
1. 具体的なシステムの概要 さらに、高速マルチホップセンサー

ネットワーク技術が適用される。センシングデータの値に応じて
適応的に画像を送信するようなシステムも追加される

2. 実現による効果 一目瞭然の画像により、人間が状況を即座

に判断し、正確かつ迅速な災害対応が可能となる。

3. 技術開発課題 数百ｍ間隔をマルチホップ転送する高速ア

ドホック・マルチホップセンサーネットワーク技術。燃料電池技
術の導入。その他多様な自然エネルギー活用技術。

4. その他取り組むべき課題 観測データの開示、住民や関連

省庁間の連携など

1. システムの概要 防災システムとして、人間が立ち入りにくく、

電源設置が困難な場所に、低速なセンサーネットワーク技術を
用いた自動監視システムが設置されるようになる。電池交換
が困難な場所で小型電池で長期間の使用に耐えるものや
自然エネルギーを活用したものが開発される。
2. 実現による効果 土砂崩れなどの災害に対して、現在よりも

きめ細かく、人手によらない安全な監視が可能となる
3. 技術開発課題 １０ｋｍ四方程度の範囲をマルチホップ無線

技術でデータ収集する電力自立センサーネットワーク技術
4. その他取り組むべき課題 観測データの開示、住民や関連

省庁間の連携など
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１．防災・災害予測 ・・・自動監視・警報（自然）－①
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1. 具体的なシステムの概要
・水害，林野火災，土砂崩落，液状化などの異常を自動検出
・明らかな異常・予兆検出時に自動で避難命令/勧告発令

2. 実現による効果（可能なら定量的に）
・意思決定支援

3. 技術開発課題（可能なら数値目標を）
・実データの収集＆解析
・パターン認識(異常・予兆検出）
・環境対策（廃棄しても自然破壊にならない）
・センサノードの認証(偽装ノード妨害への対策）

4. その他取り組むべき課題
・非難命令/勧告の自動発令可否の検討

1. 具体的なシステムの概要
・水害，林野火災，土砂崩落，地震，液状化などを可視化

2. 実現による効果（可能なら定量的に）
・非難勧告発令タイミングの最適化(発令決定支援）
・24時間体制の監視
・大惨事の防止

3. 技術開発課題（可能なら数値目標を）
・観測状況のリアルタイム可視化
・広域システム上のリアルタイム通知
・センサ開発，センサキャリブレーション自動化

4. その他取り組むべき課題
・センサノード設置のための法律（？）
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防災管理
センタ

林野火災，土砂崩落，液状化
(温度，煙，地盤変位)

緊急対応

防災管理
センタ

パターン認識による
異常予兆検出

人手による異常予兆検出
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１．防災・災害予測 ・・・自動監視・警報（自然）－②



1. 具体的なシステムの概要
上記システムと連動して、さらに消防機関に自動通報を行っ
たり、ガスメータ等が連動遮断するシステム。

2. 実現による効果
火災の早期通報・消火、被害の拡大防止

3. その他取り組むべき課題
一般住宅火災の警報器作動信号を消防機関に直接通報
できる制度。

1. 具体的なシステムの概要
住宅用火災警報器が全戸設置義務化されるが、設置された
火災警報器が相互に連動鳴動するシステム。

2. 実現による効果
火災検出した警報器だけでなく他の警報器も連動鳴動する
ため火災時の逃げ遅れが防止でき、火災による死者数を
減少することが可能。

3. 技術開発課題
大規模戸建住宅でも通信可能な無線ﾈｯﾄﾜｰｸ技術とそれを
５年間（警報器有効期間）電池で駆動させる省電力技術。
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１．防災・災害予測 ・・・自動監視・警報（住宅）



１．具体的なシステム概要
地下街や大規模建築物などに、電子タグからの情報にリンクした、
各階平面図、店舗情報、危険物、管理者の情報などの消防活動
支援情報を配置し、各隊員が消防活動を行う上で必要な情報を
活動現場で取得可能なシステム。

２．実現の効果
災害現場の特性にあった効率的な消防活動が可能となる。また、
各階平面図や店舗情報等は、平常時の来客への情報サービス
や施設の維持管理等に広く活用され得るもの。

