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 本報告は災害時に利用が集中して機能低下が予想される通信の信頼性を試験した結果をまとめている．

災害に輻輳はつきものであるが，その影響を定量評価して事前に対策に組み込んでおく必要がある．今回

は年末初の輻輳時を使って，サーバ間通信，サーバと携帯端末間のデータ送信試験を行った結果を報告す

る．試験の結果，データ通信ネットワーク自体は平常時と同程度の通信環境であったが，不特定多数のユ

ーザを対象にするメールサーバでは通信成功率の低下，遅延時間の増大と大幅な信頼性低下が起きること

が判明した．最近では高機能化した携帯端末を災害時に利用する防災システムも開発されているが，輻輳

状況下の通信信頼性の考慮が必要とされる 
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1.はじめに 
 
 情報通信技術の防災への応用がいろいろな機関で

進められている．一般の機関では災害時の安否確認

や災害対応行動を伝達する目的で通信系統が整理さ

れている．また災害対応機関では安否確認に加えて

被害情報を素早く収集することが求められる．的確

な情報をできるだけ早く収集・分析し，被害の拡大

を防ぐ対処が望まれるが，特に通信手段への依存度

が高いといえる． 

 情報通信に関連した技術革新は目覚ましく，最近

ではコンピュータ技術と合わせてICT（Information 
and Communication Technology）とも呼ばれ，国際

的な競争の中で，新しいサービスや端末機がつぎつ

ぎと開発されている．携帯電話の高機能化がよい例

であり，電話機能だけでなく，インターネット通信

機能やカメラ機能・録音機能・位置確認機能などが

搭載された機種が標準になっており，インターネッ

ト通信を利用したさまざまなアプリケーションが機

能に追加される．災害情報の収集に携帯電話を利用

する研究も多くの機関で取り組まれており，減災効

果が期待されている． 

 災害時の通信に関する課題として，通信設備の被

害や停電による通信停止と輻輳の影響があげられる．

設備被害や停電の影響は通信会社でも想定されてお

り，設備を強化あるいは冗長化する対策やバックア

ップ電源を準備する対策が取られている．このため，

ある程度の被害は起きるものの致命的な影響には至

らないと考えられる．輻輳は通信容量が設備の設計

容量を超えるために起きる現象であるが，災害時に

急増する通信を処理する設備は公衆サービスとして

は過剰であり，このことからも輻輳による通信支障

は必ず発生すると考えられる． 

 災害時に通信容量が急増した状態で，最新の情報

端末を使って災害情報を収集し，さらに緊急対応す

る作業者と円滑に連絡が取れるかどうかは重要な問

題である．専用線であれば間違いなく通信できるが，

非常に高価であり経済的ではない．防災関係機関に

は災害時優先電話が一定数与えられており，通常の

端末より優先的に接続できる．しかし輻輳下におい

て優先順が高いことは保証されるが，必ず通信でき

ることは保証されない．輻輳状態での通信信頼性に

は未解明の部分も多く，実証的に輻輳の影響を調べ，

懸念される問題を把握する必要がある．期待される

減災効果が発揮されるかどうかは，情報を処理する

アプリケーションの有効性とともに，通信の災害時

信頼性にもかかっている． 

 本研究では，日常的に起きる輻輳状態で東京ガス

㈱の防災システムの通信機能の試験を行っている．

新年の「おめでとうコール」や「おめでとうメー

ル」による輻輳は毎年恒例となっており，通信各社

もその対応策を講じている．その時間帯に合わせて

通信試験を行い，信頼性に関するデータを分析して，

災害時の輻輳下で懸念される問題を把握する．通信

信頼性が低下することが事前に把握できていれば，

防災システムを運用する目安となり，また改善策を



 

 

講じる基礎データとなる． 
 
2.通信の輻輳と対策 
 

2.1通信会社の防災施策 

 

