報を自動的に送信した後、安否確認情報の入
力を受け付ける安否確認情報入力部と、前記安否確認情報を前記センタ装置に送信する安
否確認情報送信部とをさらに備えることが好ましい。現在位置情報と安否確認情報の取得
のタイミングを分離し、現在位置情報を優先的に収集するので、携帯端末の利用者が完全
に行方不明になることがない。また、安否確認情報は携帯端末の利用者自らが入力し送信
するので、安否確認情報の信頼性を高めることができる。
【００２０】
　さらに、本発明の上記課題は、災害速報受信機能及び位置情報取得機能を備えた携帯端
末に、目的地情報の入力を受け付けるステップと、災害速報を受信したとき現在位置情報
を自動的に取得するステップと、前記現在位置情報をセンタ装置及び地図サーバに自動的
に送信すると共に、前記目的地情報を前記地図サーバに自動的に送信するステップと、現
在位置から所定の目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存するステップと、
前記地図情報を表示するステップを実行させるコンピュータプログラムによっても解決さ
れる。
【００２１】
　本発明によるコンピュータプログラムは、前記携帯端末に、前記現在位置情報を自動的
に送信した後、安否確認情報の入力を受け付けるステップと、前記安否確認情報を前記セ
ンタ装置に送信するステップをさらに実行させることが好ましい。現在位置情報と安否確
認情報の取得のタイミングを分離し、現在位置情報を優先的に収集するので、携帯端末の
利用者が完全に行方不明になることがない。また、安否確認情報は携帯端末の利用者自ら
が入力し送信するので、安否確認情報の信頼性を高めることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明によれば、安否確認と合わせて携帯端末の利用者の帰宅行動を支
援することが可能な安否確認システムを提供することができる。また、本発明によれば、
そのような安否確認システムを実現する携帯端末並びに当該携帯端末に内蔵されるコンピ
ュータプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の好ましい実施の形態による安否確認システム１０の構成を示す
模式図である。
【図２】図２は、携帯端末１１のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、携帯端末１１に内蔵されるコンピュータプログラムの一部を示す模式図
である。
【図４】図４は、携帯端末１１の機能ブロック図である。
【図５】図５は、センタ装置１３の機能ブロック図である。
【図６】図６は、センタ装置１３のデータベース１３ａの構造の一例を示す図である
【図７】図７は、安否確認システム１０の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２４】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する
。
【００２５】
　図１は、本発明の好ましい実施の形態による安否確認システムの構成を示す模式図であ
る。
【００２６】
　図１に示すように、本実施形態による安否確認システム１０は、利用者が所持する携帯
端末１１と、携帯端末１１に緊急地震速報を配信する災害情報配信装置１２と、利用者の
安否状況を管理するセンタ装置１３と、地図情報を作成する地図サーバ１４とを備えてい
る。携帯端末１１は、基地局１５を介して公衆通信回線（公衆電話網）１６に接続されて
おり、公衆通信回線１６はインターネット１７に接続されている。災害情報配信装置１２
、センタ装置１３及び地図サーバ１４はインターネット１７に接続されている。また、携
帯端末１８は、携帯端末１１の利用者の安否情報の通知先（例えば、家族、会社）となる
ものである。さらに、パソコン１９は携帯端末１１の利用者の安否情報をインターネット
１７経由で確認する際に用いられる端末装置である。
【００２７】
　携帯端末１１は、無線通信機能を有する通信端末（例えば携帯電話）であり、狭義の携
