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地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用 報告書概要①

○目 的 RFIDの現状把握と安心安全システムとしての今後の利活用方策や課題の

整理を行う。今後も注意が必要な地震災害時等を想定したシステムの実

用化に向けた基礎実験による検証をもとに、地域における安心安全のため
のRFIDの利活用を促進する。さらに、新たに導入された950MHz帯中出力

型パッシブタグシステムの早期の普及促進を図る。

【調査検討の概要】

・RFIDの現状

・地域における安心安全のためのRFIDの利活用の検討及び課題の整理
・地域における安心安全のためのRFIDの高度化利用の検討

○委員 学識経験者、地方自治体、メーカー等 15名

○設置期間 平成２２年７月～平成２３年３月

RFID（Radio Frequency IDentification）は、電磁波（電波）または誘導電磁界によって非

接触で半導体メモリのデータを読み出し、書き込みのために近距離通信を行うものの総称。
｢電子タグ｣、｢リーダライタ｣、｢アンテナ｣で構成され、タグは、通信機能を有するICチップに

より物などを自動識別し管理する仕組み。自ら電波を出さないパッシブ方式と電波を出す
アクティブ方式がある。報告書では「電波を利用した電子タグシステム」をRFIDと記載。

『 RFIDとは』

○主な検討項目



950MHz帯電子タグシステム

パッシブタグシステム ※１

高出力型 低出力型

空中線電力： 1W以下
固定的利用を想定

空中線電力： 250mW以下
ハンディ型を想定

空中線電力： 10mW以下
ハンディ型を想定

空中線電力： 10mW以下
電源を内蔵し、長い通信距離、
センサと連携した高機能化が容易

※１ リーダ/ライタからの電波のエネルギーを使用して情報のやり取りを行う方式

中出力型

アクティブ系小電力
無線システム ※２

※２ タグ内蔵の電源で通信を行う方式



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用 報告書概要②

●想定障害物（コンクリート（鉄筋なし／鉄筋あり）／合板／石膏ボード）

【障害物を通したタグシステムの読み取り実験】

○パッシブ方式：コンクリート（120mm鉄筋有）の場合、Metal-Lタグ・中出力型で１枚、

同タグ・高出力型で2枚通過して検出できた。

合板、石膏ボードはMetal-Lタグ・中出力型で各5枚通過して、ほぼ検出できた。

○アクティブ方式： 1mW出力で、コンクリート（120mm鉄筋有）下から最大120m程度

離れたところから検出できた。

鉄筋なし：厚み=コンクリート：40mm/枚
鉄筋あり：厚み=コンクリート： 120mm/枚
合板・石膏ボード：12mm/枚

× × × ×

測定ポイ
ント

タ
グ



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用 報告書概要②

●想定障害物（瓦礫（コンクリート・石膏ボード混合物）

RFタグは塩ビパイプ中に設置



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用 報告書概要②

●想定障害物（雪）

発泡スチロールに挟んだタグを雪の中に埋設

○パッシブ方式：250mW中出力リーダの場合

○アクティブ方式

１ｍ厚の雪を被せ１０ｍ離れた位置で雪による減衰は測定されなかった

被せた雪の厚さに応じて大きく変化するが明確な雪による減衰は見られない



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用

【災害対策等に向けたＲＦＩＤの社会的ニーズ】

○ 被災者の捜索活動
瓦礫などに埋もれた人を救出する救助活動においては、被災者の埋没場所がピンポイントで
特定できれば、迅速に救助活動に取り組むことが可能となり、救命効果に格段の向上が期待
できる。

○ 傷病者の把握
医療機関や応急救護所さらには避難所において、次々と搬送されてくる受傷者のトリアージ
データを無線及びインターネット回線を用いて情報共有することにより、紙データによる管理と
一体的な運用が期待できる。

○ 避難所における避難者の把握
避難所における住民の安否確認は必須の重要事項でありながらも非常に困難な作業となる
が、このような避難者情報の把握においても、ＲＦＩＤは期待できる。

○ 被災家屋の調査
建築物の応急危険度判定を行う際、応急危険度判定結果を紐付けたパッシブタグを対象の
建物に貼付し、被災住宅の位置データと併せて一元管理することにより、データの正確かつ
迅速な収集が期待できる。

地域における安心安全のためのＲＦＩＤの活用に関心が高まっており、災害発生時には次のような
利活用が考えられる。



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用に関する調査検討 報告書概要④

【災害対策等に導入が望まれるシステム】

○災害時捜索支援システム

検
知

パッシブタグによる被災者の捜索 雪下に埋没した被災者の捜索

瓦礫に埋もれた被災者が携帯するパッシブ
タグを中出力(250mW)リーダライタで検知
し捜索するシステム

表層雪崩等で雪下に埋もれたスキーヤーが所持す
るリフトカード（パッシグタグ）を、高出力(1W)
あるいは中出力(250mW)リーダライタで検知して
捜索するシステム



