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2011 年 11 月 29 日 

CEATEC2011 電子情報通信学会特別シンポジウム報告 

企画室 持田侑宏，翁長久，加藤正文 

１．はじめに 

  CEATEC2011において，特別シンポジウムを，産官学・学会の連携のもと，成功裏に開催することができま

した。ご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます。 

  今回は，2010年 5月に東大で開催した第 1回に引き続くもので，東日本大震災を受けたテーマのもとで開

かれました。以下に概要をご報告いたします。 

 

２．概要 

日時：2011 年 10月 6日（木）13:30-17:15 

主題：災害を乗り越えて安心・安全でスマートな ICT社会構築へ 

場所：幕張メッセ国際会議場 2階コンベンションルーム A 

参加者数：214名 （内訳；企業の研究開発部門 27％，企業のその他部門

40％，官公庁 16％，大学 5％，自営他 6％，学生 6％・・・このように企業からの参加者が３分の２でした。） 

 

３．プログラム 

 開会挨拶および趣旨の説明 安田 浩  電子情報通信学会会長（東京電機大学） 

 基調講演    久保田誠之  総務省大臣官房総括審議官 

 パネルセッション   安田 浩 モデレータ 

  慶応大学  教授   村井 純 パネル基調講演 

  NTTドコモ  代表取締役社長  山田隆持 ビデオメッセージ 

  NTTドコモ  取締役常務執行役 岩﨑文夫 

  NHK     専務理事技師長  永井研二 

  日立     執行役社長  中西宏明 

  東北大学   電気通信研究所長 中沢正隆 

 閉会挨拶   吉田 進 電子情報通信学会次期会長（京都大学） 

 

 

４．主な内容 

（１）開会挨拶および趣旨の説明                   安田 浩 電子情報通信学会会長（東京電機大学教授） 

  3 月 11 日の東日本大震災を契機に，災害と通信について数多くの課

題が指摘された。これまで電子情報通信学会では，災害をテーマとし

て 4 回の特集号が組まれてきたが，今回役立った成果は半ばであると

の感触である。このシンポジウムで，災害でどのようなことが起こり，

電子情報通信がどのような方向に貢献すべきかについて述べていただ

き，次にどうつなげるのかを皆で共有したい，との趣旨説明が行われ

た。 
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（２）基調講演「東日本復興と日本再生に向けた課題と取組み」   久保田誠之総務省大臣官房総括審議官 

  先ず，東日本大震災による被災および復旧状況の総括が，通信イン

フラと放送インフラについて行われた。前者については輻輳に関する

課題，基地局・中継局の被災対策，電源の確保，ネットワーク全体の

耐災害性向上，インターネットやクラウドサービスの一層の活用など

が指摘され，後者については電源の安定的確保が重要と述べられた。 

  次に，被災地復旧に向けた総務省の対応が，災害対策用移動電源車

や衛星携帯電話などの配備例を引いて報告された。また，NICT開発に

よる航空機レーダシステムを用いて撮影された被災地の高精度画像提

供も報告された。さらに防災 ICT システムの国際展開に関しても，ASEAN諸国からの期待が述べられた。 

  続いて，日本再生に向けた，ICT 分野における研究開発の推進について，総合科学技術会議，高度情報通

信ネットワーク社会推進本部，および東日本大震災復興対策本部での活動方針が紹介された。国として今後

取り組むべき研究開発課題として，「グリーンイノベーション」，「ライフイノベーション」，「パラダイムシ

フトをもたらす技術革新の推進」に加えて，「東日本大震災を踏まえた復興・再生，災害からの安全性向上

への対応」があること，そして総務省から ICT 関係施策予算として 1622 億円を要求中であり，内 ICT 分野

の科学技術が 653億円含まれている（光ネットワーク，JGN-X，BMI，外国との連携）ことが述べられた。 

  最後に，電子情報通信学会に対して，産官学連携の「要」として，人材育成，地域ニーズに合致した研究

開発の促進，および標準化の推進への期待が表明された。 

 

（３）パネル基調講演「インターネットと大震災・新しい日本の出発」        村井 純 慶應義塾大学教授 

  震災でパケットが役立ったことが述べられ，Cyber to Physical の

流れの中で， Internet is for everyone から Internet is for 

everythingとなってきたことが指摘された。震災時にツイッターで非

常に多くの情報が流れ，世界は最初にツイッター情報から東日本大震

災を知ったことが紹介され，ツイッタ―集「Pray for Japan」が紹介

された。被災地の道路事情をカーナビの情報（ホンダ，トヨタ）を地

図に重ねて用い，被災地への物資供給の指針としたなど，サイバー世

界と実世界を結びつけた日本の活動は目覚ましかったことが述べられ

た。 

  インターネットを支えるインフラとして，光海底ケーブルが取り上げられた。日本の国外に出るケーブル

は太平洋の北米に向かうケーブルだけであるが，そのうち Unityの一本だけが生き残り辛うじて日本を孤立

から救ったこと，日本のグローバル化のためには，西に向かう光ファイバケーブルを敷設することを検討す

べきであることが語られた。 

 

