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  東日本大震災におけるＩＣＴに対する問題認識 
 
１．電話サービス 
   被災地：インフラやシステムの壊滅により利用丌可能 
   被災地以外：全国的な発信規制により十分機能しなかった 
            ８０～９０％規制 
   050IP電話やSkypeは利用できた 
２．携帯サービス 
   被災地：無線基地局などの崩壊により使用丌可能 
   被災地以外： 発信規制（７０～９５％） 
            トラフィックの集中により通話困難 
            ドコモ：通話量が通常の５０～６０倍  
３．携帯メールサービス 
        音声通話と違って携帯のデータ通信は規制が短時間で 
    あったのでつながりにくい状況ではあったが電波が届くとこ 
    ろであれば利用できた 
 



４．インターネット 
   被災地および被災地以外においてインターネットにアクセ  
   スできればメールやFacebook, twitterなどが使用でき、安  
   否確認などに貢献した。 
    

５． 大陸間を結ぶ光ファイバーケーブルが１０か所以上で切断され、  
   国際専用線などで被害がでた。迂回路の確保も時間を要した。 
     一方、IP-VPNによる海外拠点との接続はダウンすることはな 
   かった。 
    

６． 大規模停電により通信局舎や基地局アンテナのバッテリー（数  
   時間）や自家発電の燃料が１～２日で枯渇し、地震発生から２日 
   ほど後に通信サービス停止がピークに達した 
      

７． 広域災害であるため通信インフラの復旧に多大な時間を要した。 
      

８． 丌正確な情報による事実誤認の風評が世界を駆け巡り、被災 
   地ばかりではなく、日本全体に多大な経済的被害をもたらした。 



９．   被災地での災害情報や避難場所・救援物資情報はラジオの  
     貢献が大であった。 
 

１０． 津波被害地では、住民台帳や病院のカルテなどが喪失し、 
    様々な自治体住民サービスや医療の提供が丌可能となった。 
 

１１． 地震や停電によりデータセンタのシステムが停止し、それを  
    利用している業務が停止した。 
 

１２． 津波による行方丌明者の捜索に多大な時間と労力を要した。 
 

１３． 福島原発事敀による放射能漏洩に対して、周辺地域の放射 
    能の測定、風による漏洩放射能の拡散予測、などが極めて 
    丌十分であった。 
 

１４． 道路や線路の崩壊による物流の停滞に対して、物流の復旧 
       を支援するＩＣＴの活用が十分ではなかった 
 

１５． 放射能環境下で有効に機能する復旧作業用ロボットの開発 
       が十分ではなかった。  
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   東日本大震災は社会インフラ基盤の変革を加速する 
 
供給電力の減少・計画停電     消費電力の大幅な削減 
 
原子力から自然エネルギーの活用へ      自然エネルギーを活用   
                                   するデバイス・システム技術、スマート  
                   グリッド技術の開発 
 
災害発生時の通信途絶      通信インフラのサービス継承性向上  
                     障害を受けた施設の早期復旧 
 
被災地への重要情報提供の必要性    ＳＮＳ、ラジオ、携帯 
                            
 
津波による住民台帳やカルテの喪失     住民データのクラウド 
                  化、インタークラウドにより信頼性向上                          
 
風評被害     正しい情報の迅速な発信 



      大震災による２大社会インフラの 
  “逆方向”への変革の流れが“加速” 
 

                （スマートグリッド） 
電力インフラ：利用（集中）       保有（分散） 
                         （自家発電） 
 
 

ICTインフラ： 保有（分散）     利用（集中） 

                    （クラウド） 
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Cloud Computing  

New Generation Network 
over post-IP （新世代ＮＷ） 

Internet 
+NGN over IP 

Server - Client  
& P2P Model 

(I)コンピューティングシステム、と (C)ネットワーキングシステム、
の双方にパラダイムシフトが生じようとしている。 
 

   これに日本のＩＣＴ産業が対応できないとグ  
   ローバルワー ビジネスでは生き残れない！ 

２０１０～２０２０年代に生じる ICT社会基盤のパラダイムシフト 

   (I) 
 

