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耐災害ICT研究プロジェクト「耐災害強化のための情報通信技術」



東北大学との連携体制 

東北大学 
電気通信研究機構 

ワイヤレスメッシュネットワーク研究室 

ワイヤレスメッシュプロジェクト 
(ディペンダブルワイヤレス研究室) 

情報分析技術プロジェクト 
(情報分析研究室) 

衛星通信プロジェクト 
(宇宙通信システム研究室) 

工学研究科 

ロバストネットワーク基盤研究室  

情報配信基盤研究室   

A社 B社 C社 D社 E社 F社 

総務省直轄委託研究受託会社 連携 連携 

災害時伝送・交換プロジェクト 
(フォトニックネットワークシステム研究室) 

災害時ネットワーク制御機構プロジェクト
(ネットワークアーキテクチャ研究室) 

情報利活用基盤技術プロジェクト 
(情報利活用基盤技術研究室) 

電気通信研究所 

情報科学研究科 

東大、京大、奈良
先端大等 

企画室  

小金井本部の
研究室と連携 

小金井・横須賀
の研究室と連携 

けいはんなの
研究室と連携 

光ネットワーク研究所 

ワイヤレスネットワーク研究所 

ユニバーサルコミュニケーション研究所 
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耐災害ICT研究テストベッド

