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研究概要 

研究目標 

– 日本およびインドを例として、グローバルな情報ネットワークを活
用して継続的に気象等データを収集・分析する基盤の構築 

– 災害発生時において短時間で被災地に対する通信インフラを提
供することにより、効率のよい救援・救出活動の支援  

– 災害情報の共有基盤を提供することで復旧、復興に至る各段階
で地域住民や救援に関わる関係者の活動を情報流通の観点か
ら支援する技術基盤の開発 

研究項目 

– 地震災害の軽減 

– 気象観測基盤の構築 

– 持続可能な通信基盤の構築 

– 緊急事態および減災のための情報通信プラットフォームの開発 
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プロジェクトの現状 

 研究期間 
– 2009年6月1日 ~ 2015年3月31日 (5年間) 

 

 プロジェクトの運営状況 
– Research Plan (RP) 策定 (2009年8月) 

– Record of Discussions (R/D) 策定 (2010年3月) 

– Memorandum of Understanding (MoU) 締結 (2010年4月) 

– Joint Coordination Committee Meeting (JCC) 実施 (2010年7月) 

 

 2010年度の研究計画: 研究体制の確立 
– 各研究グループによる研究活動・ミーティングの実施 

– 現地視察等による予備調査の実施 

– 機材の購入・設置 

– 2011年度のJCC実施にむけた調整 

– 年次報告書の提出 
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共同研究機関 

 インド 
– Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad 

– Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur 

– Indian Institute of Technology (IIT), Madras 
– International Institute of Information Technology (IIITH), Hyderabad 

– National Geophysical Research Institute (NGRI), Hyderabad 

– India Meteorological Department (IMD), Hyderabad 

– India Meteorological Department (IMD), Pune 

 

日本 
– 慶應義塾大学 

– 東京大学 
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研究体制 

慶應義塾大学 

東京大学 

IIT, Hyderabad 

IIT, Madras 

IIIT, Hyderabad 

IIT, Kanpur 

NGRI, Hyderabad 

IMD, Pune 

IMD, Hyderabad 

グループ1: 地震災害の軽減 

グループ1-1: 強震動 

グループ1-2: GPS 

グループ1-3: 建物セン
サ 

グループ2: 気象観測基盤の構築 

グループ3: 持続可能な通信基盤の構築 

グループ4: 情報通信プラットフォーム 

インド側プロジェクト全体統括 

日本側プロジェクト全体統括 
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 現地視察・システムの設置・防災訓練への参加など、 

JCC以降に実施した2国間の具体的な研究交流の実績 

研究活動実績 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

G1 

G2 

G3 

G4 

全ブループ (11名) 

・ハイデラバードにてJCCに参加 

・デリーにて日本大使館等表敬 

通信基盤・情報プラットフォーム (2名) 

・慶應大学日吉キャンパスでの合同研究ミーティング 

・宮城県栗原市での総合防災訓練への参加 

気象観測基盤 (4名) 

・IPv6対応協力に関する日・印でのMoU締結 

・IITHでの特別講義実施 

・IMDでのLiveE!ノード設置 

GPS (2名) 

・Mandi, Dharmsalaでの断層調査 

・ヒマラヤ地域のGPS観測点調査・協力依頼 

強震動・建物センサ (4名) 

・気象庁、防災科研、富士砂防事務所などを訪問 

・研究ミーティング 
強震動・建物センサ (3名) 

・IIITH研究者訪問 

・IIITH、NGRI、IITHによる共同研究ミーティング 

・センサ装置の動作確認  

気象観測基盤 (2名) 

・ハイデラバードでの研究ミーティング 

インド側研究者の来日 

日本側研究者の訪印 

通信基盤・情報プラットフォーム (4名) 

・ハイデラバードでの合同研究ミーティング 

・デリーでのグループ間連携に向けた協議 
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グループ1-1: 地震災害の軽減 (強震動) 

2010年7月19日  日本とインドの研究者による研究打ち合わせ (インドにて) 

2010年9月6-11日  日本とインドの研究者による研究打ち合わせ (日本にて) 