(C) 
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                   大災害に強いＩＣＴ基盤の構築 
 

基本的考え方 
   発生前 
    ・３Ｒに対するＩＣＴ技術開発とその導入 
    ・災害発生に対する法的・制度的課題の整備 
    ・災害に備えたＩＣＴ利活用の教育と訓練 
 
   発生時 
    ・非常事態宣言による災害時のＩＣＴ運用 
    ・発信規制だけではなく、国民一人一人が情報発信と情報入手が可能な手段を 
     有機的に提供 
    ・携帯（スマートフォン）が使える環境を可及的速やかに復旧させる 
    ・Response, Relief (人命救済、避難、医療、食糧飲料水提供など）に対するＩＣＴの 
          活用 
    ・的確な災害情報の発信による風評被害の防止  
    ・クラウドの重要データの保全 
    ・ＩＣＴ基盤の電力供給確保 
 
   復興時 
    ・Recover(被災地のＩＣＴ基盤の可及的な復旧) 
    ・ＩＣＴ利活用による救援物資の配給 
    ・救援ボランティアの活動を支援するＩＣＴの提供 



      HA/DR:     High Availability / Disaster Recovery 
 
 技術的課題 
    ３Ｒに対応する技術課題     ＩＣＴインフラ 
 
    短期開発課題              ＩＣＴサービス 
 
    長期開発課題               Appliance 
 
 
     

          3R for Disaster 
 

                       短 

              Response    数時間（消防、救急など）   
      

  3R        Relief     数日(救援物資提供など） 

 

               Recover      数か月(インフラ復旧, 
                       長      仮設住宅など） 



        大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －１ 

                － 通信インフラ － 
           

１．被災地の通信インフラ、放送インフラ、データセンタ、などの早急な復興 
   ・  通信インフラの固定網、携帯網、放送網、データセンタなどの復旧には最大限の 
      リソースを投入し、まず平常の通信、放送の状態に復旧させることが必要である。 
               

２．近未来に想定される大震災に対応する通信インフラ 
   ・  大震災による局舎崩壊、電柱・管路の障害、ケーブル切断、などに対して通信が 
           途絶しない、迂回経路の再設計、自律的な迂回可能なネットワークが必要である。 
  
   ・  今後は多くの国民がスマートフォンを利用することが想定され、災害時にスマー 
      トフォンによる安否確認、災害情報の取得、などが可能となるモバイルネットワーク 
           の構築が必須である。そのためには障害を受けた基地局に代わる移動型基地局 
           やより広域の電波送受信ができる設備の十分な保持、基地局丌要なアドホック 
      ネットワーク技術の災害時の利用、などが必要である。 
 

   ・  災害発生時の一定期間は携帯トラフィックや固定電話トラフィックの集中に対して 
           発信規制のみで対応するのではなく、異なる通信業者のネットワークを総合的に  
           活用してできるだけ一般市民の通信を疎通できるネットワーク構築と利用規約の 
      整備が必要である。 
 

     ・   停電による通信設備のオフをできるだけ避けるためバッテリーの長寿命化、十分な 
          移動電源車の保持、太陽電池による電力供給、などを総合的に実施すべきである。 



HA/DR Technologyを集中的に検討
する場の設置が重要 
  学会研究会、省庁研究会 
  論文・会誌 特集号、シンポジウム 
  
 
 
 
 

IEEE Communication Ｍａｇａｚｉｎｅ, 
    Ｖｏｌ. 49, No.1,  
    January  2011 
 
   “Network Disaster Recovery”  
 
 （東日本大震災直前の特集号） 
 



      大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －２ 
 

        データーセンタ／クラウド 
 
１．住民台帳、国民ＩＤ、病院カルテ、などのミッションクリティカルな自治体、医 
  療情報などのクラウド化の推進。 
 
２．大災害や停電によるクラウドの停止や障害に対抗し、サービスを維持継続   
  できる高信頼インタークラウド技術の早期開発と標準化の推進 
 
３．データセンタの大幅な電力削減に向けた研究開発 
 
４．今震災で一部行われた、災害時の一定期間クラウドサービスの無償提供 
  を行うことにより企業のビジネスの早期復旧を図る方策を推奨する 
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１． 現在のビジネス用シングルクラウドは米国が圧倒的に先行しており、日本はミッ