帯電話の他、スマートフォン、ＰＤＡ、パソコン、ナビゲーション装置等でもよい。携帯
端末１１は、災害情報配信装置１２から緊急地震速報を受信すると、利用者に対して安否
確認情報の入力を求め、これをセンタ装置に通知する機能を備えている。
【００２８】
　また、携帯端末１１は、ＧＰＳ衛星２０からＧＰＳ信号を受信して現在位置情報（経度
・緯度情報）を算出する機能と、現在位置情報をセンタ装置１３に送信する機能を備えて
いる。なお、現在位置情報はＧＰＳ信号のみを使用したものに限定されず、基地局の位置
情報、無線ＬＡＮの位置情報等をさらに使用して位置精度を高めたものであってもよい。
【００２９】
　災害情報配信装置１２は、災害情報配信サービスを提供する事業者が管理するコンピュ
ータシステムである。災害情報配信装置１２は、地震発生時に気象庁などの機関により解
析された震源地と規模（マグニチュード）などの情報を受信すると、緊急地震速報を携帯
端末１１に配信する機能を備えている。
【００３０】
　センタ装置１３は、安否確認サービスを提供する事業者により管理されるコンピュータ
システムである。センタ装置１３は、携帯端末１１から送信された現在位置情報を受信す
ると、その携帯端末１１の現在位置及び送信時刻（又は受信時刻）をデータベース１３ａ
に登録する機能を有している。
【００３１】
　携帯端末１１には被災時における利用者の帰宅先である目的地が利用者ごとに登録され
ている。利用者は、安否確認システムのサービスを利用するに当たり、目的地の住所を予
め登録しておく。通常、目的地は利用者の自宅か職場であるが、これらに限定されるもの
ではなく、任意の場所を登録することが可能である。携帯端末１１は、現在位置情報を受
信したとき、その現在位置情報と共に目的地情報を地図サーバ１４に送信する。
【００３２】
　地図サーバ１４は、地図サービスを提供する事業者により管理されるコンピュータシス
テムである。地図サービスは安否確認サービスと同一の事業者によって提供されてもよい
。地図サーバ１４は、携帯端末１１から現在位置情報及び目的地情報が送られてきたとき
、現在位置から目的地までの経路が示された地図情報を作成して携帯端末１１に返信する
機能を有している。
【００３３】
　図２は、携帯端末１１のハードウェア構成を示すブロック図である。
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【００３４】
　図２に示すように、携帯端末１１は、アンテナ２１と、アンテナ２１に接続された無線
通信部２２と、ＧＰＳアンテナ２３と、ＧＰＳアンテナ２３に接続されたＧＰＳ受信部２
４と、キーパッドやタッチスクリーンといったデータ入力部２５と、データ又はコンピュ
ータプログラムを記憶するメモリ２６と、ＬＣＤ等のディスプレイ２７と、スピーカ２８
と、マイク２９と、カメラ３０と、振動を生成するバイブレータ３１と、各部を制御する
システム制御部３２とを備えている。
【００３５】
　システム制御部３２はコンピュータプログラム（ソフトウェア）に従って動作し、これ
により携帯端末１１の種々の機能が実現される。例えば、音声通話機能、電子メール機能
、カメラ機能、ウェブブラウジング機能等はよく知られた機能である。また詳細は後述す
るが、本実施形態による携帯端末１１は、緊急地震速報を受信したときＧＰＳ受信モード
をオンにしてＧＰＳ信号を受信し、現在位置情報を取得する位置情報取得機能、現在位置
情報をセンタ装置１３に送信する位置情報送信機能、センタ装置１３から送信された地図
情報を受信して保存する地図情報取得機能、地図情報を表示する地図表示機能等が実現さ
れる。
【００３６】
　図３は、携帯端末１１に内蔵されるコンピュータプログラムの一部を示す模式図である
。
【００３７】
　図３に示すように、携帯端末１１には自身を安否確認端末として動作させるためのアプ
リケーションプログラムとして、目的地設定プログラム３４、位置情報送信プログラム３
５、地図情報受信プログラム３６、安否確認プログラム３７及び地図表示プログラム３８
