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１．はじめに  

 本テーマでは，主として首都圏での広域連携と地

域連携によるソフト面からの２次被害の低減を目的

として，災害対策拠点の分散化を支援する耐災害性

の高い電源・通信システムの構築に関する研究を行

ってきた．その中でも，災害対策拠点を分散化する

に当たっての情報通信システムの面からの各要素技

術について順次検討を行った． 

 

2．年度別進捗状況と成果  

2.1 平成 21 年度  

 まず，平成 21 年度には，情報の分散探索方式につ

いて着手した．これは，現在のインターネットで主

流の集中サーバ型での情報検索ではなく，複数拠点

にまたがり，かつ集中的な管理拠点のない分散環境

下での情報探索手法 1)-3)において，探索通信量を抑

えるための工夫を目指したものである．災害時に脆

弱な状態の通信網へかかる負荷を抑制し，爆発的な

探索要求に応えるため，重要な技術である．本年度

はそのための予備調査として，負荷の集中する要因

分析を行った．その結果，ごく一部の拠点ノードに

おいて大きな負荷がかかっている状況が明らかとな

り，ここの負荷抑制を行うべきであることがわかっ

た． 

 また，避難経路等の推薦方式のための検討として，

信頼性の高い情報推薦のための基礎的分析を行い，

推薦精度に影響を与えうる情報選別などについて知

見を得た． 

探索トラヒックについて分析し，インターネット

利用のコンテンツ利用傾向として，利用者側の利用

のばらつきを表現する利用度と，コンテンツ側の利

用されかたのばらつきを表現する人気度を導入した．

利用度分布に 2008 年のインターネット上での測定

データを元にした推定式を提示し，これを用いて分

析を行った． 

図 1 は分析結果を探索負荷（処理回数）の降順に

ノードを並べた際の各ノードの負荷を描いたもので

ある．実線がシミュレーション全体での探索負荷分 

 

図 1 高頻度探索ペア除外時のノード負荷 

 

 

図 2: 探索経路ネットワーク例  

 

布であり，ごく少数のノードに非常に大きな負荷が

かかっている．高探索負荷ノードからごくわずかの

高頻度探索ペアを取り除くことで，大きく負荷を低

減できる可能性を確認した． 

2.2 平成 22 年度  

 平成 22 年度は，分散探索技術のうち，Kademlia

と呼ばれるアルゴリズムを対象として，具体的な通

信量抑制方式を提案し評価を行った．その結果，分

散環境下で生じやすい負荷集中経路の短縮化を行い，

通信負荷，また各拠点負荷の 4 割程度削減が可能な

ことを示した． 

 ＊ ：工学院大学工学部情報通信工学科（所属：明朝９）  



                  総合研究所・都市減災研究センター（UDM）最終研究報告書（平成２６年度） 

テーマ 4 小課題番号 4.1-2 

図 3:  Node 毎の被探索回数分布  

 

図 2 は，均等アクセス条件下でのあるコンテンツ

（を保持するルートノード）への探索経路をネット

ワーク図として示したもので，あるところでほとん

どの探索が同一経路を辿るようになり，かつ，その

経路が長く連接していることがわかる．収束後の探

索経路の連鎖は基本的には冗長であり，これを短絡

させることで全体の負荷削減が実現できることを明

らかにした．また，ここで削減される負荷は，収束

された大きな負荷であるため，高頻度での被探索を

受ける node の負荷を大きく下げる効果が期待され

る．  

図 6 は，提案方式適用時の各ノードの探索負荷が

抑制される様子を示したものである．黒線に対して，

赤線が適用時のもので，抑制されている様子がわか

る．  

2.3 平成 23 年度  

 平成 23 年度は，実際の情報通信機器における通信

状況や稼働状況と電力消費の関係を調査した．拠点

分散型での情報通信システムを運用するにあたって，

電力供給が途絶えた環境下であってもできるだけ長

期に亘って稼働できるようにするため，電力消費を

抑制することが重要であり通信との関連研究 5)6)も

見られる． 

そこで，通信状態などの変更によって具体的にど

の程度の省電力化が図られるかを見積もるため，測

定などを行った．その結果，ネットワークスイッチ

やルータといった機器類では，物理的通信可能状況

の検出による省電力化機能の有無によって電力消費

状況が異なっていた．同省電力機能がある場合はそ

の状況が電力消費の主要要素であった．一方，同省

電力化機能を持たない場合は，通信状況によって若

干の消費電力変動を見た． 

 

 