ションクリティカルなクラウド（政府行政、自治体、医療、など）および近い将来

に必要なインタークラウドに重点を置く。                                   

２． 政府行政及び自治体用クラウドについては我国自身で技術開発、導入に向け

た業務の共通化、制度・ガイドラインの整備、などを推進する。 

３． 日本のＩＣＴ産業の生き残りと再発展は、クラウド技術開発とその導入、グロー

バル展開が鍵を握っていることを認識する。 

４． そのためにオールジャパン体制によるクラウド戦略の構築とその推進 

５． 日本発クラウド技術の研究開発、実証実験の推進、標準化、とそれに要する予

算確保 

６． 中小企業や学校・大学、医療機関へのクラウド導入に対する支援方策の推進 
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日本のクラウド戦略案 
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 ライフラインを守るインタークラウドの実現 

AP 

ホームネットワーク 

センサーネットワーク 

サーバ/ストレージ 
AP 

インターネット 

他クラウド業者 

- 被災あるいは大規模故障が発生したとき、クラウド事業者／ネットワーク
事業者間でリソース割当を行ってライフラインを守る 

- 社会的な重要度や優先度に基づいて、コンピューティングやネットワークの
リソース割当を行う 

災害 

ライフライン 
(行政, 金融, 医療, etc.) 

アミューズメント 

アプリケーション 

事業者間でライフライン
のためのリソース融通 

社会的重要度に応じた 

リソース配分 
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グローバルクラウド基
盤連携技術フォーラム 
（ＧＩＣＴＦ） 
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①クラウド関連団体／Conferenceの情報収集と共有 
  - 動向調査、調査結果のプレゼンテーション 
  - 会員への技術情報提供 
②電子行政などに適用可能なセキュアクラウド連携に対する 
  技術ニーズを集約（応用部会と連携） 
③技術ニーズを踏まえた、現状の標準化仕様に対する追加 
  提案の検討 
④電子行政などに適用する標準化仕様セットとして取りまとめ、 
  適切な標準化組織に提案 

応用部会 
 
 

部会長    東出 正裕（NECビッグローブ）  
部会長代理 馬場 覚志（NTTコミュニケーションズ）  

技術部会 
 
 

部会長     後藤 厚宏（NTT）  

部会長代理  加納 敏行（NEC）  

①セキュアクラウド連携に必要な技術ニーズ集約 
 - ニーズ調査 
  - 会員内外のクラウド関係者からの動向・ニーズに関する
講演などを実施（官、学、民から講演者を選出） 
②クラウド連携技術の普及促進 
 - セミナー・シンポジウム開催、他団体とのイベント企画 
 - 出版物やパンフレット作成 
③その他幹事会が特に必要と認めた事項 
 

◎ ネットワーク分科会 
  インタークラウドにおけるクラウドとネットワーク（クラウド内、クラウド間）の連携を実現するための検討 

  （特にネットワーク仮想化の観点から検討を進める）。 
 

◎ 国際標準化戦略分科会 
  我が国のクラウド産業の競争力を強化する観点から国際標準化戦略を検討。 

■ 会員：76企業、3団体（2011.5現在） 
    NTT、KDDI、NEC、日立、富士通、東芝ソリューション、 
    リコー、IBM、Microsoft、Oracle、Cisco、IIJ、BIGLOBE、   
     VMware、NICT、NII、有識者（大学教授等38名） 等 
                                           ＜オブザーバ：総務省＞ 

