
我々を取り巻くリスクと市場動向

「国内外への出張は原則禁止とし，

電話会議・テレビ会議を利用してくだ

さい」．2009年の新型インフルエンザ

（豚インフルエンザ）発生時に，皆様

の組織でこのような措置がとられ，事

業や業務に影響を与えました．また，

北朝鮮ミサイル発射時の自治体や住民

への緊急情報伝達の問題等について

も，我々国民の関心事となりました．

さらに，岩手・宮城内陸地震（2008

年６月）や，中国・九州北部豪雨

（2009年７月）等，日本は依然とし

て自然災害の脅威にもさらされていま

す（1）．

このように，我々は多様化したリス

クに取り囲まれており，特に2009年は

個人までもがそれを一人称として意

識・実感することとなりました．

■危機管理・事業継続管理におけ

る市場動向

国は，災害時の被害状況把握や救

援機関の連携等を促進するために，地

方公共団体との連携まで視野に入れ

た，組織横断的な防災情報の共有化

を継続的に推進しています（2）．また，

自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指し，

住民に瞬時に緊急情報を伝達する全国

瞬時警報システム（J-ALERT）や，

緊急地震速報の利活用促進，また住

民等に提供する気象情報や水位・浸

水情報の充実化等に取り組んでいま

す（3）．

地方自治体（自治体）では，国の

動向を踏まえ，住民への迅速かつ確実

な緊急情報や避難情報の伝達のため

に，無線・有線を活用した同報系通

信システムの整備を進めています．た

だし，近年の厳しい地方財政事情か

ら，既存資産（情報通信基盤等）の活

用や，緊急時だけでなく平常時にも活

用できる費用対効果の高いシステムや

サービスが切望されています．また，過

去の災害事例からの課題として，要援

護者の避難支援があり，国とともに市

区町村を中心とした要援護者避難支

援体制の整備が推進されています（4）．

国や自治体の業務継続管理の観点

からは，「中央省庁業務継続ガイドラ

イン第１版（内閣府：2007年６月）」

を受け，各省庁は業務継続計画を相

次ぎ策定・公表しています．自治体に

おいても，大地震を想定したICT部門

向け業務継続計画策定ガイドラインが

総務省から公表され（5），具体的な取

り組みが加速されると考えられます．

企業では，20 0 8年時点のBCP

（Business Continuity Plan：事業

継続計画）策定状況の調査で，約８

割の企業（主に上場企業が対象）が

「策定済み，または策定中」であり

（2006年は約５割）（6），2009年の新

型インフルエンザパンデミック（感染

症が世界的に流行すること）発生によ

り，BCPの実効性を高めていくことが

重要になっています．一方で，BCM

（Business Continuity Management：

事業継続管理）推進上の課題として，

BCM取り組み人員の不足，対策コス

トの問題等が挙げられており（6），対策

効率化やコスト削減に資するICTソ

リューションが望まれています．

事業継続管理におけるICT活用と，

NTTグループのソリューション

前述の市場動向に対し，さらにICT

が我々の社会全体に浸透し，事業や

生活に欠かせないものとなっているこ

とも踏まえて，BCMや危機管理対策

におけるICTの適用領域を分析するこ

とが重要です．インシデント発生時の

被害影響度の極小化や，被害からの

事業活動等の回復力を高めるために，

緊急時・平常時を含め，ICT利活用
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危機管理・事業継続管理へのICT活用と
防災プロデュースの取り組み

危機管理対策では“情報”が重要なキーとなります．あらゆるユーザや組
織にとって，各種対策活動の効率化・迅速化・正確化等の観点から，ICT
（Information and Communication Technology：情報通信技術）は有用，かつ重要
なツールとなり得ます．本稿では，危機管理や事業継続管理におけるICTの
活用領域と，NTTグループの取り組みを紹介します．
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には以下の２つの観点があります．

① ICT環境の堅牢化：主に事前

対策として，ファシリティ対策，

システムやアプリケーションの冗長

化，バックアップ対策等

② ツールとしてのICT活用：平常

時からの情報収集・共有，および

インシデント発生後の対策活動の

迅速化，効率化，正確化等を支援

従来からの自然災害への脅威だけで

なく，取引先等のステークホルダから

の要求や，BCP策定ガイドラインへの

準拠等，組織にとってBCP策定や

BCM体制の構築への要求は高まって

います．事業継続管理サイクルにおけ

るICTの利活用領域と，それらに対応

したNTTグループの提供ソリューショ

ン例を図１に示します．

有事の際に，被害状況等の危機管

理情報を収集し，関連要員にて情報

を共有・分析したうえで，対策行動へ

の意思決定を行い，その結果を住民や

社員・職員に情報伝達する，という一

連のサイクルを支援するために，ICT

は有用なツールとして活用できます

（図１②）．さらに，このサイクル活動

をいかなる場合でも支えることができ

るコミュニケーション基盤の構築や，

ICT環境をダウンさせない，またはダ

ウンしてもすぐに回復できる状態にし

ておく必要があります（図１①）．

一方，包括的なBCMのためには，

ICT系の対策・活用だけでなく，業務

プロセスを実行する“人間系の対策”