 規模の大きな通信事業者は「災害対策基本法」の

指定公共機関として防災業務計画を公表している．

NTT グループを例にとると，予期せぬ大規模な災

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る． 
 情報通信事業の公共性に鑑み，国および地方自治

体等の業務に協力し，災害時においても可能なかぎ

り情報通信サービスを維持し，重要通信を疎通させ

る必要があることから，次の各項の防災対策の推進

と，防災体制の確立を図ることとしている． 
① 日ごろから施設自体を物理的に強固にし，災

害に強く信頼性の高い通信施設を構築する 
② 情報通信システムの一部の被災が他に重大な

影響をおよぼさないよう信頼性の向上を図る 
③ 災害時に重要通信を疎通させるための通信手

段を確保する 
④ 災害を受けた通信施設をできるだけ早く復旧

する 
⑤ 災害復旧および被災地における情報流通につ

いてユーザ，国，地方自治体，ライフライン事業

者および報道機関等と連携を図る 
 これらの対策は過去の災害を教訓として行われて

おり，通信の災害時性能は時代を追って向上してき

ている．これらの中で，上記の③に関連して災害時

においても可能なかぎり情報通信サービスを維持し，

重要通信を疎通させる必要があることから，次の各

項の推進により重要通信の確保を図ることとしてい

る． 
① 災害時に備え，重要通信に関するデータベー

スを整備する 
② 常時疎通状況を管理し，通信リソースを効率

的に運用する 

③ 災害時には，施設の状況を監視しつつ必要に

応じてトラヒックコントロールを行い情報通信の

疎通を図り，重要通信を確保する 

 一方で，重要通信に関しては専用線を用いたシス

テムが推奨されており，公衆サービスがどこまで保

証するかは明確ではない．通信途絶は起こさない範

囲で最大限機能維持することが通信会社に課せられ

た役割となっている．公衆サービスを利用する利用

者としては過剰な期待はせず，実態に合わせた通信

システムの利用が望まれる．通信信頼性への過剰な

期待は減災を期待するシステムを有効に活用できな

い事態にしてしまう可能性がある． 

 

2.2通信の輻輳 

 

 各種の通信装置はすべてのユーザが同時に電話す

ることを想定して設計されていないため，一定の容

量を超えた場合には大幅に機能低下して通信できな

い輻輳状態となる．とくに，災害発生時には被災地

への安否確認電話等の集中により，交換機の処理能

力を超えるトラヒックが発生し，電話がつながりに

くい状況となりやすい．このような場合，交換機の

システムダウンによる通信ネットワーク全体の影響

を回避するために通信制御を行っている．通信制御

の方法は，交換機で災害時優先電話と一般電話を識

別して，一般電話からの通話要求を一定割合規制し

て重要通信を確保する方式が一般的である．その補

完として一般電話で安否確認などを行うために災害
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図 1 新潟県中越地震の輻輳状況（NTT 関連分） 
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用伝言ダイヤルサービスが準備されている． 
 災害時には全国から被災地に集中する電話を制御