 総 会 
 会長 青山 友紀（慶應義塾大学） 副会長 後藤 厚宏（NTT）  

    グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム（GICTF）の構成と活動内容 

幹 事 会 

16 
青山友紀 



       大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －３ 
 

           － 通信サービス － 
 
１． 大災害時にも有用な通信サービスの開発 
 
    ・ 大災害時には重要通信確保のための発信規制だけではなく、できる  
      だけ多くの市民が安否確認や災害情報が入手できる多様なサービス  
      を開発する必要がある。 
         ＳＮＳ型サービス、伝言板サービス、YouTube 、ユーストリーム型 
         サービス、などの活用 
         災害状況や避難者を発見する検索サービス、等 
 
    ・ 仮想化ネットワークやインタークラウドなどの革新的ＩＣＴ基盤の上に、  
      災害に対処した有用な新しいサービスの開発が求められる。 
 
  



NW仮想化が実現する新世代NW像 

18 
ネットワーク仮想化基盤 

クラウド1 

クラウド2 

多様な端末 
（アプライアンス・センサー） 

データやサービス 
の多様な供給形態 

スライスで分離されたコンピュータ・ネットワーク資源 

動画配信 
NW 

パケット 
キャッシュ 

NW 

新世代 
NW 

センサー 
集約・分配 
ＮＷ 

 

クラウド 
アクセス 
ＮＷ 

ID/Loc 
NW 

 

レガシー 
（従来） 

NW 

放送配信 
NW 

各スライスの資源を用いて独立に創造できる様々な異なるネットワーク群 

スライス1 スライス2 スライスN 

GICTF 



NTTドコモ 村瀬淳 先進技術研究所長 講演資料 



      大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －４ 
 

   災害状況の把握や今後の予測の技術開発 
 
１． 被災地の環境情報の取得技術とそのデータの活用技術 
     
    被災地の様々な気象データのセンサネットワークによる収集 
    それらの取得データにより現状把握と今後の予測手法 
 

    津波を来襲前に検知し、規模や到来時間を予測する津波センサの開発 
 

    放射能汚損や有毒ガスなどをできるだけ正確に検出できるセンサ  
    や測定機器群の開発 
 

    常設の測定点に加えて、災害区域にセンサや測定器を短時間で広範囲に   
    追加し、データを収集する技術の開発（ヘリでのセンサ散布など） 
 

    衛星や成層圏プラットフォームなどによるデータの収集 
 

２． 行方丌明者を早期に発見する新技術の開発 
    津波で流されたり、崩壊した建物に埋め込まれた行方丌明者を 
    発見できる手法や人感センサーの研究開発 



       大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －5 
 

                  その他 
 
１．  災害地域において人間に代わる、あるいは補佐する 
    災害対応型ロボット技術の開発 
 
２． 他の社会基盤の災害対応へのＩＣＴ技術の活用 
 
     災害時の交通網や物流の被害を軽減あるいは早期復旧に 
     役に立つＩＣＴ技術の開発 （ＩＴＳの活用など） 
 
     自動車運転中に地震警報や津波警報を受信し、安全な 
     地域にナビゲートする技術 
 



      大災害に対応するＩＣＴを目指す提言 －６ 
  

        － 政策や法制度 － 
 
１． 大災害時には一定期間、情報通信の利活用を非常時の  
   体制にする法制化が必要 
    －  被災地に限定した情報通信の利活用、および全国 
       的な情報通信の利活用に関して一定期間非常時対 
       応の利活用にすることを総理大臣が発令する法整備 
        －  災害時の公的な重要通信の確保 
    －   一般市民の安否確認や情報提供、問い合わせに 
               対応できるように、利用できる通信サービスをキャリ 
               アやプロバイダを超えて利用できる規則や法整備 
    －  風評被害を防止するスピーディーな社会への情報   
        発信 
 
２． 大災害に対応する政策・法制度の推進は省庁の壁を越えてトップダウン 
   で行う体制が必須である。 
 
３． 大災害を想定したＩＣＴ利活用の啓蒙活動、初等・中等教育の実施 



近未来に来襲することが予測される大災害に備え
て、提言に終わらせずに、具体的な活動を推進す
る体制が必要 
 

   （のど元過ぎれば熱さを忘れる！） 

   阪神大震災後の取り組みの反省 