も欠かせません．NTTグループでは，

お客さまの経営戦略やビジネスプロセ

ス環境等を踏まえ，それらを効率的な

ICT戦略や具体的な対策に反映するこ

とが重要である（人間系とICT系の調

和）という認識から，コンサルティン

グサービスも提供しています．

■パンデミック時のICT活用例

新型インフルエンザ等によるパンデ

ミック発生時の，事業継続性向上の

ためのICT活用例を図２に示します．

パンデミックでは被害の対象は「人」

となります．そのため，感染拡大防止

のために，人と人が直接接触しないな

どの対策がとられますが，遠隔コミュ

ニケーションや遠隔コラボレーション

（協働）促進のために，ICTは大いに

活用できます（図１では，主にコミュ

ニケーション・コラボレーション基盤）．

社員出社規制に対しては，シンクライ

アント等によるテレワークが有効であ

り，出張規制に対しては，TV会議・

Web会議等の遠隔コミュニケーション

が有効となります．これらを実現する

うえで，セキュアなネットワーク環境

も欠かせません．また，多数の社員の

図１　事業継続管理サイクルとNTTグループのソリューション例 
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欠勤を想定し，自組織以外の人的・

物的リソースを活用（アウトソーシング）

できるクラウド・SaaS（Software as a

Service）サービスの活用も有効です．

一方で，テレワーク等の導入に対し

て，情報セキュリティやガバナンス低

下への不安，費用対効果への疑問，

社員や顧客とのface-to-faceコミュニ

ケーションの不足による疎外感や企業

文化等の障壁が存在します．これに対

し，経営者は危機管理だけでなく，

ワークライフバランスの充実や，環境

負荷の低減等の側面も理解し，最新

のICTソリューションの活用による費

用対効果の向上や，日ごろからのテレ

ワーク制度の導入による定着化等，平

常時からの備えをしておくことが肝要

です．

防災プロデュースの取り組み

NTT研究企画部門　環境・防災・

エネルギープロデュースでは，危機管

理・防災分野においては，主に以下の

取り組みを行っています．

① 危機管理・防災ビジネス方針，

技術開発方針の策定と実行

② 研究開発技術と実ビジネス間の

橋渡しとして，ニーズ（市場・

ユーザ）の研究開発へのフィード

バック，シーズ（研究開発）に基

づく新規市場開拓

NTTのビジネス拡大に向けた技術開

発の主な方向性として，本稿の冒頭に

示したユーザニーズをとらえ，国（共

有・配信する情報の充実化），自治体

（住民への情報伝達の高度化・防災情

報共有・要援護者支援），企業（事

業継続支援）に対するICTの活用に向

けた研究開発を推進しています．

以下では，自治体から住民等への情

報伝達の高度化技術，および防災情

報の充実化を目的とした被災予測技術

と，それを踏まえた組織内・組織間で

の防災情報共有を実現する新たなサー

ビス創造に向けた取り組みを紹介し

ます．

■防災情報伝達制御システム

自治体から住民等への防災・避難

情報の伝達は，従来から防災行政無

線が利用されています．しかし，自治

体にとって，無線のアナログ方式から

デジタル方式への更改や，合併市町村

間の防災無線連携等には多額の投資

が必要となります．これに対し，防災

行政無線の補完・代替手段として開

発したのが，防災情報伝達制御システ

ムです（7）．

本システムは，自治体の自営光ファ
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図２　パンデミック発生時のICTソリューション活用例 
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イバ網等の既存資産を含め，インター