東北大学片平キャンパス東北大学片平キャンパス
D

F

東北大学青葉山キャンパス東北大学青葉山キャンパス

JGN-Xノード

データ
蓄積装置

JGN-Xノード

仮想化ノード用

AGW

①ロバスト光統合ネットワーク実証テストベッ
ド（光統合ノードを用いた光テストベッド）

ROADMを介してJGN-Xに接続。光統合ノード、
ROADM 、測定評価機材を光テストベッドとして
整備

JGN-Xﾈｯﾄﾜｰｸ

光統合
ノード

KDDI仙台局舎
※

KDDI仙台局舎
※

テストベッド共同利用施設

②ワイヤレスメッシュ網テストベッド
ワイヤレスネットワークシミュレータと
屋外のワイヤレス可搬型アクセスポイ
ントで構成

②衛星通信地球局

可搬型フルオート地球局
を整備

建屋

テストベッド共同利用施設を整備

ワイヤレス
テストベッド

ワイヤレス
テストベッド

（既設）
（既設）

学内LAN（検討中）

1

光統合
ノード

ROADM
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大学

総務省直轄案件
つながるネットワーク

NICT小金井・大手町TB

直近の災害対策

光統合ノード
地元企業等

通信局舎（擬似） 通信局舎（擬似）

課題1,2
大規模災害時における移動通信ネッ
トワーク動的通信制御技術等
課題3
激甚災害においても確保するネット
ワーク高可用管理制御技術

地域分散無線ネットワーク
高可用ネットワーク自律管理機構

NICT

パス

パケット

光統合ノード

NICT
災害時伝送・交換技術

災害時ネットワーク制
御機構技術

仮想化制御機構

JGN-X上の物理ネットワーク

論理ネットワーク２

論理ネットワーク１

（直
轄
案
件
と
の
長
期
的
連
携
拠
点
）

ロ
バ
ス
ト
光
統
合
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

動的リソース割当
動的リソース割当

NICT 東北光TB

ロバスト光統合ネットワーク施設を活用した耐震災連携研究と復興支援

■震災発生時の高速迂回路切替、回線サービス用途切替、ネットワーク内の残余資源提供等により、情報通信ネッ
トワークの被害を 小限に抑える。

■ 新試験設備や測定機器及びノウハウの提供により、被災した東北地方の電気通信関連企業の早期復興に貢献。

■震災発生時の高速迂回路切替、回線サービス用途切替、ネットワーク内の残余資源提供等により、情報通信ネッ
トワークの被害を 小限に抑える。

■ 新試験設備や測定機器及びノウハウの提供により、被災した東北地方の電気通信関連企業の早期復興に貢献。

期待できる成果

概要：論理ネットワーク及び光パケット資源を動的に制御できるロバスト光統合ネットワークにより、通常時、災害
時での突発的なトラヒックの集中に対処可能な輻輳制御技術を確立する。
概要：論理ネットワーク及び光パケット資源を動的に制御できるロバスト光統合ネットワークにより、通常時、災害
時での突発的なトラヒックの集中に対処可能な輻輳制御技術を確立する。
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強い耐災害性をもつメッシュ型自営網による重層的な壊れないネットワークの研究開発

■地上ネットワークの一部機能が停止しても、残存機能と車や航空機等の移動ノードを用いてネット
ワーク孤立地域を救済し、災害時に真に役立つアプリケーションが実行できることを実証する。
■地上ネットワークの一部機能が停止しても、残存機能と車や航空機等の移動ノードを用いてネット
ワーク孤立地域を救済し、災害時に真に役立つアプリケーションが実行できることを実証する。

東北大学キャンパス内に自
律分散型自営網（ワイヤレ
スメッシュ）テストベッドを整
備。大学、企業と連携し、ス
マートフォン、WiFi機器、電

気自動車等を活用して被災
後の迅速なネットワーク再
構成技術の実証を行う。

■災害発生後の通信機能維持、住民の安全確認、被災状況の把握、政府や公的機関による災害救助活動、
医療活動、救難物資の流通等に大きく貢献することが期待できる。

■自治体等で採用されるよう積極的な活動を行う。

■災害発生後の通信機能維持、住民の安全確認、被災状況の把握、政府や公的機関による災害救助活動、
医療活動、救難物資の流通等に大きく貢献することが期待できる。

■自治体等で採用されるよう積極的な活動を行う。

期待できる成果
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災害時における広域通信網の確保とトラヒック分散における衛星通信システム利用技術の研
究

■フルオートの可搬型地球局を開発し、将来震災が起こった時に確実に動作する衛星通信網を実現する。

■急激なトラヒック増加に対し、衛星系と地上系通信網とを柔軟に連携し適切に対処するネットワークの構築を実
現する。

■フルオートの可搬型地球局を開発し、将来震災が起こった時に確実に動作する衛星通信網を実現する。

■急激なトラヒック増加に対し、衛星系と地上系通信網とを柔軟に連携し適切に対処するネットワークの構築を実
現する。

■（短期）災害発生直後、現地に緊急高速回線として配備することで、基幹ネットワークと接続、応急復旧対
応可能。

■（中長期）次期衛星システムを想定。効率的かつ柔軟なネットワーク構成を実現する。

■（短期）災害発生直後、現地に緊急高速回線として配備することで、基幹ネットワークと接続、応急復旧対
応可能。

■（中長期）次期衛星システムを想定。効率的かつ柔軟なネットワーク構成を実現する。

期待できる成果

東北テストベッドに、フルオート大型車載地球局１
式、小型車載地球局１式、可搬型地球局数台を設
置
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インターネットを用いた災害対応情報配信基盤の開発

■災害対応情報分析システムの平成２６年度一般公開と、オールジャパンの研究開発体制の確立

■来るべき次の災害への備えとなるとともに、今後長期的かつ冷静な取組みが求められる東日本大震災から
の復興に資する。

■災害対応情報分析システムの平成２６年度一般公開と、オールジャパンの研究開発体制の確立

■来るべき次の災害への備えとなるとともに、今後長期的かつ冷静な取組みが求められる東日本大震災から
の復興に資する。

期待できる成果

■NICTの有する質問応答システム「一休」、情報分析システム「WISDOM」、東北大学の有する「言論

マップ」の技術を統合し、オールジャパンの災害対応の情報分析技術開発体制により、災害時の情報の
効率的な把握、整理を可能とし、また、災害時／後の風評被害を抑制できる情報分析システムを開発して、
平成２６年度に一般公開する。