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用に関する調査検討 報告書概要④

【災害対策等に導入が望まれるシステム】

○被災地におけるトリアージデータのリアルタイム通報システム

登録された傷病者のトリアージ情報やＧＰＳ位置情報を、アドホック無線や衛星携帯電話網等を利用
して医療機関や災害対策本部等に集約し、ネットワーク上でリアルタイムに通報表示するシステム

DMAT支援用トリアージ情報システム構成例 携帯電話画面

災害現場
でのトリ
アージ数

重傷患者
の病院搬
送数

ＧＰＳに
よる傷病
者位置

トリアージ情報表示結果(広域表示）



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用

○大規模災害時における避難者把握システム

安否情報閲覧（希望により掲載）

避難者情報登録

災害対策本部

安否確認

避難確認

避難者情報活用

RFタグ



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用に関する調査検討 報告書概要⑤

○倒壊等危険家屋情報のリアルタイム収集システム

災害対策本部

RFタグ

GPS

ステッカー

危険度判定情報,位置情報,タグID

広域家屋損壊情報として蓄積し、
地図上に展開して活用。ハン
ディターミナルからも参照可能。

ハンディ端末

貼付



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用に関する調査検討 報告書概要⑤

○徘徊老人の外出等検知システム



地域における安心安全のためのＲＦＩＤの利活用に関する調査検討 報告書概要⑥

○ パッシブタグ
実際に常時携行可能なサイズ、耐久性を持った
専用タグの開発

○ アクティブタグ
電池寿命や小型化等の課題があるが、パッシブ
とアクティブの両方の特長を併せ持ったハイブ
リッド型が有効

○ リーダライタ
移動する形態で、より高い空中線電力が求め
られるため、無線局免許又は登録を不要とする
技術的・制度的な検討が必要

○ インターフェースの標準化
「災害支援の統合化」を図るため、様々な端末、
機器、情報を扱うための「共通的なインタフェース 」
の検討が必要
さらに将来は、「地域・防災クラウド」のように、
平常時の行政サービスも含んだクラウド化が期待

【今後の課題】

災害時捜索支援システム 被災地トリアージシステム 災害時における避難者管理システム

インターネット

共通的なインターフェース

災害支援の統合化

捜索情報

被災者情報 避難者情報

対策本部 地域病院

・・・

警察・消防



被災地におけるトリアージデータの
リアルタイム通報システム

●新潟県は防災先進県

すべての県民が強烈な地震を体験
訓練などにも積極的に協力

人的，場所的な訓練の実施体制がある

中越沖地震の教訓から生まれた救急医療情報システム



はじめに

大規模災害発生時，一度に多数の負傷者発生

迅速かつ適切な医療, 搬送

トリアージ(最善の救命効果を得る方法)

多数の傷病者を重症度と緊急性によって区別し, 

治療の優先度を決定すること

トリアージとは

4段階で分類
効率的な治療, 搬送が可能

■黒( ０)-死亡群
■赤(Ⅰ)-重症群
■黄(Ⅱ)-中等症群
■緑(Ⅲ)-軽症群



トリアージタグ情報の電子化
紙媒体

トリアージ情報を記載

(年齢, 性別, 傷病状態)

情報信頼性の確保が難しい

(傷病者による色変更)

トリアージタグ

子機

ボタンの色がトリアージタグの

色に対応

RFID, GPS機能も内蔵

情報信頼性の確保が可能

(情報をデータベースとして管理)

専用読み取り装置！



子機から送信されるトリアージ情報

GPS情報（緯度・経度）

トリアージ情報送信時刻

重症度（色）

中継機ID

端末（子機）ID

トリアージ実施回数

タグ（負傷者）ID
ID[PK]

専用端末（子機）によって
RFIDを読み取り，個人識別

トリアージ情報送信時，
子機から最も近くにある中継機IDを送信

中継機ごとの集計により，エリアごとに表示



目的

搬送先の決定: 現場ではなく後方指揮本部から指示
(他の災害現場や病院との情報共有が必要になる)

トリアージ情報をデジタル化
後方指揮本部がウェブ上で把握

特定小電力無線ネットワークを用い
トリアージ情報をリアルタイムに共有

するシステムの開発

トリアージ作業・搬送をより効率化！



システム構成



病院エリアからの情報入力方法の追加



1 トリアージ情報読み取り

・三部から構成

1. トリアージ情報読み取り

2. トリアージ情報送信

3. トリアージ情報登録と表示

子機

・GPS衛星情報取得(トリアージ場所)

