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被災時の情報共有を目的とした利用者端末間での
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概要：大規模災害時には，ローカルに特化した情報が重要であり，被災地や避難所では円滑に情報の交換
を行うことが求められるが，災害による通信機器自体の損失や増大したトラフィックの輻輳により，効果
的に通信できないという問題がある．被災者どうしで行う通信には，本質的にはインターネット上のサー
バや電話網の呼制御装置は必要なく，被災地に残された公衆無線 LAN や地域 IP 網のみで完結して動作さ
せられるという点に着目し，被災時における情報伝達の支援を行うシステムを提案する．本稿においては，
被災地の商業設備に残されたデジタルサイネージおよび被災者の手持ちのスマートフォンを用いて，1) 緊
急避難経路の掲示，2) 災害伝言サービスの提供，3) 防犯カメラ映像へのアクセス機能の提供，4) 通話・ビ
デオチャット機能の提供，5) テキストチャット，データの送受信機能の提供を行うシステムを提案する．
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Abstract: In disaster situations, localized information is important for rescue and recovery. However, because of heavy traﬃc load and system failures, it is diﬃcult to maintain the connection of the backbone
network to the Internet. In this paper, we look for a way of supporting communication using existing infrastructure in disaster areas. We propose a system that supports P2P communication between disaster victims
which runs completely on Wiﬁ hotspots, and the local ISP’s infrastructure without requiring the backbone
network to be connected to the internet. This system can use commercial infrastructure such as digital
signage as well as personal smart phones to support the following ﬁve functions: 1) displaying evacuation
routes. 2) a message board. 3) viewing streams from remote security cameras. 4) video chat 5) text chat.
Keywords: disaster recovery, Web communication, P2P, digital signage

1. はじめに

が発生した [21]．このことから，通信の需要とそれを支え
る通信基盤の強化の重要性が伺える．一方で，通信設備自

被災時には，被災地に特化した情報が重要であり，被災

体も災害による被害を受けるため，インターネットや電話

地や避難所では円滑に情報の交換を行うことが求められ

網といった公衆網へ向けた通信は通常時に比べて困難にな

る．たとえば 2011 年の東日本大震災の際，平常時の 50〜

ることが予想される．実際に東日本大震災の際には大規模

60 倍もの携帯電話による音声通信トラフィックが発生し

津波による通信装置への直接的な破壊のみならず，長時間

たため，携帯電話事業者各社による通信規制や通話の輻輳

停電にともなう通信ビルの発電機燃料不足や，携帯基地局

1
a)

のバッテリー枯渇といった電源喪失による通信機能の停止
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もみられ，広範囲で通信サービスが停止している．これに
よって，被災地の情報把握がきわめて困難になり，安否確
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認，救難活動，避難誘導等に大きな支障が生じた [21]．被

の公衆無線 LAN 環境を利用することを想定する．

災中の緊急通信のみならず，被災後の復旧活動においても

加えて，これらの装置を単純に備えても，利用者が利用

通信は重要である．一度通信設備が破壊されると，復旧ま

方法を理解していない場合利用が困難である．本検討で

でに数カ月を要する場合がある．しかしながら，その間に

は，平常時にも利用可能なシステムとして提供を行い，利

おいても被災者の間では，家族や知人の安否確認，当面の

用者は日常的に活用することで利用方法を習熟でき，緊急

生活確保といった外部との通信は緊急かつ切実なニーズを

時にも同様の操作で活用できることを念頭に置いて開発を

持つと考えられる．

行う．

以上の状況を緩和するため，災害時にも利用可能な通信
の提供を検討する．電話による通話やインターネットによ
る Web サイトとの通信は，中央集権的であり，呼制御装置
やサーバといった管制装置への通信が必要である．このた