（４）パネル発言 「東日本大震災に対するドコモの取り組み」                岩﨑文夫 NTTドコモ常務 

  大震災時には 4900 基地局がサービスを中断したが，4 月 30 日時点

でほぼ復旧した。その原因は，地震・津波による直接被害，地震によ

る伝送路断，および長時間停電（現在の予備のバッテリーは 3時間分）

であったことが報告された。復旧手段としては，大ゾーン化，衛星回

 

 

 

 

 



3 
 

線利用，電源車，無料充電コーナー，復旧エリアマップ提供などが有効であった。 

  今後の災害時利便性向上のために，パケット音声メッセージサービスを 2011 年度内に提供予定であるほ

か，無停電化，バッテリー24時間化などの投資を前倒しすることも述べられた。 

 

（５）パネル発言「大災害時，放送が果たすべき機能の検証」           永井研二 NHK専務理事技師長 

  地震発生後，衛星中継車 46 台，取材ヘリコプター12 機が出動(1 機は

津波が来る直前の仙台空港から離陸)，ロボットカメラ，スキップバック

レコーダ，映像鮮明化装置，超高感度カメラ，安否状況の放送，パーソ

ンファインダーとの連携など，あらゆる対応を取ったことが報告された。 

  被害対策に関しては，「中央防災会議」で想定していたレベルを遥かに

超えていたので，今回の震災を受けて代替機能の設備強化（大阪で渋谷

放送センターをバックアップなど）に取り組むことが述べられ，いかな

る災害時にも放送業界の役割として，正確な情報を途切れることなく流

すこと，安否情報や生活情報，視聴者が求めている情報を流すために，各種の施策に取り組むことが挙げら

れた。 

 

（６）パネル発言「震災で揺らいだ社会インフラの信頼を回復する取り組み」中西宏明 日立製作所社長 

  自らの工場も被災した日立製作所は直ちに対策本部を設置したが，

お客様の被害状況としては ATMなど金融系機器が多く被災したり，エ

レベータの閉じ込め事故が多数発生したりして，市民生活への影響が

大きかったことが報告された。コンテナ型データセンターなど ICT関

連の復旧支援の実例を多数挙げたあと，BCP（事業継続計画）の観点か

ら ITガバナンスと都市経営の見える化が提案された。 

 

 

（７）パネル発言「災害に強い情報通信ネットワークの構築に向けて」中沢正隆東北大学電気通信研究所長 

  東北大学は様々な面で被災し，800 億円近い被害となったが，ライ

フラインはほぼ 4/26 に復旧したことが先ず報告された。東北大学には

「安心・安全な情報通信技術の構築」が期待され，学内に情報通信系

を一元化し，グローバルな協力体制も目指した「東北大学電気通信研

究機構」を 10月 1日に発足させ，企業 70 社も加わったことが紹介さ

れた。取り組むテーマとしてディペンダブル低電力無線システムや

Never-die-network，災害時のトラフィック激増に耐える光高速網など

が挙げられた。 

 

（８）討論 

  モデレータの安田会長の提起したテーマにより議論が進められた。 

① 大震災後 6ヶ月経過して振り返り，良かったことと困ったこと 

 個人の発信する情報(Consumer Generated Media)が世界を駆け回わり公共の情報源とし役立った最初の
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例といえることが良かった（村井） 

 日ごろの防災対策訓練の成果がでた。全国共通仕様の設備により，復旧作業が迅速化できた。（岩﨑） 

 頻繁に地震訓練をやっていたため，指示されなくても現場は動いた。燃料の確保に努力した。視聴者が

欲しい情報をどうやって発信するが今後の課題。（永井） 

 現場は強かった。広範囲の災害では，横連携が重要。（中西） 

 縦割り指向が強い大学でも，横連携を目指す意識が芽生えた。

（中沢） 

 

 

②�  情報の発信・収集について 

 時系列による復旧実績の分析が大切。地震直後はまず大地震が起こったことを知らせるツイッター情報

など，個人発信の情報が有益。次には TV/新聞による情報の信頼性が重要。今回のように一ヶ月あまり

で ICTインフラが復旧するというのは早いといえるのではないか。（村井） 

 大災害時には自治体組織自体が壊れ，「情報の信頼性」どころかまず「情報」がない。大切なことは横連

携を助けるシステムであり，メーカとしても提案していきたい。（中西） 

 移動体通信の事業者は利用者の位置を管理している。今回は，首都圏の会社から帰宅できずに首都圏へ

留まった人が 1/3 いることがわかった。ペタ(1015)オーダの情報マイニングのリアルタイム化が求めら

れる。位置情報から瓦礫中の人がわかるかもしれない。ただ，利用については社会的合意が必要。（岩﨑） 

 車のワイパーと GPSの連携例もある。災害時は位置情報の利用を許可することもありうる。（村井） 

 情報の時系列化についての研究者がいる。（中沢） 

 