し，110 番や119 番等の緊急通信や重要通信を守る

必要がある．災害時優先電話とは，災害の救援，復

旧や公共の秩序維持に関係する機関に設置するもの

であり，法律にもとづいてあらかじめ指定されてい

る電話である．この電話は，電話施設が被災しない

かぎり，優先的に利用可能である．災害時優先電話

が利用できる機関は，気象，水防，消防，災害救援

機関およびその他の国または地方公共団体の機関，

秩序の維持，防衛，輸送の確保，電力の供給，水道

の供給，ガスの供給に直接関係のある機関，新聞社，

通信社，放送事業者の機関などである． 
 固定電話と同様に，携帯電話にも災害時優先電話

があり，輻輳により重要通信を確保する必要がある

時には，通信規制が行われる．固定電話の場合には

交換機において発信者の番号識別を行い，規制をか

けている．携帯電話の場合は，端末から出される信

号を識別して，優先電話あるいは緊急通報専用の優

先レーンに振り分けることにより行われている．一

例として2004年新潟県中越地震の状況を示す．固定

電話・携帯電話ともに通話要求が急増し，通話要求

が一定値以下になる時間まで通信規制がかけられて

いる．地震発生直後の倍率は固定電話・携帯電話と

もに高倍率となるが，ある程度時間が経過したのち

は携帯電話は比較的落ち着いているのが特徴的であ

る．  
 データ通信においてもサービスを提供しているサ

ーバやルータは性能見合いの処理速度を前提に台数

や配置が決められる．すべてのユーザが同時に使用

しない前提は電話のシステムと同じであり，想定さ

れる利用量に見合った装置構成となる．公衆利用を

前提としなければ，過剰な装置構成も可能であるが，

公衆サービスにおいては利用者数と利用状況に応じ

て装置が置かれ，過剰な性能になることはないとい

える．防災におけるICT技術は日常利用する機能も

組み込まれているが，災害時に急増する通信量に相

当する機能が多いとと考えられる．災害時にどのよ

うに機能するか事前に目安を持っておく必要がある

といえる． 
 
2.3携帯網の構成 

 
 電話サービスを提供している会社の通信網は音声

系の装置群とデータ通信系の装置群に分けられる．

電話サービスは旧来の交換機をノードとしたネット

ワークとなっており，データ通信サービスはIPルー

タやサーバをノードとしたネットワークとなってい

る．データ通信のみを専門とする会社もあるが，日

本国内では電話とデータ通信を行う会社が同一であ

り，さらに固定電話と携帯電話の両方のサービスが

扱われている． 
 今回の信頼性試験では携帯網を対象としている．

NTTドコモ社の携帯網を例に現状のネットワーク構

成を説明する．音声通信とデータ通信がサービスと

して提供されるが，端末との通信は無線方式が用い

られる．各種の端末とアンテナの間で通信が行われ

る．携帯基地局で音声通信とデータ通信は分離され，

回線交換網とIPルータ網に接続される．回線交換網

は電話番号に応じて相手先との回線を確立し，また

 

図2 ドコモの通信ネットワークの概要 



 

 

IPルータ網はアドレスに従ってパケット情報を転送

する．回線交換網は電話サービスを行う各社と相互

接続されている．IPルータ網はメールサービスやイ

ンターネットサービスを行うゲートウェイと接続さ

れており，また企業LANとも接続されている． 
 前項で説明したように，通信量が制限値を越した

時には，音声通信もデータ通信も規制がかけられる．

従来は音声通信もデータ通信も同時に規制される仕

組みであったが，2004年から方式が変更されて別々

に規制されるようになった．これによりiモード災

害用伝言板などのパケット通信サービスが利用し易

くなった．この対策は通信量の実態分析結果に基づ

いており，データ通信である携帯メールやインター

ネットが災害時にも間違いなく利用できることは意

味しない．大容量のデータ通信が障害となって携帯

メールの流通が阻害されるケースもありうる．しか

しながら，方式変更後に幾度も大地震が起きたが，

音声通信の発信規制は行われたもののデータ通信の

規制は行われていない．これはデータ通信がより大

容量の通信を見込んで設計されていたが，そこまで

の利用に至っていないことを意味している．今後と

もデータ通信に規制がかからないとは断言できない． 
 携帯網において端末機と通信するアンテナ施設が

重要となる．アンテナ施設から先は地下ルートで通

信が行われるが，この区間は冗長設計も可能であり，

信頼設計の目途もつけやすい．アンテナ施設は端末

と無線通信で接続する設備となるが，アンテナ自体

の被災あるいは停電の影響で通信不能となる．アン

テナ施設は受け持ちの範囲を決めて特定の電波を出

して通信する仕組みとなっているが，災害時に近接

するアンテナ施設がダウンした場合には，方向を変

えて通信不能となったエリアを救済する機能を備え

ている．チルト機能と呼ばれる機能は，災害時に携

帯ネットワークに生じる穴を埋める機能を果たして

いる．また停電に備えて，携帯基地局は重要度に応

じてバッテリーを装備するとともに，可搬型の非常

用電源を常備して，停電の影響を回避する対策が取

られている． 
 
 
3.SUPREMEと地震ネットの概要 
 

 今回の通信信頼性試験は，東京ガスのSUPREMEと

地震ネットの2つの防災システムを利用して行った．

以下に両システムの概要を示す． 

 

