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大規模災害など突発的ICT需要に即応可能な「移動式ICTユニット方式」の研究開発

研究開発の経緯と概要

2011年 3 月11日に発生した東日本
大震災は，大きな揺れや津波によって
東日本沿岸部を中心に広い範囲にわ
たって甚大な被害をもたらしました．
情報通信ネットワークも，広域かつあ
らゆるネットワーク階層にわたって甚
大な被害を受け，ICTサービス＊ 1をご
提供できない期間，地域が相当数発生
しました．一方，被災地では，災害直
後から安否確認や被害状況の確認，復
旧に向けた社会活動再開などのために
爆発的なICTサービス需要が発生しま
した．「使いたいのに使えない」状況
に直面し，多くの人たちはICTサービ
スのライフラインとしての重要性を再
認識するとともに，どのような災害下
にあっても “使える” ICTサービスの
実現を強く望むようになりました．

NTT未来ねっと研究所では，この
顕在化した課題に対応するため，被災
地などで必要最低限のサービスを即時
提供できる，「移動式ICTユニット＊ 2」
方式を提案しました（1）．提案方式は，
サービス提供に必要な装置類を収容し
た可搬型のユニットを用い，災害時，

これを被災地に搬送，設置，立ち上げ
ることでICTサービスの即時提供を可
能にします．

本特集では，移動式ICTユニット方
式およびその実現に向けたNTT未来
ねっと研究所での取り組みについて報
告します．最初に本稿において，移動
式ICTユニット方式の全体像と，その
実現に向けた研究開発の取り組みを概
説します．続いて，主要構成技術であ
る，無線アクセスネットワーク構成技
術，高速光接続技術，メディアストレー
ジ技術，ICTサービス提供技術につい
て技術内容や評価実験結果をそれぞれ
報告します．最後に，実用化に向けた
具体的な取り組み例として，移動式
ICTユニットをベースにしたフィリピ
ン台風被災地における実証実験プロ

ジェクトを報告します．

移動式ICTユニット方式

移動式ICTユニット方式の概念図を
図 １ に示します．移動式ICTユニット
は，ICTサービス提供に必要な装置類
を収容した可搬型のユニットです．ユ
ニットは，災害発生時に被災地など需
要地へいち早く搬送設置されます．設
置後は，その周辺にWi-Fiによるロー
カルネットワークを短時間で構築し，

耐災害ICT Wi-Fi IP-PBX

＊1	 ICTサービス：電話や情報サービス，イン
ターネット関連サービスなどネットワーク
を介して提供されるサービスの総称．

＊2	 移動式ICTユニット：ICTサービス提供に必
要なリソースを搭載した可搬型のユニットお
よび同ユニットを用いたサービス展開方式
のこと．MDRU（Movable and Deployable 
ICT Resource Unit）という呼称が使われる
こともあります．

図 1 　移動式ICTユニット方式のコンセプト
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移動式ICTユニット方式の全体概要

2011年の東日本大震災では，電話をはじめとするICTサービスを利用で
きない期間，場所が相当数発生し，社会問題化しました．NTT未来ねっと
研究所は，この問題の解決につながる方式として移動式ICTユニット方式
を新たに提案しました．提案方式は，ICTサービス提供に必要なリソース
を可搬型のユニットに収容し，被災地へいち早く展開することでサービス
の即時提供を可能とするものです．本稿では，提案方式の全体概要，その
実現に向けた研究開発プロジェクトを紹介します．
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ネットワークエリア内の人々に必要最
低限のICTサービスを即時に提供しま
す．ユニットの広域ネットワークへの
接続には被災地での残存光ファイバや
衛星通信などを活用します．ユニット
が，ひとたび広域ネットワークに接続
されれば，需要地の最前線における
情報通信ハブとしての機能を果たし
ます．

NTTは，これまでも可搬型交換機
をはじめとする可搬型災害対応機器類
を配備し活用してきました．これらは，
被災した電気通信設備を元の状態に戻

すことを目的としたものでした．その
ため，既存設備や回線データとの整合
化や配線作業に時間を要し，被災から
サービス提供開始まで10日前後か
かっていました．また，避難所など災
害によって新たに出現する需要地への
柔軟な対応も簡単ではありませんでし
た．これに対し，移動式ICTユニット
方式は，既存設備の有無に関係なく，
需要のあるところに無線ベースのロー
カルネットワークを短時間で構築し，
ローカル限定のICTサービス即時立ち
上げを最優先させます（2）．この方針に

沿った装置構成，サービス提供形態と
することによって，移動式ICTユニッ
ト方式はいかなる場所でも柔軟かつ短
時間でのサービス立ち上げ，運用を可
能にします．

主な構成要素技術

移動式ICTユニットの主要構成技術
を図 ₂ に示します．移動式ICTユニッ
トは，いわば可搬型の通信ビルもしく
はデータセンタといえます．ユニット
内には，通信装置やサーバ，ストレー
ジといった装置類が収容され，互いに

図 2 　移動式ICTユニットの主要構成技術
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災害用IP-PBX
被災地で臨時の通話手段
を提供．自身の端末，電
話番号で通話可能

