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はじめに

NTTグループでは，予期せぬ大規模
災害に備え，「通信ネットワークの信頼
性向上」「重要通信の確保」「サービスの
早期復旧」を災害対策の基本方針とし
て，さまざまな対策に取り組んでいます．
人身被害や通信サービスの大幅な機

能低下をもたらす地震災害に対しては，
これまでも，設備被災経験に基づき，開
発および設備改良を継続的に実施して
きました（図１）．しかし，これらの技
術は設備の新設時における適用に止ま
り，現実的には十分な耐震性を有してい
ない旧規格設備も多く存在しています．
内閣府の中央防災会議によれば，今

後30年以内に起こる地震発生確率は，
首都直下型地震で70％，東海地震で
80％超と予測されています．そのほかに
も，大規模な海溝型地震は複数の地震
が連鎖して発生するおそれがあり，広域
にわたる被害発生が危惧されるなど，地
震防災に対する社会的な意識も高まっ
てきています（図２）．
一方で，高度成長期に大量構築した

基盤設備が老朽化し，メンテナンスを必
要とする時代を迎えます．こうした中で，

NTTが提案する高信頼性ネットワーク
であるNGNサービスを展開するために

は，ネットワーク基盤の信頼性向上が不
可欠であり，限りある経営資源を有効

通信設備の地震時機能性評価技術の開発
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図１　基盤設備の耐震対策の一例 
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地震災害に対するネットワークの信頼性を確保することを目的として，地震発生

時における地下設備の被災状況を事前にシミュレーションする「通信設備の地震時

機能性評価技術」について，既往地震被災状況の再分析による被災率表の見直しと，

GIS技術を用いた公的機関発表情報の活用により，シミュレーションの精度向上と

効率化を図り，検討時間の大幅な短縮を可能にしました．ここではその概要につい

て紹介します．
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に活用し，設備の永続化と地震への備
えを両立した，効率的な基盤設備整備
が，重要な経営課題の１つになってい
ます．
以上のような背景から，地震による設
備被害を事前に把握し，効率的かつ計
画的に設備整備を実施するための耐震
性評価技術について，開発を行ってきま
した．

通信設備の耐震性評価技術の
概要

耐震性評価技術は，過去の設備被災
履歴を分析し，地震の大きさや地盤の
安定性，設備種別の組合せから，今後想
定される地震時における，設備の被災状
況を統計的に予測し，計画的な設備整
備に役立てる手法で，現在，NTTの所
外設備の計画系システム（MARIOS）
のアプリケーションの一部として事業導
入・運用されています．
以下，耐震性評価技術の技術概要に

ついて説明します（図３）．
まず地盤情報〔「土地分類図」（国土

地理院発行）等〕，地震情報（マグニ
チュード，震源位置，深さ）から通信
ケーブルの配線エリア単位である，固定
配線区画ごとに想定震度を算出し，液
状化の判定を行います．これらの地震情
報に対し，設備情報（設備種別，建設
年度等）を照らし合わせ，個々の設備
が被災する確率（被災率）を推定します．
基盤設備（管路，マンホール，橋梁）

の被災率の推定は，兵庫県南部地震の
被災設備データと震度の関係から作成
した対照表（被災率表）により実施し
ています．
地下ケーブルについても同様に，被災
率表に基づき，評価を行っています．
被災率表は，地盤変状により管路が

損傷した後，管路内に収容されたケーブ
ルに外力が作用し，損傷（ケーブル損傷
度，伝送損失，心線歪量）するメカニ
ズムを実験的に検証し，震度や液状化
と地盤変状を定量化し設定しています．

通信サービスレベルでの評価による弱点
の絞り込みができ，実効性の高い設備整
備計画の立案を可能にしています．

現行技術の課題

2007年より本技術を事業導入し，設
備マネジメントに活用してきましたが，
以下の改善点があることが分かってきま
した．
① 兵庫県南部地震の被災履歴に基
づく被災表を用いているため，精度