3.1 SUPREMEの概要 

 
東京ガスでは，1995 年の阪神・淡路大震災を契

機に二次災害の防止と供給停止エリアの極小化を目

指し，広域支社を除く全ての供給区域の地区ガバナ

に地震計（新 SI センサー）を設置しモニタリング

する超高密度な地震防災システム SUPREME 
(Super-dense Realtime Monitoring of Earthquakes)を構

築している．この SUPREME は，大きく分けて情報

収集機能と遠隔遮断機能の二つの機能を有している． 
一つ目の情報収集機能は，地震が発生すると供給

エリア内の各地区ガバナと通信を確立し，地震動強

さ（SI 値，加速度），液状化発生に関するデータ，

圧力，流量などのデータを約 5 分で収集する機能で

ある．地震発生後 6 時間の間は 2 分毎に最新情報を

取得し，その時点時点の供給情報を的確に把握する． 
二つ目の機能は地区ガバナの遠隔遮断機能である．

東京ガスの供給指令センターでは，SUPREME の情

報収集機能によって集約された各種のデータから二

次災害防止のための緊急措置の必要性と対象エリア

を判断し，地区ガバナに遠隔遮断信号を送信するこ

とにより供給停止を行う．この SUPREME の開発に

より，SUPREME 開発以前では阪神大震災レベルの

地震が発生した場合に約 40 時間かかると予想され

ていた二次災害防止のための第一次緊急停止を約

10 分にまで短縮することが可能となった．また，

第二次緊急停止についても迅速な情報収集と遠隔遮

断を利用し，発災から約 2 時間を目途に完了させる

ことが可能となった． 
SUPREME の処理システムは，本社にある供給指

令センターと別の場所のバックアップセンターに設

置されており，2 重化構成となっている．供給指令

センターとバックアップセンター間の通信回線は，

マイクロ無線と広域 Ethernet 網にて 2 重化構成とな

っている．この区間において通信支障は起こりにく

いと考えられる．一方，地区ガバナとの通信は，ド

コモのサービスである DoPa と FOMA を利用してい

る．DoPa 通信は，2012 年に終了するため，現在

FOMA への変更作業が行われている．ドコモのネ

ットワーク内に 2 か所の通信拠点を設定し，それぞ

れ供給指令センターとバックアップセンターから接

続できる構成となっている． 
 
3.2 地震ネットの概要 

  
 地震ネットとはSUPREMEから得られた地震情報

を社内向けに配信するシステムであり，登録された

メールアドレスに速報メールを配信して，メールに

記述されたURLにアクセスすることにより，詳細な

揺れの情報が得られる．また別に準備した管理用の

URLにアクセスすることにより，会社からの連絡，

安否・出社情報，被害情報の登録などが行えるシス

テムとなっている．東京ガスではこの機能を活用し

て社員が被害情報を通報する仕組みをシステム化し

ている．この被害情報はガスの緊急停止の参考情報

とされる． 
 SUPREMEによって収集される揺れの情報は，ガ

スの供給コントロールの基本情報として活用される．

首都圏に約4000か所設置されたセンサの揺れの情報

は，他事業者にとっても貴重な防災情報であり，揺

れの情報のみを整理し直して，社外に配信できるよ

うにしたのが地震ネットである．東京ガス社内にお

いても地震ネットを用いて揺れの情報を共有する制

度となっている．地震後約3分で収集した揺れの情



 

 