ネットや携帯電話網等の多種ネット

ワークと，屋外拡声器・携帯電話・

フレッツフォン等の多様な端末を活用

し，自治体から住民への防災情報の配

信を実現します（図３）．これにより，

自治体にとっては，整備コストを抑え

ながらも住民への情報配信の到達可能

性を向上できます．さらに，ワンオペ

レーションで多様な端末への同報配信

が実現できるため，操作の確実性や迅

速性が増すと同時に，情報伝達におけ

る統制強化にもつなげることができま

す．また，本システムでは図３に示す

ネットワークや端末をすべて一括で導

入する必要はなく，自治体の防災計

画，情報化計画や財政投資計画等を

踏まえ，順次導入拡張できることも特

長です．

本システムを活用し，北海道岩見沢

市，NTT東日本，NTTにて共同実証

実験を行い，実ネットワーク上で有効

性を検証しました．特に2008年度の

実験では，地上デジタルテレビ放送

（ワンセグ放送を含む）と連携した防

災情報配信実験を行いました．また，

多様な伝達手段の確保をねらいとし，

NTTグループ各社のプロダクトとも連

携し（NTTドコモ「エリアメール」

等），NTTグループのシナジー強化に

も大きく貢献しています．

■雷予測技術・SaaS型防災情報

配信/共有サービス

災害の予兆を事前に知ることができ

れば，事前対策が可能となり，被害影

響度を確実に減らすことができます．

従来からの代表的な被災予測として気

象予測がありますが，NTTの研究所

では，気象庁公開のレーダ画像等を基

に，画像処理技術と統計処理を駆使

したオンライン雷予測技術を開発し

（図４），実用化に向けたフィールド検

証を行っています．落雷による被害は，

人的被害や停電，雷サージによる電子

機器の故障等，事業継続性にも大き

く影響します．電力会社等が落雷の実

績データを提供するサービスは存在し

ますが，これに対して，本技術による

雷予測情報と位置情報を関連付けた

雷のハザード情報をユーザに提供すれ

ば，雷発生前の事前回避・対策が可

能となります．例えば，所外設備を有

する産業における，屋外作業従事者の

作業計画・人員配置計画の変更等，

被害の低減や事業継続性の向上に寄

与できます．

また，上記の雷予測情報も１つの防

災情報ととらえ，その他の無償・有償

で公開されている防災情報を一元的に

集約し，電子地図上にマッシュアップ

したうえで，ユーザに提供するSaaS

サービスを検討しています（図４）．災

害対策・復旧活動に対して有効性が

検証されているGIS（Geographic

Information System：地理情報シ

ステム）を活用し（8），さらにネットワー

図３　自治体から住民への確実・迅速な防災情報が配信できる防災情報伝達制御システム 
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中間サーバを経由したTV放送局とのTVCMLファ 
イル連携によるフルセグ・ワンセグのデータ放送 

つなげてトーク 

タッチパネル式のフレッツフォンを活用したIP 
告知システム 　  【NTTアドバンステクノロジ】 

減災コミュニケーションシステム 
特定小電力無線を利用した双方向型通信 
システム　　　　　　　　　【NTTデータ】 

防災情報受信端末 
支所等の行政内・行政間の情報伝達 

防災情報 
伝達制御システム 

職員稼働低減と 
正確・迅速化 

屋
外
・
モ
バ
イ
ル 

片
方
向
通
信 

屋
内
・
宅
内 

双
方
向
通
信 

PSTN: 公衆交換電話網（Public Switched Telephone Network） 
MCA: Multi Channel Access System 
TVCML: TeleVision Common Markup Language
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ク経由で電子地図を含むGIS機能や防

災情報を配信することで，ユーザ側の

電子地図の更新を含むシステム管理か

らの解放や，共同利用によるスケール

メリットを活かした安価なサービス提

供を目指しています．

今後の取り組み

NTTグループは，今後もICTを活用

して「緊急時にもつながる，情報を伝

える，そして行動を支援する」を目標

に，研究開発や営業を推進します．技

術開発では，本稿で紹介した防災情報

伝達制御システムを活用し，住民や要

援護者等の避難行動に確実に結び付

けることができる情報の提供方法（コ

ンテンツ，時間等）を検討します．ま

た，災害やパンデミック発生時の社員

行動や経営者の意思決定に必要とな

る判断材料の提示や対策立案を，ICT

により支援する技術の研究開発を推進

します．さらに，自然災害（土砂崩れ

や水災害等）に対する災害の早期検出

や，災害事象の見落とし防止を目的

に，監視カメラ映像に対する画像解析

技術の適用による災害事象・予兆の

自動検出等の開発を推進します．

NTTグループはこれからもICTを活

用し，“安心・安全”な社会の実現に

向けた取り組みを推進していきます．
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今後も安心・安全な社会の実現を目指し，
NTTグループ各社と連携し，ICTを活用した
危機管理・事業継続対策ビジネスを推進，
創出していきます．

◆問い合わせ先
NTT研究企画部門
環境・防災・エネルギープロデュース
TEL 03-5205-5366
FAX 03-5205-5329
E-mail env-pro ml.hco.ntt.co.jp

図４　雷予測技術と，防災情報をマッシュアップ提供するSaaSサービス 
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