がインストールされている。これらは一つのパッケージプログラム３３として提供され、
同時にインストールされることが好ましい。当該ソフトウェアは製品出荷時にプレインス
トールされていてもよく、利用者がサービス利用時にダウンロードしてインストールして
もよい。
【００３８】
　目的地設定プログラムは初期設定時或いは設定変更時に使用されるものであり、目的地
の入力を受け付けてメモリ２６に保持する。
【００３９】
　位置情報送信プログラムはバックグランドで動作し、緊急地震速報の受信を常に監視し
ている。地図情報受信プログラムは、位置情報送信プログラムからの指令を受けて動作を
開始し、地図サーバから送られてくる地図情報を受信する。安否確認プログラムもまた、
位置情報送信プログラムからの指令を受けて動作を開始し、安否確認情報の入力の受け付
け及び送信を行う。
【００４０】
　携帯端末１１には複数の目的地が登録されていてもよい。例えば、利用者は、第１目的
地として自宅を登録し、第２目的地として職場を登録しておく。位置情報送信プログラム
は、２つの目的地をメモリ２６から読み出し、現在位置情報及び２つの目的地情報を地図
サーバ１４に送信する。地図サーバ１４との間のプロトコルによっては、現在位置情報と
２つの目的地情報を同時に送信してもよく、現在位置情報と第１目的地情報との組み合わ
せを送信した後、現在位置情報と第２目的地情報との組み合わせを送信してもよい。
【００４１】
　また上記のように、複数の目的地を登録しておき、被災した場所に合わせて目的地を自
動的に選択するようにしてもよい。例えば、東京で被災したときの目的地と大阪で被災し
たときの目的地を変えるような場合である。この場合、目的地は、被災時の現在位置から
最も近い目的地が選択される。
【００４２】
　目的地としては、例えば旅行先や出張先での一時的な滞在での宿泊場所を設定してもよ
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い。この場合、第１目的地や第２目的地とは別に、第３の目的地として設定する。このよ
うな目的地の設定は、利用者自らが直接入力することにより設定してもよく、或いは、イ
ンターネット上のスケジュールデータベースに登録された情報を利用しても良い。例えば
、"５月５日"に"沖縄ホテル"に宿泊する旨の情報がスケジュールデータベースに登録され
ている場合には、この情報にリンクして"５月５日"の限定的な目的地として"沖縄ホテル"
の位置情報が一時的に登録される。
【００４３】
　地図表示プログラム３８は利用者が起動して初めて実行されるものである。地図表示プ
ログラム３８が起動されると、地図サーバ１４から地図情報を受信している場合には、携
帯端末１１のディスプレイ２７に帰宅経路を含む地図情報が表示される。
【００４４】
　図４は、携帯端末１１の機能ブロック図である。
【００４５】
　図４に示すように、携帯端末１１は、災害速報を受信する災害速報受信部４１Ａと、災
害速報を受信したとき現在位置情報を自動的に取得する現在位置情報取得部４１Ｂと、現
在位置情報をセンタ装置１３及び地図サーバ１４に自動的に送信すると共に、目的地情報
を現在位置情報と共に地図サーバ１４に自動的に送信する位置情報送信部４１Ｃと、現在
位置から目的地までの帰宅経路を含む地図情報を受信して保存する地図情報取得部４２Ａ
と、地図情報を表示する表示部４２Ｂと、現在位置情報の送信後に安否確認情報の入力を
受け付ける安否確認情報入力部４３Ａと、安否確認情報をセンタ装置１３に送信する安否
確認情報送信部４３Ｂとを備えている。また、携帯端末１１は、音声通話部４４Ａ、電子
メール送受信部４４Ｂ、カメラ部４４Ｃ、インターネット接続部４４Ｄ等の一般的な機能
を備えている。
【００４６】
　これらの機能ブロックは、図２に示した携帯端末１１のハードウェアと上述したソフト
ウェアとの協働により実現されるものである。詳細には、災害速報受信部４１Ａ、現在位
置情報取得部４１Ｂ及び位置情報送信部４１Ｃは上記ハードウェアと位置情報送信プログ