報を加工し直し，インターネットで公開するととも

に，登録者に向けて速報メールを流す．速報メール

には公開したサイトのURLが入っており，URLにア

クセスして必要な情報を入手できる．公開される情

報は，基本情報，ピンポイント情報，揺れの分布図

の3種類となっている．基本情報として地震発生時

刻，震源の情報，揺れの大きかった地点が表示され

る．ピンポイント情報はデータ収集した全観測点の

揺れの大きさが区市別に整理されており，およそ1
平方キロの精度で揺れの情報が得られる．揺れの分

布図は関東南部の地図上に各点の揺れの大きさが色

分けして表示される． 
 地震情報の速報メールに組織の情報を追加するこ

とにより，地震時の緊急連絡がインターネットを使

って行える．会社からの連絡事項を伝えるとともに，

社員の安否情報，出社情報を早期に把握することに

より，初動体制を確立するのに役立てられる．さら

に掲示板機能を使って，被害情報の収集も行える．

高機能化した携帯電話を用いて被害写真を集められ

るとともに，報道機関がつかんでいない情報をいち
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図3 SUPREMEの通信システム 

 

 
図 4 地震ネットのシステム構成 



 

 

はやく把握して，被災程度の分析や緊急措置に役立

てられる．図4に携帯電話による被害情報収集のシ

ステム構成を示している． 
 
 
4.輻輳時の通信試験 
 

4.1通信試験の評価項目 

 
 地震発災時に利用するシステムであるSUPREME
および地震ネットに関して、発災後に想定される通

信が輻輳した環境下において適切に機能するかを検

証する目的で、通信輻輳が例年発生している年越し

時に通信試験を実施し，輻輳の影響評価を行う． 
 通信試験の評価項目として，通信成功率と遅延時

間に注目する．音声通信の場合には通話品質も重要

となるが今回はデータ通信に関連して2点の評価を

行うこととした．通信成功率はセンタと端末，ある

いはセンタ間でパケット通信ができたかどうかの評

価であり，通信要求数に対して成功した数の比率を

評価数値とする．また遅延時間は情報の受け渡しに

要した時間の分布で評価する． 

 

4.2 SUPREMEの通信試験 

 
 SUPREMEと地区ガバナとは、2009年12月時点で

DoPa(3705箇所)，FOMA(209箇所)，およびNTT公衆

回線(55箇所)で通信している．公衆回線の利用は電

波の届かない場所である．DoPaおよびFOMAで通

信しているガバナに対して，SUPREMEからデータ

収集命令を出して，携帯網が輻輳した状態で通信が

可能かを確認した．平成21年12月31日（木）午後11
時00分から15分間隔で8回実施した． 
 試験方法は定時にセンタから端末に返信を送るパ

ケットを送り，返信があれば通信が成功したとカウ

ントする．表1にその結果を示す．午前0時前後から

携帯網が輻輳状態になっていたが，約4000箇所の地

区ガバナとの通信は8回とも99.8%以上の成功率で

あった．通信に失敗した端末は平常時でも通信異常

になることが多い場所であることが確認された． 
 午前0時をはさんだ前後の1時間で成功率の変化は

なく，輻輳下であっても通信ノード間のパケット通

信は問題なく行えることが確認できた．音声通信の

回線容量には余裕がないために通話量の増大により

輻輳するが，データ通信は設計容量に対し余裕のあ

る状態であることが確認された 

 

4.3 地震ネット通信試験 

 

 地震ネットにより東京ガスのサーバから社員の携

帯にメールが届くまでには 3 段階の情報流通が行わ

れる．段階ごとに区切って情報流通の遅延を調査す

る．3 段階の情報流通は以下の順序となっている． 
①地震ネットの通信サーバ 
②一斉メールを配信するサーバ（シエラサービス） 
③携帯電話会社のメール配信サーバ 
すなわち，地震情報のメールは 2 か所のサーバを中

継して各端末に届く仕組みになっている．シエラサ

ービスは大量のメール配信に際し、通信会社に迷惑

メールとみなされず配信するために利用している．

3 段階の情報流通に関してテストメールを配信して

試験を行う． 
 通信試験の参加者は東京ガス社員および関係会社

の社員 7401 人であり，地震ネットサーバから輻輳

状態となる午前 0 時にメールを一斉配信する．参加

者には試験メールが届くことを事前に周知してあり，

実際に届いた時間を回答するサイトへアクセスして

もらい，遅延時間を計測する． 

 試験結果を段階に分けて説明する． 

 