2010年11月11-13日  古村が鷹野・伊藤とインドを訪問し以下を実施 

実施項目: 1. 今年度と来年度の実施項目の打合せ 

      2. 今後の予定の確認 

実施内容 
 1. IIITH Pradeep先生訪問 

 2. ポータブル微動観測装置観の組み立て・動作確認に参加 

 3. 建物センサー観測装置の動作確認に参加 

 4. IIITH、NGRI、IITHによる共同研究に関するミーティング 

 5. NGRIのNagarjuna地震観測点の巡検実施 

 6. NGRI共同研究ミーティング実施 

インドヒマラヤ地方における地震帯 

既存観測点（赤、青）と本計画の観測点（茶）の配置案 
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グループ1-2: 地震災害の軽減 (GPS) 

2010年7月19日  加藤及びインド側研究者による研究打ち合わせ 

2010年11月1-5日  加藤・奥村及びインド側研究者による打ち合わせ、 

                              および機器選定 

2010年11月6-10日  奥村及びインド側研究者による現地調査 

                                (踏査地域: 左図) 

実施項目： 1. GPS連続観測点の選点 

      2. 新たな活断層の調査 

      3. 現地における支援・協力依頼 

実施内容 
 1. Panjab Univ.: GPS観測点に関する協力依頼 

 2. Chandigarh fault: レビュー 

 3. Pinjaur Garden fault: レビュー 

 4. Faults west of Mandi: 新規発見の断層調査 

 5. IIT Mandi: GPS観測点調査 

 6. Dharmsala fault: 新規発見の断層調査 

 7. Kangra Fort Museum: GPS観測点調査 

 8. Talwara water resource management 

 9. Hajipur faults: レビュー 

（左図）本プロジェクトで新たに発見された Dharmsala fault の現地調査風景． 

この断層はヒマラヤ前弧域の地震危険度評価に重要と考えられる． 

 論文誌 
– Malik, J. N. et al., Active fault, fault growth and segment linkage along the Janauri anticline (frontal foreland fold), NW Himalaya, India, 

Tectonophysics, 483, 327–343, 2010. 

– Malik, J.N. et al., Paleoseismic evidence from trench investigation along Hajipur fault, Himalayan Frontal Thrust, NW Himalaya: 
Implications of the faulting pattern on landscape evolution and seismic hazard, Journal of Structural Geology, 32, 350–361, 2010. 
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グループ1-3: 地震災害の軽減 (建物センサ) 

2010年7月19日  日本とインドの研究者による研究打ち合わせ（インドにて） 
2010年9月6-11日  日本とインドの研究者による研究打ち合わせ（日本にて） 
2010年11月11-13日  鷹野・伊藤が古村とインドを訪問し以下を実施 

実施項目： 1. 日本から輸出された建物センサー観測装置と 

       ポータブル微動観測装置の動作確認を実施 

      2. 今年度と来年度の実施項目について打合せ 

実施内容 
 1. IIITH Pradeep先生訪問 

 2. ポータブル微動観測装置観の組み立て・動作確認 

 3. 建物センサー観測装置の動作確認 

 4. IIITH、NGRI、IITHによる共同研究に関するミーティング 

 5. NGRIのNagarjuna地震観測点の巡検、NGRI共同研究ミーティング（NGRI）に参加 

ポータブル微動観測装置 建物振動センサー観測装置 

Station (PC) 

Sensor 

建物センサー概念図 
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グループ2: 気象観測基盤の構築(1/2) 

厳しい気象環境(高温・多湿・多粉塵)で動作可能な 

リアルタイム気象観測・解析システム 

– インターネット気象センサ(AWS: Automatic Weather System)の
仕様策定と性能評価 

– マイクロメッシュ および マクロメッシュ展開 

• 約40式を50km半径のHyderabadに展開  

• インド全域展開の可能性評価 

気象予想システムの研究  

– 広域高機能レーダーシステムデータとの協調解析 

被災地気象情報の収集・解析による災害後対応システ
ム(Post-disaster action system)システムの研究 

 

IMDがインド全域に展開しているAWS 
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グループ2: 気象観測基盤の構築(2/2)  

稼働確認状況（上図） と 

仮設置されたAWS（右図） 

 2010年9月30日  Live E!ノードをIMD施設内に設置 

 2010年10月1日  IITH 特別講義と現地調査・視察 

広域高性能レーダーシステム施設（左図）と観測データ（右図） IMD施設内Live E!ノードの気象データ
(東京から、リアルタイムに遠隔監視) 

IITHの気象観測状況の現地調査・視察 

江崎教授によるIITH特別講義 

気温 

気圧 

湿度 
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グループ3: 持続可能な通信基盤の構築 (1/2) 