 (1)式は，省電力機能を持つスイッチ機器の消費

電力推定モデル式である．ここで，n はポート数

であり，P0 は無接続時の消費電力，ci はポートに

Link up 時 1，Link down 時 0 となる flag 変数であ

る． 

2.4 平成 24 年度  

 平成 24 年度は，通常の通信網が確保できない拠点

を準孤立拠点と名付け，このような拠点でも災害時

情報通信システムの拠点として機能できる方法につ

いて研究を行った．想定される電力供給はバッテリ

のみ，通常考えられる通信網は有線，無線を問わず

利用出来ない状況とした．このような状況下では，

人手によりストレージメディアを用いて情報を受け

渡すほかなく，そのための基礎的な検討を行った．

その結果，拠点の立ち上げ機能を内包した情報運搬

用ストレージメディアの利用を提案し，データ伝送

には過酷な条件下での通信を取り扱う枠組みとして，

しられている Delay Tolerant Networking（DTN）7)-9)

の概念を用いた． DTN のオープンソース実装である

DTN2 への機能実装により，ストレージメディアによ

るデータ伝送を実現した． 

DTN は，不安定な無線リンクによって構成された

ネットワークや，惑星間通信のようなそもそも伝搬

遅延のきわめて大きな環境下でも通信を確立するこ

とが目的である．その基本的なアーキテクチャは，

マルチホップの中継通信において，パケットよりも

大きなバンドルと呼ばれる情報単位を，ノード間の

蓄積転送によって送信するものである．  

 この DTN の枠組みは試作実装がオープンソー

スとして進められており，DTN210)11)の名で知られる．

DTN2 は，DTN の概念を実現すべきバンドルプロト

コルの RFC505012)による定義の実装として提供され

るもので，論理的な情報単位であるバンドルと，そ

の蓄積転送の仕組み，また，バンドルを実際の通信

を担うレイヤである，TCP や UDP のコネクション

やパケットに変換する Convergence レイヤなどから

構成されている．DTN2 は実際に動作可能な試作実

装を提供するものの，オープンソースとして公開さ

れている Convergence レイヤに，本稿で目的とする  
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図 4: DTN 通信アーキテクチャ  

 

図 5: Bundle daemon の外部インタフェース  

可搬型ストレージを用いるものは存在しない．  

 そこで，本年度は，DTN の枠組みにおいて，可搬

方ストレージによるデータ伝送を具体的に定義し，

必要ならばモデルの拡張や要件定義を行うと共に，

試作実装である DTN2 に実装を追加して，その実現

を図ることを目的とした．  

試作システムは，IRTF(Internet Research Task  

Force) の 中 の 研 究 グ ル ー プ DTNRG(The Delay 

Tolerant Networking Research Group)19)によって開発

された DTN プロトコルの実験プラットフォームで

ある DTN2 を DTN の通信単位であるバンドルを可

搬ストレージへ読み書きできるように拡張したもの

として実装した．  

DTN2 は，RFC5050 でのバンドル層および吸収層

(Convergence Layer)を daemon process で処理する形

で実装している．DTN2 は，大まかにバンドル層お

よび吸収層を実装するバンドルデーモンプロセス，

エンドポイントでのデータの送受信を行うためのア

プリケーションの 2 点で構成されている (図 5)．  

 

図 6: 多数拠点による想定図  

2.5 平成 25 年度  

 平成 25 年度は拠点間通信において１：１通信で

のプロトコルしか考慮していなかった状況を一歩進

め，複数拠点を逐次的に立ち上げつつ，情報の流通

を図る手法について提案した．DTN 上で多くの経路

制御提案 13)-18)が見られるが，これは，複数拠点に

渡る経路制御のみならず，通信主体となる拠点を本

研究の目的に鑑み，減災情報共有システムの緊急時

立ち上げに特化した手法についても提案するもので

ある． 

本年度は，昨年度開発したストレージ運搬型トラ

ンスポートレイヤを導入し，有線，無線などの一般

的な通信媒体に加え，可搬ストレージを人手で運搬

することで通信を行う枠組みまで含めた災害情報共

有システムを提案し，これにより多数拠点が順次運

用に入り，それらの間での通信を確保する手法につ

いて提案した． 

本システムでは，ネットワークトポロジを根付き木

より管理し，これに基づいた経路制御を行う．根付

き木を用いる理由としては，根(Root)を介すことで

根付き木におけるいかなる節(Node)間にも path が

存在するため通信遅延によるデータ破棄を行わなけ

れば全ノードへデータを頒布することが可能となり，

またサイクルが存在しないためデータの重複送信を

極力避ける事ができると考えたからである． 

システムでは，任意の pc 上に根付き木におけるル

ートノードを構築し，このルートノードを起点とし

て他の拠点への運搬，新規ノードの構築，バンドル

の運搬を繰り返すことで，これらのノード間で災害
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情報の共有を行う(図 6)． 