(1)地震ネットを管理する TG-inet の調査によると，

地震ネットからシエラ・サービスへのデータ通信は

約 1 分でメール送信を完了した．この時間はこれま

での小規模地震発生時の送信状況と同等であり，輻

輳の影響はあまりないことが判明した． 
 

表 1 SUPREME 通信試験結果 

 DCX200(DoPa) DCX350(FOMA) 

要求 

箇所数 

通信 

失敗数 

成功率 

(%) 

要求 

箇所数 

通信 

失敗数 

成功率 

(%) 

12/31 23:00 3705 6 99.84% 209 1 99.52% 

12/31 23:15 3705 6 99.84% 209 1 99.52% 

12/31 23:30 3699 0 100% 209 1 99.52% 

12/31 23:45 3705 6 99.84% 209 1 99.52% 

01/01 00:00 3705 7 99.81% 209 0 100% 

01/01 00:15 3698 0 100% 209 1 99.52% 

01/01 00:30 3705 6 99.84% 209 1 99.52% 

01/01 00:45 3705 6 99.84% 209 1 99.52% 
 



 

 

(2)シエラサービスから携帯電話会社 3 社への通信

状況を調査した．通信状況の一例としてメール配信

状況の時間経過を図 5 に示す．図 5 は，30 分間隔

の階段グラフで示しているが，リトライを繰り返し

ながら，メール送信が徐々に進んでいく結果となっ

ている．5938 件のメール送信に対して 9 件が不着

となっている．5929 件が配信されたが，輻輳の影

響によりリトライ数が 5 倍程度発生している．30
分で 90％以上のメール送信を完了したことが確認

された． 
 

(3)各社員のメール着信時間については正確に確認

する方法がないため、インターネットによるアンケ

ート結果に基づいて評価する．社員の回答による実

際に届いた時間の集計結果は表 2 に示すとおりであ

る．アンケートに回答しなかった不明分が約 3 割と

なっている．不明分を除くと約 1 割のメールが 1 時

間以上後に着信していた結果となっている．3 時間

以上を要した件数も相当数になっている． 
 
4.4 試験結果の分析 

 

 今回は災害時のデータ通信を仮想して2とおりの

試験を行っっている．一つは不特定多数のユーザを

対象としない専用サーバ間の通信であり，もう一つ

は不特定多数への通信を扱うサーバを含む通信であ

る．SUPREMEの基地局との交信，地震ネットのサ

ーバと配信会社のサーバは前者となり，社員へのメ

ール配信を行う携帯会社のサーバは後者となる．輻

輳状態における通信成功率と遅延時間に注目して今

回の試験結果を分析する． 
 
(1)通信成功率 
 通信成功率に関して一般ユーザを含まないサーバ

どうしの通信は通信網の利用が急増した状態でも平

常時と同等の通信が行える結果となった．地震直後

にもパケット通信の規制は掛けられた実績がなく，

データ通信に関連する装置は余裕のある設計となっ

ていることが確認された． 
 一方，不特定多数のユーザが関係するメール配信

サーバは受け側も送り側も輻輳が起こりうることが

判明した．シエラ・サービスから携帯会社のメール

サーバへの通信は，送信直後には8割程度の成功率

であり，その後リトライを繰り返して成功率が向上

していく．リトライを繰り返しても通信が成功しな

い場合には送信できないメールもわずかに発生する

結果となった． 
 メールサーバの送り側はさらに成功率が低下する．

遅延時間の問題は別としても，送ったメール数に対

し，到着の報告は73％となっている．深夜から未明

 

 
図 5 ある携帯会社のサーバとの通信試験結果 

 