 広域無線ネットワークを活用した災害時通信システム 
– 衛星通信・GSM・WiMAXの活用 

– 可搬性や給電システム、規模性の考慮 

– インド国内におけるデバイスの普及状況の考慮 

– 日本におけるLLS開発との技術・知見の共有 

 

 研究活動状況 
– ネットワークアーキテクチャの設計 

– IITHにおける特別講義の実施 (村井) 

– 研究ミーティング・視察の実施 

– 機材購入の推進 

 

 会議等の実施状況 
– ビデオ会議: 11月12日、12月3日 

– 現地会議・視察: 8月29日 ~ 9月1日 (日吉・栗原市) 
 

 

LLSプロトタイプが構築する環境 

インドにおける災害時通信システムの概観 



 13 

グループ3: 持続可能な通信基盤の構築 (2/2) 

日本での研究ミーティングの実施 

– 8月29日 ~ 8月30日・慶応大学日吉キャンパス 

– アーキテクチャ設計に向けた概念構築 
• LifeLine Stationなど情報通信システム設計の共有 

• ターゲットとなるアプリケーション・サービス 

• 評価のアプローチ 

 

宮城県総合防災訓練への参加 

– 9月1日・宮城県栗原市 

– 日本における防災への取り組みや 
システム設計アプローチの共有 

• LifeLine Stationのデモへの参加 

• 宮城県栗原市長との面会と情報共有 

• 岩手・宮城内陸地震被災地の視察 

研究ミーティングの様子 

エリアワンセグ放送システムの 

概要説明 

栗原市長による被災状況の説明 
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 クラウド利用した災害情報システム 

– 災害情報ニーズの考慮 

– 高信頼性データベースの考慮 

– 日本におけるIAA等の技術・知見を共有 

 

研究活動状況  
– 研究項目の詳細策定 
– 機材購入の推進 

 
会議等の実施状況 

– ビデオ会議: 11月12日、12月3日 
– 現地会議: 8月29日~30日 

 

 

災害情報クラウド 

研究ミーティングの様子 

グループ4: 緊急事態および減災のための 

        情報通信プラットフォームの開発 



 15 

プロジェクト成果 (1/2) 

 論文誌 
– Malik, J. N. et al., Active fault, fault growth and segment linkage along the Janauri anticline 

(frontal foreland fold), NW Himalaya, India, Tectonophysics, 483, 327–343, 2010. 

– Malik, J.N. et al., Paleoseismic evidence from trench investigation along Hajipur fault, 
Himalayan Frontal Thrust, NW Himalaya: Implications of the faulting pattern on landscape 
evolution and seismic hazard, Journal of Structural Geology, 32, 350–361, 2010. 

– Hajime Tazaki, Rodney Van Meter, Ryuji Wakikawa, Keisuke Uehara, Jun Murai. NAT-
MANEMO: Route Optimization for Unlimited Network Extensibility in MANEMO. Journal 
of Information Processing (To Appear), 2011. 

– Hajime Tazaki, Rodney Van Meter, Ryuji Wakikawa, Thirapon Wongsaardsakul, Kanchana 
Kanchanasut, Marcelo Dias de Amorim, Jun Murai. MANEMO Routing in Practice: Protocol 
Selection, Expected Performance, and Experimental Evaluation. IEICE Transactions on 
Communications, 93(8):2004-2011, August 2010. 

 

 国際学会・ワークショップ 
– Kotaro Kataoka and Achmad Husni Thamrin, "Practical Approach on Deploying IPv6 

Multicast Using Wireless Mesh Technologies", AsiaFI 2010 Summer School, 2010. (Poster 
Session) 

 

 国内学会・ワークショップ 
– 武田圭史, 村井純,  ―災害対策用クラウドコンピューティング環境構築における情報セキュリティの検討‖, 

コンピュータセキュリティシンポジウム2010, 2010. 
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プロジェクト成果 (2/2) 

 新聞掲載など 
– 2010/07/19 THE HINDU City Edition, Hyderabad P.4 ANDHRA PRADESH Call for 

disaster management in multiple sectors 

– 2010/07/28 読売新聞 国際版 YOMISATアジア 東南アジア衛星版 P.28 日印で「減災
」研究 慶大・と東大とインド工科大学など 過酷な自然ITで対抗 

– 2010/09/02 河北新報 備える 栗原で県総合防災訓練 孤立集落救援に重点 

– 2010/09/02 読売新聞 衛星利用し防災訓練 

– 2010/10/04 JICAホームページ 【IITH支援（DISANET）】自動気象観測装置を設置！
—DISANETで継続的に気象データを収集するためのセンサー取り付けを試行 (9/28
〜10/3江崎浩教授と落合秀也さん、山内正人さん、石橋尚武さんハイデラバード訪問
)  

 

 特別講義の実施 
– Hiroshi Esaki, ―Facility and Sensor Network Architecture for Smart City Design with 

Advanced Internet Technology‖, IIT-Hyderabad, September 2010. 