・RFIDタグの患者IDの読み取り

・トリアージ情報(黒, 赤, 黄, 緑)を送信

・特定小電力無線で近くの中継機へ伝送 専用端末（子機）にはRFID
とGPSが内蔵されている

トリアージタグにID
(患者番号)を割付けた

RFIDタグを貼付



2 トリアージ情報送信
中継機

・受信したトリアージ情報に中継機情報を付加

・隣接する中継機に特定小電力無線で情報を伝送

親機

・シリアル通信で解析用PCにトリアージ情報を伝送

変換用PC

・トリアージ情報の解析とサーバPCへHTTP送信

RS-232Cでトリアージ情報を出力



3 トリアージ情報登録と表示
サーバ用PC
・受信したトリアージ情報のデータベースへの登録

・トリアージ状況のWebアプリケーション表示

データベース

・複数トリアージによる同一傷病者の情報更新

Webブラウザ(インターネット)

・インターネットでトリアージ状況確認

災害対策本部だけでなく，インターネットでど
こからでもトリアージ状況を把握できる！

ID   色 トリアージ時間
01   赤 2010-03-05 14:42:41
02   緑 2010-03-05 14:45:25
03   黒 2010-03-05 14:50:30

GISを用いた棒グラフで表示することで, 
視覚的に把握できる！



結果(傷病者位置の把握)
合計17ポイントの傷病者位置が表示されることを確認(新潟大学構内)

GISを用いたトリアージ状況（GPS)

数字は傷病者のID

色はトリアージ区分に対応
(黒, 赤, 黄, 緑)



結果（時系列による棒グラフの増減）

14:42:41 （変化前） 14:45:25 （変化後）

1

黄色の傷病者が1名登録されることを確認（1名→2名)

2

ページの更新間隔(20秒)



結果(傷病者数の時系列変化)

時系列で傷病者(黒・赤・黄・緑）の増減を確認

黄色の傷病者が
約8分間で6名増加

(3名→9名)

赤色の傷病者が
約8分間で9名減少

(9名→0名)



考察

傷病者の位置をGPSで確認

負傷者位置を確認することで，DMATの効率的な配置が可能

時系列で傷病者の増減・容態変化を棒グラフで確認

視覚的に把握でき，医療チームの効率的な派遣が可能

傷病者数の時系列変化を折れ線グラフで確認

時系列で傷病者数の変化傾向が分かり，災害対策に役立つ



まとめ

特定小電力無線ネットワークを用いて，トリアージ情報を
リアルタイムに共有できる管理システムを開発

傷病者の治療優先度別グラフを動的に表示する

ＷＥＢアプリケーションを開発

多数アクセスによるサーバ負荷やアクセス速度などの評価

表示の速度・検索, 画面サイズ, 傷病者の履歴保存

今後の予定

Ｓｓｓｓ



三魚沼地域災害時医療訓練
(2010.10.23実施)

修士2年 山本 峻，

修士1年 伊藤 達哉，亀井 秀一

学部4年 畑中 将輝



10月23日に三魚沼地域（十日町，六日町，小出）

連携で災害医療訓練が行われた．

DMATグループは十日町でエアタグと携帯アプリを

使ったトリアージ情報送信の実験を行った．

今回は訓練の概要とエアタグ・携帯アプリの各実験

結果を報告する．

災害・訓練の設定
• 三魚沼を中心としたマグニチュード7.0の広域直下型大地震発生．

• 十日町では60人の負傷者が発生し，内20人が災害現場で一時トリアー
ジを行い病院に搬送され，残りの40人は直接来院して トリアージが行わ
れる．

• 負傷者すべてにFeliCaカードつきのトリアージタグが手首に付けられる．

三魚沼地域災害時医療訓練の報告



実験内容（災害現場）

• 十日町消防署で被災した20名

（うち15名がトリアージ対象者）

のトリアージ情報を専用端末

“エアタグ”を用いてサーバへ送信

• FeliCaコインが取り付けられた

トリアージタグを用いる



実験結果（災害現場）

15人中8名のトリアージを確認

1名の黄→赤の容態変化を確認

十日町病院への搬送を確認



携帯アプリの概要

• 紙製トリアージタグ貼付の

FeliCaカードからタグIDを

読込む．

• トリアージタグの色を選択する．

（事前にGPS情報を取得済み）

• 取得したID・色・GPS情報を

BSNアイネットのサーバ経由で

新潟大学サーバに送信する．

実験内容（十日町病院 “携帯電話版”）



実験結果（十日町病院“携帯電話版アプリ”）

• アプリを使っての情報送信自体はおおむねうまく行
われた．

• FeliCaの読込み確認に失敗している場合があり，

運ばれている患者を追いかけて読み込んでいる姿
が多く見られた．



地図表示

実験結果（十日町病院“携帯電話版アプリ”）

矢印は，時間的経緯を表す．

被災地

十日町病院

ヘリポート

大学病院



システム設計・配信協力：　日本精機株式会社



広域移動時のトリアージ情報送信結果

(a)移動履歴 (b)画像送信結果
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