3. 今年度の成果  

3,1. 概要  

 平成 26 年度は，これまでの研究で得た知見を総括

し，分散型拠点による情報通信システムの実際に向

けた，システム提案と，そのためのコンテンツ探索

方式について提案，評価を行った．これは，省電力

運用を行うためには，ストレージメディアを主とし

たデータ伝送を行うとともに，一部通信機器が稼働

している場合にも，できるだけ休止時間を延ばした

間欠運用が望ましいことから，間欠的な通信によっ

ても情報探索を行うことが必要なため，コンテンツ

指向型ネットワークにおける方式を提案したもので

ある． 

その結果，統制のない情報が投入される災害時に

も機能できるマルチタグ型識別子による探索方式と

探索経路制御方式を提案し，基礎的な性能評価を得

て，今後の展開にも期待が持てることとなった． 

3,2. マルチタグ識別子  

コンテンツ識別子はネットワークの利用者がこれ

を指定してコンテンツを要求することから，その内

容やメタ情報を反映していることが望ましいと考え

られる．そこで，タグ集合を識別子として用いる方

法が検討されている．このとき，同一のタグ集合を

付与されている場合は内容が異なるコンテンツであ

っても，同一視される． 

本方式では，コンテンツに対してタグ付けを複数

行うため，これらをネットワーク上で直接探索でき

るような経路表を，分散配置された各ノードで持つ

こととなる． 

3.3 分散探索経路表  

タグ集合に含まれている複数のタグをそれぞれ個

別に経路表に登録するような手法について提案した．

分散探索が必要となるコンテンツ指向ネットワーク

で一般的に見られる考え方である． 

本方式では原理的に，個別のタグをそれぞれに経

路表に登録するが，提案手法では経路上の先（遠方）

方向に存在する複数のコンテンツに別々に付与され

たタグが，それぞれ別のコンテンツに付与されたこ

とを識別できないため，「虚像」と呼ばれる現象が発

生する． 

また，多種類となることが想定されるタグの登録

には Bloom filterを利用することを考えているため，

Bloom filter へのデータ登録件数によって偽陽性が

発生する点も考慮しなければならない． 

3.4 登録手法  

手法 1: そのまま登録  

経路表は 1 本の Bloom filter により表現される．

コンテンツが持つ各タグに対して何も操作を行わず，

それぞれを要素として Bloom filter に追加する．部

分一致検索，完全一致検索に関わらず経路表上の虚

像が多数発生してしまう． 

手法 2: 連結登録  

経路表は 1 本の Bloom filter により表現され，コ

ンテンツの存在情報は以下の手順で格納される． 

手順 1 コンテンツが持つ各タグに対して何も操作

を行わず，それぞれを要素として Bloom filter に追

加する． 

手順 2 コンテンツが持つ各タグを区切り文字を用

いて連結し，これを要素として Bloom filter に追加

する． 

部分一致検索には手順 1 にて追加した情報を用い

るため，経路表上の虚像が手法 1 と同様に発生して

しまう．完全一致検索では手順 2 にて追加した情報

を用いることで，経路表上の虚像を発生させずに探

索を行うことができる． 

手法 3: タグ数による分類  

経路表を l 本（l：単一のコンテンツに付けること

ができるタグの最大数）の Bloom filter によって表

現され，各コンテンツが持つタグ集合に含まれるタ

グの総数によって，追加する Bloom filter を区別す

る． 

手順 1 コンテンツが持つタグ集合に含まれるタグ

の総数によって，要素を追加する Bloom filter を決

定する． 

 手順 2 コンテンツが持つタグ集合に含まれるタグ

それぞれを一つの要素として Bloom filterに追加す

る． 

手法 4: タグ数付加  

登録したいコンテンツに付いているタグの総数を，

登録されるタグの末尾に連結して登録する 

手法 4 では，経路表は 1 本の Bloom filter により表

現される． 

手順 1 コンテンツのタグ集合に含まれるタグの総

数を調べる． 

手順 2 各タグの末尾にその数を連結して要素を生

成する． 

手順 3 各要素を Bloom filter に追加する． 
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図 7: r=0.25 時の探索通信量  