ラム３５との協働によって実現される。また、地図情報取得部４２Ａ及び表示部４２Ｂは
、上記ハードウェアと地図情報受信プログラム３６及び地図表示プログラム３８との協働
によって実現される。また、安否確認情報入力部４３Ａ及び安否確認情報送信部４３Ｂは
、上記ハードウェアと安否確認プログラム３７との協働によって実現される。
【００４７】
　図５は、センタ装置１３の機能ブロック図である。
【００４８】
　図５に示すように、センタ装置１３は、携帯端末１１から送信された現在位置情報を受
信する位置情報受信部４５Ａと、現在位置情報を他の携帯端末１８に転送する位置情報転
送部４５Ｂとを備えている。また、センタ装置１３はデータベース１３ａを有している。
データベース１３ａには震災時において現在位置情報が登録されるが、震災前においては
現在位置情報のフィールドは空（Null）である。
【００４９】
　図６は、センタ装置１３のデータベース１３ａの構造の一例を示す図である
【００５０】
　図６に示すように、データベース１３ａは、利用者テーブル５１と、連絡先テーブル５
２とを備えている。利用者テーブル５１の各レコードには、「利用者ＩＤ」５１ａ、「利
用者属性情報」５１ｂ、「現在位置情報」５１ｃ、「安否確認情報」５１ｄ等のフィール
ドが含まれており、連絡先テーブル５２の各レコードには、「連絡先ＩＤ」５２ａ、「利
用者ＩＤ」５２ｂ、「連絡先名」５２ｃ、「電子メールアドレス」５２ｄ等のフィールド
が含まれている。
【００５１】
　「利用者ＩＤ」５１ａは利用者テーブル５１の主キーである。「利用者属性情報」５１
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ｂは、利用者の氏名、自宅住所、勤務先住所、携帯電話番号、電子メールアドレス等の情
報であり、複数のフィールドで構成されている。「現在位置情報」５１ｃ及び「安否確認
情報」５１ｄは、震災時に携帯端末１１から送られてくる現在位置情報が登録されるフィ
ールドである。そのため、震災前においてそれらのフィールドの中身は空（Null）である
。
【００５２】
　「連絡先ＩＤ」５２ａは連絡先テーブル５２の主キーである。「利用者ＩＤ」５２ｂは
利用者テーブル５１の各レコードとの関連づけに用いられる。本実施形態においては、利
用者は複数の連絡先を登録することができ、利用者テーブル５１のレコードと連絡先テー
ブル５２のレコードは一対多の関係を有している。「連絡先名」５２ｃには、電子メール
アドレスの所有者の氏名等が登録される。「電子メールアドレス」５２ｄには、現在位置
情報や安否確認情報を送りたい人の電子メールアドレスが登録される。
【００５３】
　次に、図７のフローチャートを参照しながら、安否確認システム１０の動作について詳
細に説明する。
【００５４】
　図７に示すように、地震が発生したとき、災害情報配信装置１２は緊急地震速報を配信
し、これにより災害エリア内の携帯端末１１は緊急地震速報を受信する（ステップＳ１０
１）。
【００５５】
　緊急地震速報を受信した携帯端末１１は、緊急地震速報の受信をトリガにしてＧＰＳ信
号を取得し（ステップＳ１０２）、これを現在位置情報としてセンタ装置１３に送信する
（ステップＳ１０３）。また、携帯端末１１は、現在位置情報及び目的地情報を地図サー
バ１４に送信する。ここで携帯端末１１が緊急地震速報を受信してから現在位置情報及び
目的地情報を送信するまでにかかる時間は非常に短時間であるため、通信回線が混雑する
前に現在位置情報を送信することができる。
【００５６】
　携帯端末１１からの現在位置情報及び目的地情報を受信した地図サーバ１４は、現在位
置から目的地までの最短経路を検索し、当該最短経路が示された地図情報を生成する（ス
テップＳ１０５）。上記のように、地図には現在位置および目的地が示されており、さら
に現在位置から目的地までの最短経路が強調的に示されている（ステップＳ１０６）。そ
して、地図サーバ１４はこの地図情報を携帯端末１１に返信する。
【００５７】