３．技術開発課題
各種登録情報の標準化。小型軽量化、低コスト化などシステムの
改良。

４．取り組むべき課題
システムの改良及び普及。タグの設置の促進策。消防活動支援
情報の整備。

１．具体的なシステム概要
地下街などの屋内空間の避難口誘導灯などに付置した電子タグ
からの位置（ＩＤ）情報等を活用し、消防隊員の位置を特定するシ
ステム。

２．実現の効果
屋内空間で活動中の消防隊員の位置情報を基に、現地指揮本
部による的確な指揮命令が可能となり、安全で効率的な消防活
動が確保される。

３．技術開発課題
通信方式、電子タグ登録情報の標準化。現場活動に活用できる
よう操作性の向上、頑健化。

４．取り組むべき課題
実戦配備用システムの開発。タグの設置の促進策。電子地図情
報の整備。
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位置決めサーバ

地図上での位置表
示サーバ

補正済み

位置データ

電子地図（３次元数値地図）

隊員の位置の特定と指揮命令

地下街などの屋内空間 現地指揮本部

空気ボンベ

電子タグ受信
用アンテナ

電子タグ付き誘導灯

位置（ＩＤ）データ
（CUPT用）

位置特定装置端末
ZUPT（速度ゼロ補正）
CUPT（位置座標補正）のタイミングを教える。

位置特定装置
（慣性航法装置）

咽喉マイク 消防無線、無線ＬＡＮなど

電子タグ

隊員の指揮命令

現地本部

位置（ＩＤ）情報
デジタル消防無線、
無線ＬＡＮなど

各階平面図、店
舗情報、危険物
の有無、管理者
の情報等

IPネットワーク
消防本部，防災関連機関

被搬送者の情報
（病歴、家族の連絡先など）

電子タグ付き誘導灯

１．防災・災害予測 ・・・消防・救助活動支援、避難経路誘導－①
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データキャリア

2007年2007年

2010年2010年

１．具体的なシステムの概要
非接触で書き込み・読み取り可能なデータキャリアを建築物に配置して
おき、人間（救援者等）やロボットが読取装置をかざして情報を取得する
システム。

２．実現による効果
平常時には建築物の防災調査情報の管理、通常火災時には迅速かつ
的確な消火・救急活動のための情報源、大規模災害時には家屋の被災
度判定結果の書き込みや、要救助者の捜索、詳細な被害状況のGISマッ
プ作成のための情報源として活用。

３．技術開発課題
装置の小型化（1kg以下）、読み書き性能向上、等。

４．その他取り組むべき課題
データキャリア及び装置の普及方策および書式の標準化。

１．具体的なシステムの概要
移動する人間、ロボット、飛行体（有人/無人）等が、意識することなく
街中のセンサ機能付きデータキャリアから防災情報を自動的に収集す
るシステム。

２．実現による効果
被災者に対する音声による呼びかけや被災者からの音声の録音機能
を有するデータキャリアを建物の天井などに設置しておき、大震災等に
よる倒壊の際に、飛行体を用いて被災者の探索を迅速に行うこと等。

３．技術開発課題
装置の一層の小型化（500g以下）、読み取り距離の拡大（100m以上）、
読み取り処理の高速化、信頼性向上。

４．その他取り組むべき課題
携帯電話など既普及端末に本機能を搭載する可能性の検討。

建物の情報源として （位置，構造種別，平面図，危険物の有無、等）
防災の情報源として （居住者の人数，不在時の連絡先，等）
書き込む情報として （被災度判定結果、等)

情報を
読み取り

救援者等

情報を
無意識に読み取り

停電センサ連動 建物情報 交通情報メッセージ

１．防災・災害予測 ・・・消防・救助活動支援、避難経路誘導－②
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1. 具体的なシステムの概要
• 居住者が超小型の携帯端末を持ち、災害時の生存や場所
を無線NWで発信し、更に避難経路などの情報を受信する
ことで災害救助を支援する。

2. 実現による効果（可能なら定量的に）
• 双方向化で生存情報の発信と避難情報の受信を行える
3. 技術開発課題（可能なら数値目標を）
• 双方向アドホック通信を実現する動的経路制御
4. その他取り組むべき課題

1. 具体的なシステムの概要
• 災害時の建物の破損、倒壊を考慮し、無線通信とバッテリ
駆動で温度、煙、有害ガスの測定データを収集する防災シ
ステム

2. 実現による効果（可能なら定量的に）
• 無線のアドホック性と環境センシングで2次災害を削減
3. 技術開発課題（可能なら数値目標を）
• MEMS技術による小型半導体センサのマルチ・省電力化
• 自律NW構成、ロバスト性の強化、省電力プロトコル
4. その他取り組むべき課題
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この奥は有毒
ガスで危険だ

この下に生存者
がいる
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１．防災・災害予測 ・・・消防・救助活動支援、避難経路誘導－③

※出典：センサ実用化研究会環境分科会