手法 5: 手法 2+手法 4 

手法 5 は，手法 2 と手法 4 を組み合わせたもので 

ある．経路表は 1 本の Bloom filter により表現され

る． 

手順 1 コンテンツのタグ集合に含まれるタグの総

数を調べる． 

 手順 2 各タグの末尾にその数を連結して要素を生

成する． 

手順 3 手順 2 で生成した各要素の末尾に区切り文

字を連結したのち，それらを連結することで，新た

な要素を生成する． 

手順 4 手順 2 と 3 で生成した要素を Bloom filter

に追加する． 

このように手法 2 と手法 4 を併用することで，完

全一致検索では虚像を排除しつつ，部分一致検索で

も虚像を低減することができる． 

3.5 探索通信量分析  

 虚像や偽陽性による通信・処理負荷上昇について，

基礎的なモデル設定を行い，検索トラヒックの観点

から定量的な評価を試みた．コンテンツへの付与タ

グが意味的に持つ階層構造を持つ場合に着目し，こ

の階層構造の強固さによってどの程度の追加負荷が

発生するかという観点からの評価である． 

 3x3 の格子トポロジによるネットワークで各ノー

ド（ルータ）のコンテンツ保持数に制約は設けない．

Bloom Filter のビット幅 m=4793, ハッシュ関数数 

k=3 とした．これは，1000 要素挿入時の理論上の偽

陽性確率が 0.1 となるものとして設定したものであ

る． 

 付与されるタグは，一定の階層構造をもちつつ，

完全な階層構造とはならないようモデル設定を行っ

た．これは，現実のタグ付けを想定したものである．

モデル化にあたっては，最小の階層構造を実現する

2 部グラフを利用し，一方の部を親，他部を子と呼

ぶ．親子関係を持つタグ付与を行うとともに，共通

の親を持つ比率をパラメータ r でコントロールした． 

 また，付与タグの個数についても 2 種類用意し，そ

れぞれが全体に占める割合を混在割合 n とした． 

 図 7 は一定の階層構造を持ちつつ，そうでないタ

グ付けが r=0.25ある場合の提案 5手法の探索通信量

を，虚像や偽陽性が生じない環境での探索通信量を

1 として正規化した際のグラフである．横軸は混在

比率を示す． 

 n=0 または 1 では，手法 3 と手法 4 はコンテンツ

が持つタグの数によって区別を行うため，その数が

全コンテンツで同じである場合には，手法 1 と同じ

結果となる．手法 2 と手法 5 はコンテンツが持つ全

てのタグを連結したものを要素として格納し，完全

一致検索時にはこれを用いる．そのため完全一致検

索時には虚像が発生せず，これが手法 1，3，4 との

差であると考えられる． 

 それ以外では，コンテンツが持つタグの個数によ

って区別して部分一致検索時の虚像を減らす手法 3，

4，5 の効果が出る．こちらの場合も手法 3 と手法 4

はほぼ変わらない結果を示しており，わずかな差は

Bloom filter への登録方法の違いによる偽陽性によ

って表れていると考えられる． 

 いずれの場合も手法 5 が最も良い結果を示してお

り，これは完全一致検索時に虚像を排除する手法 2

の方式とコンテンツが持つタグの個数によって区別

し部分一致検索時の虚像を減らす手法 4 の方式を併

用しているためであると考えられる． 

 これらより，付与タグ個数が混在する環境下で，

最も工夫を凝らした手法 5 が最良であり，単純な手

法に対して負荷を軽減させ，理想値に対して 3～4

割増程度となることがわかった． 

 

4. 最終成果と課題  

 準孤立状態で運用できる分散拠点型情報システム

について，基本的なシステム提案とそれを実現する

要素技術を提案し，モデルに基づく評価や試作シス

テム等を開発した． 
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 分散型探索方式については，既存方式の分析改良

から始まり，災害時のような準孤立状態に適用でき

うる方式について提案を行うに至っている．本方式

では，基本的な性能評価を行った． 

 分散的なシステム運用方式では，情報通信システ

ム全般での提案を行った．準孤立拠点に残されたノ

ート PC などをストレージメディアでつなぐことで，

極限状況でも情報機器を利用した情報通信システム

を構築できることを示した．ストレージメディアは

間欠的な通信メディアであるだけでなく，新規拠点

立ち上げ機能も内包できる． 

 実際に取り扱われる情報は雑多であると予想され，

断片的で非定型のデータ 20)21)について，利用者に対

して適意の情報を取捨選択，推薦検索する方式につ

いても検討を行った．時系列で整理することや，人

により異なる信頼性を取り込むことの重要性などの

知見を得た．開発した周期的な変化に対しての予測

方式と組み合わせ，情報伝送の効率化に向けた検討

も開始したが，これらは将来への検討課題である． 

 今後は，日常利用とのシームレスな連携方式が視

野に入ってくるものと考えている．これは，実利用

を考えた際には必須である．人の利用形態として災

害時にだけ使うようなアプリケーションは利用しに

くい点と，日常通信が得られる地域との相互運用性

の双方から，解決すべき課題であると捉えている．

これらの課題に対して，これからも着実に要素技術

を開発し実用へと近づけていきたい． 
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