的に十分とは言い難い．
② 地震や地盤の情報をケーブルの配
線区画単位で設定しているため，エ
リア内の細やかな条件設定ができ
ず，精度に影響がある．
③ 設備情報，地盤情報，地震情報
など膨大なデータの関連付けに時間
がかかる．
④ 収容局単位での処理が原則なの
で，複数エリアにまたがった場合の
利便性が悪い．

図２　既往地震の発生状況と予想される巨大地震 
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出典：全国を概観した地震動予測地図 
（文部科学省　地震調査研究推進本部） 
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図３　耐震性評価技術の概要 
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そこで，近年，地震情報や液状化マッ
プなどを政府や自治体が公開，提供す
るようになった環境的な背景もあり，座
標値を用いて各種情報の結合を可能に
するGIS技術に着目し，シミュレーショ
ンの精度向上と効率化の改善を図りま
した．

精度向上の取り組み

兵庫県南部地震の設備被災状況につ
いて，当時入手困難であった震度情報
に基づき被災率表を見直すとともに，兵
庫県南部地震以降に発生した地震
（2005年の中越地震，2007年の能登半
島地震，2007年の中越沖地震）の分析
結果を反映し，精度向上を図りました．
また，シミュレーション時において，

条件設定を，これまでの固定配線区画
単位の設定から，マンホール等，設備ご
とに震度や液状化等との関連付けを細
分化することで，シミュレーション精度
向上を図っています（図４）．
被災率表を再構築する際，過去の被

災データを再検証した結果に，これまで
実験や解析で得た知見（地震耐力）を
重ね合わせて，被災率表の見直しを行っ

ています．これにより，震度５以下では
被災しない（弱体管路を除く）という実
際の被災実態に合わせた変更を図ってい
ます．
主な特徴を以下に整理します．
① 震度階級の細分化と液状化地盤
への震度階の新設

② 管路種別ごとの地震耐力の反映

シミュレーションの効率化

現行のアプリケーションは，地震情報
や地盤情報の手動入力による関連付け
や，液状化判定計算を個別に行うなど，
手間がかかっていましたが，政府や地方

図４　シミュレーション精度の向上 
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図５　シミュレーションの効率化 
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自治体が，シミュレーションに必要な各
種データを公開（提供）するようになっ
たことから，MARIOSとのデータ流通を
図り，市販GISソフトを用いた効率的な
データ結合を行うことで，シミュレー
ションの効率化と公共化を図りました
（図５）．
また複数ビル一括処理機能を追加し

広域におけるシミュレーションについて
フォローしました．以上により検討時間
の大幅な時間短縮（7h/ビル→0.5h/ビ
ル）を図り，シミュレーション稼働の削
減を可能にしました．
改良のポイントを以下に整理します．
・MARIOSからの設備情報のインポー
トおよびエクスポート機能の追加
・固定配線区画単位でのデータ流通
から設備単位への変更
・複数ビル一括処理機能の追加
・市販GISソフトの基本機能を使った
データ結合

本技術を用いたマネジメント
活用例

基盤設備整備を実施するトリガーは，
耐震対策のほかに設備の老朽化や，容

量不足，中継ケーブルのルート重複解
消，社外工事との共同施工による経済
化，支障移転などさまざまです．OPEX
（事業運用コスト）を抑制するために，
これらのレイヤを重ね合わせて効果的な
対策を実施する必要があります．本技術
により，耐震上の弱点の事前把握が可
能となり，重要ルートの信頼性向上など
の施策と併せ，ネットワークの信頼性向
上に寄与することができると考えていま
す（図６）．

今後の予定

今後の地震経験や過去の被災事例の
詳細分析等により，シミュレーションの
実効力を高めるための継続的な検討を
行っていく予定です．
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管路系グループでは，地震防災や地下管
路設備の永続化と高密度収容化を開発テー
マとして，ケーブル収容管路のライニング，
管路点検診断，耐震対策に関する技術開発
に取り組んでいます．
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図６　耐震性評価技術の活用例 
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