
事であるが、ICT（Information

Communication Technology）が関与

する部分も、年々増加している。

次に、自治体においては、多くの

場合、住民に対する災害情報の周知

に防災行政無線が使用されている。

現在の防災行政無線では、情報孤立

地帯が発生することなどが問題とな

っていることから、総務省は、防災

行政無線のデジタル化を推進してい

る。しかし、デジタル化には多大な

コストが必要なため、なかなか進展

していないのが実情である。

また、内閣府の「集中豪雨時等に

おける情報伝達及び高齢者等の避難

支援に関する検討会」は、各自治体

におけるガイドラインを2005年3月

に発行した。防災知識の普及、災害

時の情報提供、避難誘導など防災の

様々な場面において、障害のある人

や高齢者、外国人などいわゆる災害

時要援護者に配慮したきめ細やかな

施策を行う必要があると報告してい

る。その実現のために各自治体では

地域防災計画が立てられているが、

市町村合併により、再構築の必要性

が生じている。それに伴い、各種防

災活動を支援する防災アプリケーシ

近年、台風や集中豪雨による水害

や大型地震などに代表される自然災

害が各地で多発している。その結果、

防災に対する意識が国、自治体、市

民および、民間企業のそれぞれにお

いて高まっている。国、自治体、企

業における、防災への主な取り組み

状況は図１に示す通りである。

国においては、中央防災会議の下

で、防災基本計画が策定され、重要

事項の審議や新しい施策の実施が進

められている。情報通信関連では、

『IT新改革戦略』（2005年１月）に

おいて、防災情報共有プラットフォ

ームの整備や、情報収集体制の高度

化が挙げられている。今後は、各省

庁から得られる被災地域の気象や被

災映像等を、より詳しく広域的に把

握するための情報共有化が推進され

る方向である。

防災に関する国家予算としては、

毎年予算全体の約５%（2006年度は

約３兆4600億円）が計上されている。

このうち多くは国土保全、災害復旧

や災害予防などの土木工事や建設工
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ョン市場（例えば、防災教育、

地域づくり、防災情報共有プ

ラットフォーム、ハザードマ

ップ作製、情報収集・配信な

ど）も拡大している。

さらに、通信インフラの低

廉化により、自治体のスーパ

ーハイウェイなど光ファイバ

ー網を用いた地域イントラネ

ットの構築が加速している。

この動きは総務省の地域イン

トラネット基盤施設整備事業

や国交省のまちづくり交付金、

更には農水省のeむらづくり施

策などの予算を活用して、今後も継

続すると期待されている。しかし、

当初はインターネット接続やまちづ

くりが主目的であったこれらの整備

事業も、次の段階の有効な活用方法

が必要な時期に推移してきている。

その候補として様々な防災アプリケ

ーションが有望視されている。例え

ば、平常時は福祉や防犯などに活用

し、非常時には防災システムとなる

ようなアプリケーションが求められ

ている。

以上のように、国や自治体では、

防災に対する取り組みが強化されて

いると同時に、様々な課題も残され

ている。

企業の防災に関しては、中央防災

会議が、2005年８月に「事業継続

ガイドライン第一版」を公開した。

これは、災害や事故などの発生に伴

って通常の事業活動が中断した場合

に、可能な限り短い期間（時間）で

事業活動上最も重要な機能を再開す

るための指針である。事前に計画・

準備し、継続的メンテナンスを行う

プロセスを作製することが目的であ

る。最近は、このガイドラインに基

づいたBCP（Business Continuity

Plan）策定が、各企業で活発とな

っている。このため、BCPを支援

する様々なサービス（例えばデータ

ベースを遠隔地でバックアップする

サービスなど）が提供されるように

なってきており、BCP関連市場が

拡大している。

最近の試算では、防災ICT関連の

市場規模は、官民含めて約 3000億

円／年とされている。NTTグルー

プとしては、この市場を狙った

R&Dとビジネス展開を進めている。

（１）NTTグループの現状

NTTは、本来、情報通信のイン

フラを有する国の指定公共機関とし

て、次に示す防災に対する取組みの

４本柱を提唱している。

①災害に強いネットワークの構築

②重要通信の確保

③サービスの早期復旧

④安否確認手段等の提供

特に、災害に強く、高信頼なサー

ビスをお客さまへ提供するために、

通信の多ルート化や災害に強い設

備、安否確認（171サービス）シス

テムの提供を行っている。

こうした責務だけでなく、お客さ

まへより良いサービスを提案するた

め、NTTグループの防災ソリューシ

ョンは、発展を続けている。通信で

培ったNTTグループの防災ノウハウ

と総合力を結集することで、一般防

災市場においても、広くビジネスを

展開することが可能となる（図２）。

現在、NTTグループは、防災の

ツールとして重要な防災情報の収

集、処理、配信等の防災アプリケー

ションを中心とした防災ICT市場に

おいて、ビジネス展開を進めている。

また、地域イントラネットや衛星通

信サービスといった災害時のネット
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環境・防災プロデュースチームの