③ 情報の伝達について 

 放送の視点からは，最初は映像を事実として発信する。

その次は，情報が出てこない状況のなかで，日頃の経験

の積み重ねで分析し解説することが大事。さらに，起き

たことを丁寧に分析した解説。（永井） 

 本来インターネットはダイナミックルーティングを基

本に設計されてきた。ただ，ルーティングテーブルの

メモリ量が不足しだして以来，「ツリー」トポロジーで

運用せざるをえなくなっている。P2P技術やアドホック

技術もでてきている。無線でダイナミックルーティン

グができると面白い。（村井） 

 電子情報通信学会も今回の災害で総務省から問われ，災害情報を伝達するために大きな情報を送らせな

い仕組みを提案した。（安田） 

 安否確認情報は非常に短いので，短パケットを優先読み出しすれば良い（村井）。 

 「発信規制」ではなく「パケット規制」という考え方。（安田） 

 「通話時間」（を例えば 5分以内にする）」という規制の考え方もあり，技術的にはできている。今回の

災害では衛星が活躍したが，パンクしないかと不安だった。マスコミの人は一度つなぐと切らない，阪

神のときに経験したので，5分で切るという仕組みを入れていたが，実際には使わずにすんだ。（岩崎） 
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 あれだけの大震災が起ってもネットワークは良く動いた。今後はサイバーテロのリスクも考えないとい

けない。米国は 9/11 テロと同時にサーバーテロのリスク分析をしたと聞いた。（中西） 

 

④ 事業継続性 

 大学でも防災訓練は実施しており，東北大キャンパス内での死者はなかった。講義は 5/9 から再開し，

8/12に終えた。最も復旧に時間を要するのは建物で，立ち入り禁止状態はいまも続いている。（中沢） 

 電子情報通信の動力源は電気である。今後普及する電気自動車のバッテリーは動く電力源として重要。

Connected Batteryや Networked Batteryは自動車業界だけでなく ICT業界の守備範囲。（村井） 

 バッテリーに限定せず，再生可能エネルギーのネットワーク化を考えることになる。（安田） 

 

⑤ フロアからの意見による討論 

 今回の震災は時間軸で 5 段階（地震・津波・原発・エネルギー・風評）あり，時間軸の全体像がニュー

ス番組で分からない。情報の階層化が必要では？（NTT-AT） 

 緊急情報，安否情報が第一。経過とともに，個々人への情

報として，放送波を分ける手もある。（永井） 

 今回の震災は阪神・淡路大震災と違い高齢者の多い地域を

襲った点である。ICTを使い慣れない人へのアクセシビリテ

ィをどうするかが重要。途上国への助言にも有効では？

（NTT-AT) 

 災害伝言版は難しいとの意見もある。対策として，携帯電

話での高齢者にわかりやすい音声ガイダンスや，馴染んでいる電話番号をアドレスにしたデータ通信を

普及させたい。（岩﨑） 

 震災を乗り越えていいものを生み出したとしても「地震の多い日本だからでしょ」となると悲しい。ネ

オガラパゴスにならないか。（NTT-AT） 

 そうではない。地震，ハリケーン，竜巻といった災害は世界中で起きていので，一般化することにより

他の国にも必ず貢献できる。（村井） 

 

 台風 12号も被害が大きかった。「震度」というような尺度がなく，災害の場所が変化していく際に，ど

のようにモードを切替えて対応するか？（ITSジャパン） 

 難しい問題だが，ライフラインという捉え方がきちんとできると宣言ができよう。（中西） 

 ライフラインの最優先事項は水だが，ICTリカバリの優先度はもう少し上げてほしい。（村井） 

 

⑥ 最終コメント 

 大学は革新的な研究をする立場だが，同時に市民が困っていることに対して向き合うことが必要。（中沢） 

 安心・安全神話が壊された。再構築の時である。今回の震災を諸外国は日本固有の問題と見ていない。

復興にむけた活動は世界に貢献できる。（中西） 

 1925年の関東大震災での流言飛語の反省のもと，放送が立ち上がった。「放送」は災害から国民の生命・

財産を守るという使命がある。（永井） 

 BCP の実力は災害で明らかになる。バッテリー，燃料などのエネルギーが最大問題になろう。（岩﨑） 
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 今回，現場はたくましかった。今後も現場にしっかり立つ人材をどう育てるかを，学会でも真剣に考え

ないといけない。（村井） 

 国を人間に例えると，血液とともに痛みを感じる神経の仕組みをしっかり作る必要を感じる。（安田） 

 

（８）閉会あいさつ              吉田 進 電子情報通信学会次期会長（京都大学教授） 

  ネットワークは進歩してきてはいるがまだ沢山の課題があることが，災

害を通して明らかになった。例えば緊急時に相手のナマの声を聞かないと

安心できないといった点があり，学会としても多くの提案が求められてい

る。併せて，学会には次世代を担う人材を育成する役割もあり，若い人へ

夢を与えられるような 30 年先の ICT がわかるロードマップを示していき

たい。学会もいままでは学会内に閉じた活動が中心だったと思うが，今後

は外との連携も積極的に進めて行きたい。学会には産業界，研究機関，政

府，国民の連携をとる役割もあると考えている，との決意が述べられた。 

 

以上 

 

 