　さらに、センタ装置１３は、利用者の現在位置情報を他の携帯端末１８に送信する（ス
テップＳ１０７）。このときの現在位置情報は、単に携帯端末１１の利用者の現在位置の
みを示す情報であるが、他の携帯端末１８の利用者は、携帯端末１８にインストールされ
た任意の地図プログラム或いは外部の地図サービスを利用して、携帯端末１１の利用者の
現在位置を把握することが可能である。
【００５８】
　ここで携帯端末１１が緊急地震速報を受信してから地図情報を受信するまでにかかる時
間は短時間であるため、通信回線が混雑する前（５分以内）に地図情報を送信することが
できる。
【００５９】
　地図情報を受信した携帯端末１１は、当該地図情報を保存し、利用者の要求に応じて携
帯端末１１の画面に表示する（ステップＳ１０８，Ｓ１０９）。地図情報は携帯端末１１
に強制的に取り込まれるものであり、利用者が好きなときに地図サーバ１４にアクセスし
てダウンロードできるものではない。利用者が携帯端末１１を操作して地図情報の表示を
指示すると、携帯端末１１の画面に地図情報が表示されるので、利用者はこの地図を頼り
に目的地までの徒歩による帰宅を試みることができる。
【００６０】
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　その後、利用者は携帯端末１１に安否確認情報を入力し、送信することができる（ステ
ップＳ１１０，Ｓ１１１）。安否確認情報はセンタ装置１３から連絡先の携帯端末１８に
転送される（ステップＳ１１２）。
【００６１】
　安否確認情報は、安全か否かを示す二値情報であってもよく、「無事」、「軽傷」、「
重傷」といった詳細な状態を示す多値情報であってもよく、さらには本人のコメントを含
むものであってもよい。また、利用者本人のみならずその家族や仲間の安否状態を含むも
のであってもよく、家屋の倒壊状態を含むものであってもよい。
【００６２】
　安否確認情報の送信は携帯端末１１が自動的に行うというよりも携帯端末１１の利用者
自らの操作によって行われるものである。そのため、安否確認情報の送信時期は、利用者
が身の安全を確保し、冷静さを取り戻した後であり、地震が収まってから約５分を経過し
た後であることがほとんどである。震災からある程度時間が経った後は多くの人々が通話
や電子メールの送受信を開始し、携帯電話回線が集中することから、携帯電話回線は携帯
電話事業者によって予め制限される。そのため、携帯電話回線を経由して安否確認情報を
送信することは難しいが、例えば携帯端末１１が無線ＬＡＮ機能を有する場合には、この
機能を利用して、携帯電話回線ではなくインターネット１７経由で安否確認情報を送信す
ることが可能である。
【００６３】
　携帯端末１１からセンタ装置１３に届いた安否確認情報は、パソコン１９からインター
ネット１７経由でアクセスして確認することもできる。パソコン１９から指定のウェブサ
イトにアクセスすると（ステップＳ１１３）、センタ装置１３から携帯端末１１に安否確
認情報を含むＨＴＭＬデータが転送される（ステップＳ１１４）。したがって、パソコン
１９上で安否確認を行うことができる。公衆通信回線が停止又は制限している状況では携
帯端末１８に安否確認情報の転送（ステップＳ１１２）ができないことから、インターネ
ット経由での安否確認情報を提供することは極めて有効である。
【００６４】
　その後、センタ装置１３は、安否確認情報に基づいて無事と判断した利用者の携帯端末
１１に対して電子メールを送信することができる（ステップＳ１１５）。この電子メール
は、例えば被災した職場の復旧に対応してくれるスタッフを集めるために送信される業務
連絡である。そのため、電子メールは、安否確認情報から無事であることが確認され、さ
らに職場に比較的近いところで被災した者に対して送信される。
【００６５】
　上記電子メールは、自宅から職場までの距離が比較的近い者に対して送信されることが
好ましい。被災後の交通が麻痺した状況では、たとえ本人が無事であったとしても、職場
までたどり着くことが難しいからである。職場から自宅までの距離は、携帯端末１１の利
