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１．ネットワークのレジリエンシー向上に向けて 

光ファイバ通信ネットワークでの，いわゆる『想定外』

の災害や障害などに対して二つの方向性で研究に取り組

んでおり，冗長化されたネットワークを素早く切り替え

るための技術，及び迅速な応急復旧技術を紹介する．

本稿では，障害発生時に従来よりも高速な冗長系への波

長パス切替えを実現するための弾力的光スイッチング

[1]に触れた後に，応急復旧技術として，軽量小型な復旧

支援装置を用いた暫定復旧[2][3]，キャリアをまたいだ連

携による暫定復旧の加速の方法[4][5]などを紹介する．ま

た，広域災害などによって喪失したネットワーク監視情

報の収集・分析機構[6]の実証実験についても解説する．

更に，分散型データベース機能を内蔵し，光ネットワー

クだけでなく固定無線アクセス（Fixed Wireless Access：
FWA）なども組み合わせたメッシュ状の切れにくい自営

ネットワークシステム技術である NerveNet[11][12]に
ついて紹介し，それを用いた訓練における利用例及び実

証事例を紹介する．

２．弾力的光スイッチング 

広域にわたって大規模なネットワーク設備の毀損・機能

不全が生じたときに，サービスの維持のためには冗長系

の設備系統を整備することが不可欠である．その上で，

物理レイヤでのスムーズな経路切替えを可能とするため

の基盤技術の研究を行っている．具体的には，障害発生

時に従来よりも高速で安定した波長パス切替を実現する

弾力的光スイッチング技術の研究を進めている．

高速のパス切替えに伴う，ノード内の中継増幅器への入

力信号変動による出力パワー変動抑圧[7]や，多波長同時

切替え方式[8]に加えて，波長毎のパワーレベルのばらつ

きを平準化する光パワー等化[1]などが基盤技術となる． 
図1に光パワー等化技術を含めたノード構成の概念図を

示す．光信号スペクトラム情報をモニタし，光パワー等

化部にて波長多重された光信号のパワーを一括で制御し

て，8波長の光パスを0.2～2ミリ秒で高速に等化できる

ことを実証した．

３．光ネットワーク応急復旧 

3.1 小型復旧支援装置による暫定復旧 

小型復旧支援装置は，光通信装置の機能が失われた場合

に，一部の機能や通信装置を代替可能な複数の機能ユニ

ット群であり，自由に機能を選択し組み合わせが可能で

ある．図2に小型復旧支援装置を用いた光通信装置の暫

定復旧イメージ図を示す．制御ユニットには他のユニッ

トの制御機能だけでなく無線アクセスを利用した制御ネ

ットワークの応急復旧アルゴリズムを実装し，光ファイ

バが切断していても先に応急復旧しやすい LTE などの

無線通信アクセスを利用して，孤立した光通信装置の制

御ネットワークおよび代替波長パスを復旧させることが

可能である[2]． 
また，ベンダ毎に異なる光通信機器やディスアグリゲー

ション化した光通信機器などの，装置の多様性に対応で

きるモデリング方法を提案した[3]．図 3 に示すように，

災害時にディスアグリゲーション光通信装置を利用して，

ベンダが製造したレガシー機器で構成される光ネットワ

ークを応急復旧するアーキテクチャを確立し，実証実験

を行った．

3.2 キャリア間連携促進 

災害地域内において利用可能な通信設備資源を利用して，

通信キャリア間に暫定共用パケット転送網（以下，暫定

共用網をいう）を設計する手法を提案した[9]．この検討

結果を踏まえ，キャリア間暫定共用網の設立・自動制御

のフィージビリティ検証のための実証実験を行った[4]
（図4）． 
また，通信キャリアが他のキャリアから支援された通信
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資源を排他的に利用するという資源独占のアプローチの