被災者データ収集システム
ICカード，画像情報を活用
した被災者情報収集の迅
速化

メディアストレージ技術
リソースが限られた環境
で，画像・映像を可能な
限り高品質に伝送

利用ガイドライン
ICTユニットの利用者に対
し，設計の考え方，標準
的な利用方法を提示

ICTユニット
ICTユニットの全体アーキ
テクチャ，搭載モジュー
ルの設計仕様

無線アクセスネットワーク構成技術
920 MHz無線を活用した無線アクセ
スポイント集中制御による迅速なア
クセスネットワーク構築

高速光接続技術
残存する光ファイバを活
用し，エリア外との高速
通信を回復

遠隔監視制御技術
ICTユニット運用状況の可
視化，リモートからの遠
隔監視・制御
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ネットワーク接続されています．これ
らの装置類は，ユニット周辺に構築さ
れたWi-Fiベースの無線アクセスネッ
トワークを介して，スマートフォンや
PCといったお客さまが所有している
端末とつなげるようにします．サーバ
には，IP電話機能などICTサービス
用アプリケーションがインストールさ
れており，そこからお客さまへサービ
スを提供する仕組みです（3）．移動式
ICTユニット方式では，被災地での
ICTユニット需要に即応するため，図
2 に示すような複数の新技術を適用し
ています．ユニット構成上特徴的ない
くつかの技術については，本特集記事

『移動式ICTユニットの無線アクセス
ネットワーク構成技術』『高速光接続
技術』『移動式ICTユニットのメディ
アストレージ技術』『移動式ICTユニッ
トのICTサービス提供技術』で詳細を
報告しています．

研究プロジェクトの立上げと推進

NTT未来ねっと研究所は，総務省
の支援も受け，NTTコミュニケーショ
ンズ，東北大学，富士通とともに移動
式ICTユニット具現化に向けた研究開
発プロジェクトを2011年度末に立ち
上げました．プロジェクトで開発して
きた移動式ICTユニット群を図 ₃ に示

します．本研究プロジェクトでは，
ICTリソース容量や移動性が異なる複
数の移動式ICTユニットを開発し，こ
れらを用いて主要機能の動作確認実験
や実証実験を実施してきました．また，
実用レベルのプロトタイプとして開発
した車載型移動式ICTユニット（ICT
カー）の主要諸元を表に示します．
ICTカーは，発電機とバッテリからな
る自立型電源設備や外気空調と潜熱蓄
熱材を組み合わせた自然空調設備を備
え，被災地に設置後 ₅ 日間程度の連続
運用を可能にしています．また車内に
は，モジュール化された無線装置類を
複数台搭載しています．これらのモ

図 3 　移動式ICTユニットのロードマップ
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ジュールは被災地到着後に周辺に分散
配置され，無線アクセスネットワーク
構築に活用されます．

提案方式の有効性実証

私たちは，ICTカーを用いて，福島
県の会津大学キャンパスにおいて災害
時を模擬したユニットの展開実験を行
いました．展開実験模様の写真を図 ４
に示します．図 ４（a）は，会津大学に到
着したICTカーから無線装置モジュー
ル類を車から取り出し分散配備の準備
をしているところです．図 ４（b）は，
Wi-Fiアクセスポイントの設置作業を
行っている模様です．

また，ICTカー周辺の無線ネット
ワーク構築パタンと，それぞれ構築に
要した時間を図 ５ に示します．ICT
カー設置から４0分程度でICTサービス
提供を開始できました．さらに， ４ 台
のWi-Fi装置モジュールをユニット周
辺に分散配置し，これらをネットワー
ク化することでエリア拡大するのに要
した時間は，約1４0分でした．これら
の値は，ユニット設置から数時間以内
にサービス提供開始できるようにする
という，当初目標にしたサービス開始
時間を満たす値であり，移動式ICTユ
ニット方式が有効であることが確認さ
れました．

今後の展望

東日本大震災を契機に提案された移
動式ICTユニット方式について紹介し

ました．本方式はプロトタイプ開発，
準実環境での実証実験などを経て，実
用化フェーズに移行しつつあります．
提案方式の国際標準化に向けた取り組
みや，フィリピンの台風被災地からの
要請に基づく移動式ICTユニットを用

いた実証実験も進められています．今
後，本研究成果が，国内はもとより世
界で広く導入され，来るべき災害時に
1 人でも多くの生命を救うために少し
でも寄与することができれば，本研究
開発に携わったすべてのチームメンバ

表　ICTカーの主要諸元

項　目 内　容
ベース車 TOYOTA　ハイエース（積載可能重量 1 t）

電源 ・ 空調 ガソリン発電機，リチウムイオンバッテリ電源ユニット，外部AC入力 ・
潜熱蓄熱材を用いた外気空調方式

収容ラック数 2 式（ 8 U 19インチラック）
搭載サーバ類 ・ アプリケーションサーバ（IP-PBXなど）

・ 仮想ネットワーク制御用サーバ
・ 遠隔監視制御用サーバ
・ ICTリソース提供用サーバ ・ ストレージ

広域接続 1 Gイーサネットメディアコンバータ
アクセスネット
ワーク接続

無線LAN（2.4 G/ 5 G），有線（ 1 G/100M Ethernet）
固定無線（ 5 GHz/ 25 GHz帯 FWA）

アクセスネット
ワーク制御 広域ユビキタスネットワーク（920 MHz帯センサネットワーク）

図 4 　ICTカーを用いた展開実験模様

（a）　分散配備の準備 （b）　Wi-Fiアクセスポイントの
　　設置作業
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にとって無上の喜びです．

※本研究成果の一部は，総務省委託研
究「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」，およ
び「被災地への緊急運搬及び複数接続
運用が可能な移動式ICTユニットに関
する研究開発」によるものです．
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図 5 　ローカルエリア展開パタンと実験結果
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（左から） 小田部  悟士/ 坂野  寿和/
 小向  哲郎

当研究チームでは，事業会社，グループ
会社の協力を得ながら「移動式ICTユニット
方式」の実用化に向けた検討を進めるとと
もに，同方式のさらなる高度化や，多様化
活用法の開拓を進めていく予定です．
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