用者がサービス利用開始時に登録した自宅の住所と職場の住所から調べることが出来る。
センタ装置１３は自宅の住所と職場の住所を地図サーバ１４に送信する。地図サーバ１４
は自宅から職場までの距離を求め、この距離情報をセンタ装置１３に返送する。センタ装
置１３は、自宅から職場までの直線距離が一定範囲内にある利用者の携帯端末１１に対し
て電子メールを送信することにより、非常時での出勤を呼びかけることができる。
【００６６】
　以上説明したように、本実施形態においては、携帯端末１１による緊急地震速報の受信
から地図情報の取得までの一連の処理が連続的且つ自動的に行われ、その途中に利用者の
判断や操作が介在することはない。したがって、通信回線が混雑する前（例えば５分以内
）に一連の処理を完了させることができる。
【００６７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上記の実施形態に限
定されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であり、それらも
本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。
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【００６８】
　例えば、上記実施形態においては、災害情報配信装置が災害情報として緊急地震速報を
配信する例について説明したが、本発明は緊急地震速報に限定されるものではなく、津波
情報、台風警報、火災に関する情報など、災害に関する種々の情報を配信してもよい。
【００６９】
　また、上記実施形態においては、地震の影響が及ぶエリアの携帯端末１１にのみ緊急地
震速報を配信する場合について説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではな
い。例えば、災害情報配信装置１２は、すべての携帯端末１１に緊急地震速報を配信し、
携帯端末１１の利用者自身が自己の位置情報から地震の影響が及ぶエリアであるかを判断
するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
１０　　安否確認システム
１１　　携帯端末
１２　　災害情報配信装置
１３　　センタ装置
１３ａ　　データベース
１４　　地図サーバ
１５　　基地局
１６　　公衆通信回線
１７　　インターネット
１８　　携帯端末
１９　　パソコン
２０　　衛星
２１　　アンテナ
２２　　無線通信部
２３　　アンテナ
２４　　受信部
２５　　データ入力部
２６　　メモリ
２７　　ディスプレイ
２８　　スピーカ
２９　　マイク
３０　　カメラ
３１　　バイブレータ
３２　　システム制御部
３３　　パッケージプログラム
３４　　目的地設定プログラム
３５　　位置情報送信プログラム
３６　　地図情報受信プログラム
３７　　安否確認プログラム
３８　　地図表示プログラム
４１Ａ　　災害速報受信部
４１Ｂ　　現在位置情報取得部
４１Ｃ　　位置情報送信部
４２Ａ　　地図情報取得部
４２Ｂ　　表示部
４３Ａ　　安否確認情報入力部
４３Ｂ　　安否確認情報送信部
４４Ａ　　音声通話部
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４４Ｂ　　電子メール送受信部
４４Ｃ　　カメラ部
４４Ｄ　　インターネット接続部
４５Ａ　　位置情報受信部
４５Ｂ　　位置情報転送部
５１　　利用者テーブル
５１ａ　　「利用者ＩＤ」フィールド
５１ｂ　　「利用者属性情報」フィールド
５１ｃ　　「現在位置情報」フィールド
５１ｄ　　「安否確認情報」フィールド
５２　　連絡先テーブル
５２ａ　　「連絡先ＩＤ」フィールド
５２ｂ　　「利用者ＩＤ」フィールド
５２ｃ　　「連絡先名」フィールド
５２ｄ　　「電子メールアドレス」フィールド

【図１】 【図２】
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