表 2 実際に届いた時間の集計結果 

到着時間 
報告者数 
（件） 

割合 ％ 
全体 不明除く 

5分以内 1,595  29.4  43.7  

15分以内 721 (2,316) 13.3 (42.7) 19.8 (63.5) 

30分以内 740 (3,056) 13.6 (56.3) 20.3 (83.8) 

1時間以内 286 (3,342) 5.3 (61.6) 7.8 (91.6) 

3時間以内 85 (3,427) 1.6 (63.1) 2.3 (94.0) 

3時間より後 220 (3,647) 4.1 (67.2) 6.0 (100.0) 

不明 1,781 (5,428) 32.8 (100.0) - 

    （ ）内は累計    



 

 

にかけての試験であり，見落としの可能性も考え

られるが，待っていたのにメールが来なかったと

の報告もあり，相当数が不着となったと考えられ

る． 
  
(2)遅延時間 
 通信成功率で問題が見られなかった専用サーバ

ー間の通信時間は平常時と同程度であり，遅延の

問題も見られなかった．一方，メール配信では大

幅な遅延時間が生じた．表2に示した実際に届いた

時間の集計結果をグラフ化したのが図6である．到

着時間が不明となっている1781件を除き，時間の

回答が得られた3647件を分析対象とした． 
 グラフ中の累積割合を併記しているが，5分以内

が4割強，15分で6割強，30分で8割強，1時間で約9
割になっている．また3時間以上経過した到着した

割合は6%となっている．平常時には数分で処理さ

れ配信されるメールが大幅に遅延し，また不着メ

ールもかなりの数が発生することが判明した． 
 

(3)輻輳時の信頼性の考察 

 災害時の情報流通において輻輳は避けて通れな

い問題であり，輻輳の影響を見越したリスク管理が

必要とされる．音声通信は災害が起こる度につなが

りにくい状況となっており，災害時優先電話であっ

てもつながる保証がないのが現状といえる．災害時

の情報流通において音声通信以外の手段確保が望ま

れる． 
 一方データ通信は，2004年に規制方式が音声とパ

ケットで分離されて以降，通信規制がかけられた実

績はない．輻輳に強い方式であるが，公衆サービス

であるメール配信は利用が集中すると，通信成功率

が低下し，また大幅な遅延時間が生じることが今回

の試験による明らかになった．災害時には通信成功

率の低下と遅延時間を考慮して携帯電話の利用方法

を検討する必要がある． 
 

 

5.まとめ 
 
 情報通信のシステムは社会の神経系統に相当し，

情報通信システムの災害による機能低下は社会全体

に大きな影響を及ぼす．固定電話とファクシミリに

よる通信が主流であった時代から，最近では携帯電

話とデータ通信の時代に移行し，災害時の通信環境

も大きく変化している． 
 信頼性の問題は過去の故障実績にもとづき評価さ

れることが多いが，通信環境の変化に対応させて予

想される不具合を実証する試験は意義がある．この

研究は「おめでとうコール」，「おめでとうメー

ル」により通信負荷が急増する時期に合わせて，デ

ータ通信の試験を行っている．平常時と同じである

ことを期待する試験ではなく，どの程度の信頼性低

下が起こりうるかを明確にした． 
 試験の結果，専用サーバ間の通信は平常時と同等

であり，またメールサーバは利用の集中により，通

信成功率の低下，遅延時間の大幅な増大があること

が明らかになった．携帯メールを災害情報の流通に

利用する場合，利用が急増するであろう被災地で信

頼性が低下することは事前に対応策に反映させる必

要がある． 
 最後にライフラインの相互連関に関する知見であ

るが，ライフライン企業者は防災関係機関であり，

災害時優先電話が一定数配備されている．これは音

声通信を主体としていた時代の対策であり，大量の

被害データや復旧のためのデータを流通させるため

には別のチャンネルが必要となる．これらは企業者

の裁量で準備することになるが，災害時の信頼性低

下を組み込んでデータ収集とデータ送信を工夫して

おく必要がある． 
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