研究開発として，通信資源を支援する側の通信キャリア

に対して，協力の際にインセンティブを付与する仕組み

を提案した[5]（図5）．数値評価により，通信キャリア間

の連携で，通信資源の支援提供側と受領側ともに顕著な

メリットが生じることを示した． 

3.3 ネットワーク監視情報収集・分析機構 

災害時に適切な物理網制御を行うためには，光ネットワ

ーク機器・光信号等の詳細な監視機能が必要不可欠であ

るため，無線メッシュネットワーク，4G，衛星，インタ

ーネット等の多種多様なアクセス手段により設定された

臨時C/M-Plane網を利用して，喪失した光網の監視機能

を素早く再建するロバストなテレメトリ技術を研究開発

した[6]．具体的には概念図（図6）に示すように，種々

の光監視デバイスを管理可能な共通の監視情報提供プラ

ットフォームを設計開発した．具体的には，OpenConfig
の YANG モデルを拡張し，共通の監視情報提供プラッ

トフォームの実証実験を行った．また監視情報を収集す

るテレメトリ情報収集において，帯域は数十 kbps また

不安定な臨時C/M-Plane網を利用しても，重要度の高い

監視情報を自動的に識別し，輻輳及び接続状況に基づい

て，ベストエフォート的に光網テレメトリ情報を収集す

る実証実験を行った． 

４．切れにくい自営ネットワーク技術  

携帯電話や固定電話，インターネット回線などのアクセ

スネットワークは，基幹ネットワーク側から枝分かれし

て広がる木構造であるため，基幹ネットワークに近い箇

所で障害や断線が生じると，その配下の利用者全てにお

いて通信不能に陥る．また，多くのアプリケーションは

インターネット上のサーバ（クラウド）上でサービス提

供を行っているため，利用者がインターネットに接続で

きなくなった時点で全てのクラウド型アプリケーション

サービスが利用できなくなる．さらに，既存電話システ

ムは認証，呼接続，課金などの全てを集中で管理してい

るため，許容量を超える呼が発生する災害時にはこれら

のサーバにおいて輻輳が発生し，電話が繋がりにくい事

態が起こる．内閣府がまとめた南海トラフ地震における

被害推定では，西日本の太平洋側地域を中心に，震災直

後から長いところで数週間に及ぶ通信途絶が広域で発生

することも予測されている[10]．このような状況下では，

災害対応にあたる政府，自治体，消防，警察，自衛隊等

の公共機関は公衆通信手段に頼らなくても，自営の通信

手段により情報収集や共有を行いながら人命救助や避難

者支援の活動を切れ目なく行えるようにしておく必要が

ある． 
我々は，メッシュ型のネットワークを構築可能な分散型

自営ネットワークシステムとしてNerveNetを開発して

いる[11][12]．NerveNetの特徴としては，①障害検出時

に瞬時に迂回経路へ切り替え可能なスイッチング技術，

②分散データベースや各種サーバ機能を通信ノード内に

搭載させることでインターネットから切り離されてもア

プリケーションサービスを提供可能な分散エッジ処理技

術がある．後者については例えば，閉じたネットワーク

内で端末同士の通信（Peer to Peer：P2P）アプリケーシ

ョン（例えば電話，メッセージ，ファイル伝送等）を提

供できることも実証してきた．詳細については文献

[12],[17]を参照されたい．本稿では，この技術を用いた

訓練や社会実装事例を紹介する． 

4.1 立川広域防災基地における活用事例 

立川広域防災基地は，首都直下地震等により霞が関周辺

において中央省庁業務の継続が困難になった際のバック

アップ拠点として位置づけられており，有事の際には立

川広域防災基地内の各施設に各省庁の災害対策本部が設

置される．これらの拠点間を結ぶネットワークとして，

NerveNet が活用されており，図７に示すネットワーク

が現在でも稼働中である．これらのネットワークとポー

タブル ICT ユニット[13]と呼ばれる IP 電話交換機を組

み合わせ，首都直下地震発生を想定した中央省庁の災害

対策本部の設置準備訓練を実施した[14]．訓練では，都