主な活動としては、

①防災ビジネスの方針策定とグルー

プ会社間の連携の推進

②ビジネス展開を前提としたR&D

技術の商用化開発、実証実験

③現場ニーズの研究所へのフィード

バック

④R&D成果のビジネス展開支援

（営業同行、提案書作製など）

⑤グループ内災害対策室との連携

などがある。

このように、環境・防災プロデュ

ースチームは、関連研究所と５事業

会社を含むNTTグループ各社と連

携し、R&Dからビジネス化への一

連の展開を進めている。環境・エネ

ルギープロデュース時代に既に商用

化したシステム（１）（２）も防災用と

してビジネス展開を推進している。

次に、NTTのR&Dにおけるこれま

での開発事例を紹介する。

◆マルチホップ無線LANシステム

携帯電話や防災行政無線が繋がら

ない場合に、通信回線を緊急に仮設

する技術である（図３）。可搬型の無

線スイッチを設置（約２km間隔）

し、アンテナ方向を合わせるだけで

簡単に通信が可能となる。NTT独自

のルーチング技術（双方向同時通信）

を適用することにより、従来の４倍

（5Mbit/s）の高速通信を実現してい

る。これにより、防災行政無線の情

報孤立地帯の補完が可能となる。

◆情報緊急伝達技術

災害時に住民や自治体の職員など

に対して、緊急連絡を確実に行うた

めの携帯電話を用いた情報伝達技術

である（図４）。メッセージの受信

を、着信音だけでなく、同時に振動

や画像も使うことにより確実に受信

者に認識させる。受信者にとっては、

面倒なアドレスアクセスを廃止し、

２タッチでの確認・回答を可能とし

ている。前述した障害のある人や高

齢者などへのきめ細や

かな情報伝達を実現す

る手段として利用され

ている。

◆災害対策用クリー

ン電源

鉛蓄電池の約３分

の１に小型軽量化で

きるニッケル水素電

池を用いた停電バッ

クアップ用電源であ

る（図５）。非常用エ

ンジンで問題となる

騒音や排気ガスを出

さず、有害な鉛も一

ワーク利用においても、NTTの技

術力を活かしている。さらに、非

ICT分野でも、防災アプリケーショ

ンやネットワークを支える基盤とな

る非常用電源や、建物の耐震補強、

避難生活用品など幅広い分野でビジ

ネス展開している。

NTTグループとしては、これま

で各社それぞれが各種防災システム

のビジネス展開を進めてきた。しか

し、今後はグループ連携での取り組

みを実施する方針である。

（２）プロデュース活動

環境・防災プロデュースチーム

は、2006年 2月にNTT第三部門に

発足した。それ以前は環境・エネル

ギープロデュースチームとして活動

していた。しかし、高まる防災ニー

ズへの対応などから、プロデュース

チームを環境・防災とエネルギー戦

略の２つに分け、それぞれを強化す

ることとなった。
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切使用していないため、環境にも優

しいという特徴を有する。これらの

特徴を活かして、災害現場や避難所

などでの活用が期待されている。

これらの成果は、国や自治体など

における防災訓練でも活用されてい

る。例えば、2006年１月に、陸上

自衛隊東部方面総監部（朝霞駐屯地）

と　NTTグループで、首都直下地

震を想定した防災訓練を実施した

（図６）。また、同じく2006年の防

災の日（９月１日）には、荒川河川

敷にて８都県市防災訓練が実施さ

れ、NTTグループも参加した。こ

れらの訓練で、マルチホップ無線

LANシステムや災害対策用クリー

ン電源が使用され、その有用性をア

ピールした。

（３）今後の予定

今後の商用化開発においては、研

究所のコア技術をもとに、災害に強

い防災ネットワーク、迅速・確実に

動作する防災アプリケーション、長

時間駆動・低環境負荷の非常用電源

という３領域において開発を進め、

早急なビジネス展開を

目指す（図７）。

防災ネットワーク

においては、災害時

にも確実に使用可能

なシステムの実現を

目指す。具体的には、

光ファイバ網や自営

無線LANシステムな

どを活用することで、

既存の防災行政無線

など複数の通信シス

テムが連動するシス

テムを開発する予定である。

防災アプリケーションにおいて

は、総合防災情報とBCP支援の２

分野での展開を目指す。

①迅速・確実な意志決定支援

②刻々と変化する状況の把握・管理

③情報の統合化とわかりやすい管理

④住民への迅速・確実な情報提供

の４点が重要なポイントである。

ここに、画像処理などNTTのコ

ア技術を適用して、新たなアプリケ

ーションの開発を進める。

防災基盤としては、長時間駆動・

低環境負荷の非常用電源の開発を推

進する。これまでにニッケル水素電

池を用いた災害対策用クリーン電源

を商用化しており、今後は屋外使用

への展開を図る。
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