■NICTの有する質問応答システム「一休」、情報分析システム「WISDOM」、東北大学の有する「言論

マップ」の技術を統合し、オールジャパンの災害対応の情報分析技術開発体制により、災害時の情報の
効率的な把握、整理を可能とし、また、災害時／後の風評被害を抑制できる情報分析システムを開発して、
平成２６年度に一般公開する。

一休

ネット情報検証基盤技術

東北大の言論マップ技術
をベースにした風評被害、
不正確情報を抑制できる
情報分析技術の開発。

情報分析技術（NICT)
災害対応情報分析システ
ムで求められる頑健性、
リアルタイム性を備えた質
問応答、情報分析技術の
開発。

イメ ージを 表示でき ません。 メ モリ 不足のためにイメ ージを 開く こ と ができ ないか、 イメ ージが破損し ている可能性があり ます。 コ ンピュ ータ を 再起動し て再度フ ァ イルを 開いてく ださ い。 それで

も 赤い x  が表示さ れる 場合は、 イメ ージを 削除し て挿入し てく ださ い。

イメ ージを 表示でき ま せん。 メ モリ 不足のためにイメ ージを 開く こ と ができ ないか、 イメ ージが破損し ている可能性があり ます。 コ ンピュ ータ を 再起動し て再度フ ァ イ ルを 開いてく ださ い。 それでも 赤い x  が表示

さ れる 場合は、 イメ ージを 削除し て挿入し てく ださ い。

インターネット 
Ｗｅｂサイト 

マイクロブログ 
ＳＮＳ 

公的機関 

高
効
率
ク 
ロ 
｜ 
ラ 

情報分析技術
（NICT） 

災害時の情報の効率的な把握と整理を可能とし、ユーザが中立的な観点か
ら多角的に情報の信頼性を判断して、結果として災害時/後の風評被害や不
正確な情報による復興の阻害を抑制できる情報分析システムを開発 

ユーザ 
リクエスト 

分類 情報付与 
      構造化 

1 

東北大学　クラスタ計算機 

災害情報 
データベース 

言語資源 

災害対応 共通開発プラットフォーム 

大規模 
ストリームデータ 

参画
シス
テム 

共同研究による 
オールジャパン 
研究開発体制 

参画
技術 

ネット情報検証基盤
技術 （東北大学） 

イメ ージを 表示でき ません。 メ モリ 不足のためにイメ ージを 開く こ と がでイメ ージを 表示でき ません。 メ モリ 不足のためにイメ ージを 開く こ と ができ ない

UCRIクラスタ 

JGN‐X 

分析結果 
表示機能 

公開システム 

災害対応「一休」 
「WISDOM」 

災害対応 
「言論マップ」 

UCRI 情報利活用 
基盤研究室の技

術の利用 

UCRI 戦略的情報集積 
共通基盤チームとの連携  

サービス連携 



情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開発（総務省第３次補正予算）の概要

東日本大震災を乗り越えて復興を実現し、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を構築するため、①災害時にお
ける携帯電話の輻輳(混雑)を軽減するための通信技術、②災害により損壊した通信インフラが自律的に機能を復旧して公共施設等をつなぐための
無線通信技術の研究開発・実証を行うとともに、③これらの研究開発等のための研究開発拠点を東北大学等に整備する。