心部から立川地区に各府省災害対策本部設営班が移動し，

同地区において公衆通信網途絶の想定の下で，各府省の

代替災害対策本部の立ち上げ準備を行う中で，各府省庁

の災害対策本部と内閣府災害対策本部がNerveNetを介

した電話連絡や写真による現地情報の共有を実施した． 

4.2 災害時の医療機関間連携における活用事例 

大規模災害時には膨大な負傷者が発生することが想定

されている．災害拠点病院ではそれらの患者に対してト

リアージを行い，限られた医療リソースを最大限活用し

ながら一人でも多くの命を救うための活動を行うことに

なる．この際，一つの病院内のリソースでは捌ききれな

い場合には，リソースの空きがある医療機関への域内搬

送もしくは広域搬送が行われる．この判断には周囲の医

療機関のリソース，搬送手段のリソースが適切に管理・

共有されている必要がある．現時点ではそれらのリソー

ス管理はEMIS（広域災害救急医療情報システム）と呼

ばれるクラウドシステムで管理されており，公衆網が利

用できない場合には衛星携帯電話等を駆使してインター



ネット接続し，情報共有を図っている．また，医療搬送

の際には，どういった症状の患者が何時頃にどの様な状

態で搬送されてくるか，といった情報が不可欠であるが，

これらの連絡も公衆網が途絶した際には衛星携帯電話や

防災行政無線等による音声，FAXのみで連絡が行われて

いるのが現状である．我々は，日赤医療センター，都立

広尾病院及び災害医療センターの協力のもと，首都直下

地震を想定し，公衆網（携帯電話，固定電話，インター

ネット等）が途絶した状況下における複数医療機関の連

携による患者搬送訓練においてNerveNetを用いた通信

手段を利用した実訓練で実施した．訓練におけるネット

ワーク概要を図8に示す．この訓練では，災害拠点病院

間をNerveNetによる自営ネットワークで事前に接続し

ておくことで，公衆網途絶時における災害拠点病院間の

非常連絡手段としての利用と，災害医療センターの衛星

インターネット回線をゲートウェイとして，全拠点から

のインターネットアクセスを可能とした．この訓練では

NerveNetに加え，AJICS（多用途連接通信装置）[15]を
組み合わせ，NerveNet を介したビデオ会議や PHS に

よる病院間電話も行った．更に，コアネットワーク機能

を含む200MHz帯を用いたプライベートLTE基地局装

置をスタンドアロンにて日赤医療センター屋上に設置し，

NerveNet と連接して運用する通信実験も行った[16]．
実験では，LTE端末機能を有するNerveNet装置を緊急

車両に搭載し，車両が LTE エリア内に入ると自動的に

車両もNerveNetの一部として認識・接続され，車両の

位置情報，移動する車内の映像，搬送患者のバイタル情

報（心電計，心拍，血中酸素濃度など）をリアルタイム

に搬送先医療機関へ伝送することに成功した．

５．まとめ 

光ネットワークのレジリエンシー向上に向けて，広域の

輻輳緩和や被災地での応急復旧技術の基盤となる研究開

発を行い，実証実験などを通し効果の検証を行っている． 
また，自営ネットワーク技術ではNerveNetの特徴とそ

の活用事例について紹介した．今後も引き続き，運用・

保守が容易でネットワーク構成の変更にも柔軟に対応で

き，アプリケーションサービスを継続できる自営ネット

ワークシステム技術の高度化の開発を行っていく予定で

ある．
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＜用語解説＞ 
●ディスアグリゲーション ： 
複雑かつ大規模な光通信装置の機能ごとに複数のユニッ
トに分割し、マルチベンダによって製造されたユニット
から必要かつ最適な光通信システム構築を行う方式を指
す。 

●レガシー機器： 
ディスアグリゲーション化した光通信システムとの対比
で、単一のベンダにて関連する機能を全て実装する「オ
ールインワン方式」で構成された、既存の光通信装置を
指す。 
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