– Jun Murai, ―WIDE Project: Its potential to contribute to IITH‖, IIT-Hyderabad, July 
2010. 
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2010年度末〜2011年の展望 

予備調査・サーベイから本格的な研究活動への展開 

– 研究活動に必要な機材・体制を確立する 

– JCCや研究ミーティングでの議論を経て 

各グループにおいて策定した研究項目の実施 

 

グループ間連携に向けた取り組みの加速 

– インド側によるイニシアチブを重視した連携手法の構築 



20% 

0% 

40% 

60% 

80% 

100% 

GPS 気象観測 情報PF 

総合災害情報システムの適用可能範囲の、関連諸国への展開・適用性 

拡大 

JSTプロジェクト目標 

JST上位目標 

JST従たる評価項目 

活断層 
・GPSを 
用いた 
長期評価 
(トレンチ 
調査・ 

GPS解析) 

強震動 
推定 
モデル 
構築・ 
地震危 
険度評価 

システム全体 
の試験運用・ 
実用性確認 

日本およびインドの防災施策となり得るような、気象・地震データ収集・分

析基盤、被災地通信インフラおよび救援・復旧・復興情報活用基盤から

成なる総合災害情報システムの確立と実用性確認 

テスト地域 
でのネット 
ワーク展開、 
データの 
収集・評価 

衛星/広域 
無線通信網 
を利用した 
通信パッ 
ケージ 
の構築 

被災地通信パッケージ 
(通信+放送型サービス)の 

構築・実用性確認 

日本の研究成果・ 
技術の世界への発信
kennkyuudoukou 

・日本発の気象センサーネット
ワーク(Live E!)が、インドにも構築
される。 
 
・日本で開発された、高コストパ
フォーマンスIT強震計が、インドで
高く評価される。  
 
・日本のデジタル放送規格が、イ
ンドでも一定の評価を得る。 

日本の研究・高等教
育の世界への発信 

・IITハイデラバード設立支援の一
環として、日本における防災IT研
究究の最新動向等につき特別講
演を実施。 
 
・IITハイデラバードに、日本人研
究者による講座・特別講義等が設
けられる。 

論文等 ・Realtime Weather Sensor 
Network System Development and 
Deployment in Hyderabad for 
Disaster Mitigation 
など 

国際会議・ 
シンポジウム等 

・国際会議において、Chair/招待 
 講演等を実施。 

人材育成 
（日本人研究者） 

・本研究が認められることによる、 
 昇進/国際研究機関への就任等 

上位目標の達成に必要な、研究課題抽出と具体的取組み方策の構築 

研究課題名  自然災害の減災と復旧のための 
ネットワーク構築に関する研究 

研究代表者名 
（所属機関）  

村井  純 

(慶應義塾大学 教授)  

研究期間  
H21採択  

H21年6月1日からH27年3月31日まで（5年間）  

相手国名  インド  

主要相手国研究
機関  

インド工科大学ハイデラバード校 

(IITH) 

気象・地震データ収集・ 

分析基盤の構築 

建物用 
IT強震計 
システム 
の開発 

インド向け 
センサ仕様 
の確立 

センサ 
ネットワーク 
仕様の確立 

通信基盤 

被災地通信パッケージに対する 
サービス要求の整理、および 
アーキテクチャ仕様の確定 

現地調査 

現地調査・ 
システム 
の 

現地構築 

データ解析・ 
システム 
改善 

システム 
開発・ 

観測地点の 
選定 

建物用 
振動センサ 

強震動 

震源マッ 
プの構築 
(強震計 

設置・観測・ 
データ解析) 

現地調査 

救援・復旧 
・復興情報 
活用基盤 
のプロトタ 
イプ構築 

災害対策 
情報シ 
ステム(ポ 
ータル) 

仕様の確定 

クラウドコン 
ピューティ 
ング環境 
のプロトタ 
イプ構築 

システム 
開発 

無線通信網 
や放送技術 
を活用した 
放送型 

サービスの 
実現 

システム 
開発 