●研究開発目標：

災害時に安否確認等の音声通話が爆発的に発生した場合に、音声

以外の通信処理能力や被災地以外の通信設備を集中的に活用し、

音声通話の利用の維持を図るための通信技術を確立

●研究開発の主体（想定）：大学、通信事業者、機器ベンダ 等

●成果展開：

研究成果が実ネットワークに導入されることにより、災害時の重要通

信や安否確認等の音声通信の利用を確保。さらに、成果の海外展開

によって通信機器、部品産業が集積している東北地方の復興に寄与。

●研究開発目標：

通信インフラが災害で損壊した場合でも、自治体や公共施設等のインターネット

通信等を自律的に確保するための無線通信技術を確立

●研究開発の主体（想定）：大学、通信事業者、機器ベンダ 等

●成果展開：

研究成果が実ネットワークに導入される

ことで災害に強いネットワークが実現。

さらに、成果の海外展開によって

東北地方の復興に寄与。

世界トップレベルの研究拠点の形成

研究開発、試験・検証・評価

携帯電話網

インターネット
回線

データ回線

柔軟性を高めた
システム

災害発生時は各サービスに対して
通信処理能力を柔軟に割り当て

被災地域の大学等との共同研究による
イノベーション創出、産学官連携の強化、

標準化推進・成果展開 等

①災害時に発生する携帯電話の輻輳（混雑）
を軽減する技術の研究開発（委託研究 約４９億円）

②災害で損壊した通信インフラが自律的に
機能を復旧する技術の研究開発（委託研究 約２６億円）

●概要：（独）情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）への施設整備費補助金により試験・検証・評価を行うための設備（テストベッド）をＮＩＣＴが東北大学等において整備

●整備内容：輻輳の軽減技術の試験等に使用する世界最先端の光通信技術を導入した通信ネットワーク試験装置、自律的な復旧技術の試験等に使用する

可搬型の無線ネットワーク装置及び可搬型衛星地球局設備 等

●施設の活用方法：委託研究の試験・検証・評価に用いるほか、ＮＩＣＴや東北大学等の大学、民間研究機関等の研究活動に活用

③東北大学等での研究開発拠点の整備（約８４億円）

●災害に強い情報通信ネットワークの実現
●被災地域の地域経済活動の再生

予算額：１５９億円



平成２３年度補正予算（第３号）情報通信技術の研究開発に係る委託
（総務省直轄委託研究）

研究開発課題 研究機関（下線は代表研究機関） 総務省担当課

課題① 大規模災害時における移動通信ネットワーク動
的通信制御技術の研究開発

NTT ドコモ、東北大学、日本電気、日立東
日本ソリューションズ、富士通

電気通信技術システム課

課題② 大規模災害時における通信ネットワークに適用
可能なリソースユニット構築・再構成技術の研究開発

日本電信電話、東北大学、NTT コミュニ
ケーションズ、富士通

電気通信技術システム課

課題③ 大規模災害においても通信を確保する耐災害
ネットワーク管理制御技術の研究開発

KDDI 研究所、KDDI、日本電気、日本電信
電話、東北大学

技術政策課

課題④ 災害に強いネットワークを実現するための技術
の研究開発

東北大学、KDDI 研究所、KDDI、沖電気工
業

電波政策課

課題⑤ 災害時に簡易な操作で設置が可能な小型地球
局（VSAT）の研究開発

スカパーJSAT 宇宙通信政策課

課題⑥ 災害情報を迅速に伝達するための放送・通信連
携基盤技術の研究開発

日本放送協会、東北大学、ＮＨＫエンジニア
リングサービス、ＮＴＴアイティ

放送技術課

課題⑦ 災害情報を高圧縮・低遅延で伝送する技術の研
究開発

三菱電機、日本放送協会 放送技術課

課題⑧ 災害時におけるケーブルテレビ応急復旧システ
ム（可搬型緊急用ヘッドエンド設備）の研究開発

DX アンテナ 地域放送推進室

課題⑨ 災害時におけるケーブルテレビ応急復旧システ
ム（幹線応急復旧用無線伝送装置）の研究開発

京セラコミュニケーションシステム 地域放送推進課

課題⑩ 多様な通信・放送手段を連携させた多層的な災
害情報伝達システムの研究開発

NTT データ、NTT ドコモ、マスプロ電工、東
北大学、日東紡音響エンジニアリング

重要無線室
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