本稿においてはこれらの条件を満たすシステムについて
提案を行う．

2. 先行事例

め広域網へ通信するためのバックボーン回線にトラフィッ

被災時の通信状況を改善することを目的とした先行研究

クが集中し，帯域制限をかける必要が生じる．被災者どう

は多数存在する．まず，通信インフラの被害による回線の

しで情報の伝達を行うのが目的なのであれば，本質的には

遮断に対しては，通信衛星を利用する検討が古くから継続

中央の管制装置への通信は不要であるため，被災者間で

的に行われてきている [2], [12]．これらの取り組みによる

P2P（Peer to Peer）での通信が確立できればバックボー

成果はすでに通信事業者が導入しつつあり，災害時には仮

ンに負荷をかけることなく通信が行え，バックボーンはそ

設の通信回線を提供し，無料の臨時公衆電話機や携帯電話

の他の中央の管制装置との通信が不可欠な通信に割り当て

の移動基地局が提供される [11]．しかしこのような迂回経

ることが可能になる．本稿ではこの手法について実装を行

路のみでは，大幅に増大したトラフィックを処理しきれな

い，P2P によるビデオチャット・データ送受信を提供する．

いことが懸念される．その他の迂回経路として，ワイヤレ

また，災害時に人間は，普段見知った道を利用して避難

スのメッシュメットワークに代表されるアドホックネット

を行うが，大災害の際にはそれにより混乱が生じる場合が

ワークを利用し迂回経路を構築する手法についても多数提

あることが阪神・淡路大震災において報告されている [26]．

案されている [4], [19], [24]．通信トラフィック増大に関し

被災者は自分の知識と経験に従い，最寄りの避難所に向け

ては，大橋らによって，通信サービスの仮想化を行うこと

て普段日常的に利用している経路に沿って移動を行う．し

で，動的にリソースを確保しトラフィック増大に対応する

かしこのような知識ベースの避難では，避難経路が災害に

手法が提案されている [23]．これらの通信はインターネッ

より通行不能になってしまった際に混乱が生じてしまうの

ト上のサーバとの通信を前提にしている．本稿では，被災

である．適切な避難誘導を行うことでこれを緩和できると

地に閉じた情報交換は被災地のネットワークだけで実現

考えられるが，災害時に組織的な誘導を行うことや，人手

し，トラフィックの集中が想定される広域網へのアクセス

により避難経路の掲示を行うことは現状困難である．そこ

を行わない通信を実現する．これにより災害時に公衆網へ

で我々は，商業設備に残されたデジタルサイネージや液晶

のバックボーンが切断された場合においても通信可能とな

テレビといったディスプレイ装置に対し，写真やテキスト

ること，また結果的にバックボーンへの負荷が減ることで

を表示する方法を提供すべく実装を行う．

公衆網への接続が必要な他の通信の接続性が向上させるこ

災害時用システムを検討する際，専用のハードウェアや

とを目的とする．

ソフトウェアの導入が必要な手法の場合，災害が起きてか

災害時に被災地での通信を提供するために，急速に増

ら配布を行うことは困難である．一方災害対策専用のシス

加している公衆無線 LAN へのアクセスを提供しようとい

テムを事前に導入することは，一般に空間的または金銭的

う取り組み [27] が進められている．この試みでは，平常

なコストが存在するため，積極的な事前準備には至らな

時有料の公衆無線 LAN サービスについても，災害時には

いことが懸念される．以上の点を鑑み，本稿で提案するシ

00000JAPAN という SSID での無線 LAN を提供し，無料

ステムでは，ソフトウェアについては，World Wide Web

で接続できるようにするものである．本稿ではこのような

Consortium（以下 W3C）もしくは Internet Engineering

取り組みを活用し，公衆無線 LAN に接続した被災者に対

Task Force（以下 IETF）による，標準勧告技術もしくは

してサービスの提供を行う．

標準化検討中の技術のみを用い，Web ブラウザのみで利用

災害時専用のシステムは，導入に際して多数の問題が想

可能にすることを想定する．ハードウェアについては，被

定されることから，それらの問題を緩和する取り組みも行

災者の所持するスマートフォンやラップトップ PC を想定

われている．災害時専用のシステムは，利用者が用途や機

し，ネットワーク接続可能なデジタルサイネージやテレビ

能に習熟しておらず，効果的な活用がなされない可能性が

が被災地に存在すれば，事前の設定なくそれを活用できる

ある．岡崎ら [20] は日常的に使っている SNS を利用する

ように実装を行う．ネットワーク設備については商業設備

方法を提案している．本項でも同様に日常的に利用できる
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形でシステムを構築する．
避難経路や避難所で把握している安否情報の伝達は重要
であり，藤原らによって [25] すれ違い通信を用いて伝送す

を回避できると考えられる．

3.1.4 通話・ビデオチャット機能の提供
被災地での通信確保のため，音声および映像による通話

る手法が提案されている．また，東日本大震災において，

機能を提供する．災害伝言サービスで家族の安否を確認し

安否が書かれた張り紙の画像をインターネット上で閲覧で

た後に合流するための情報交換をするニーズや，災害復興

きるサービスが活用された [21]．本稿でもこれらの情報の

のために現地の情報をリアルタイムで伝えるニーズに対応

伝達が重要であると考え，公共の掲示物として多数箇所に

する．

一斉送信する機能を提供する．商業設備に残されたデジタ

3.1.5 テキストチャット，データの送受信機能の提供

ルサイネージや液晶テレビを利用し，写真や画像を表示で
きる機能を提供する．

3. 前提条件と要件

災害復興や家族・知人間でのコミュニケーションでは，
リアルタイムの情報伝送だけではなく，記録したデータの
共有も必要である．写真や音声といったデータの送受信
や，テキストでのチャット機能を提供する．

本章では，被災者に提供すべきサービスのユースケース
を定義し，そのためのシステム構築において考慮すべき前
提条件について述べる．

3.2 ネットワーク
被災時用に新規でネットワークを準備することや，商用
の課金者しか利用できないネットワークは利用しない．被

3.1 ユースケース
提供するサービスのユースケースについて述べる．な

災者は公衆無線 LAN およびその残存設備を利用すること
を前提に検討する．

お，災害時には通信途絶によりユーザが管制装置へアクセ

図 1 は想定するネットワークと災害によって破壊され

スできないことや，トラフィックの集中による輻輳が考え

る障害点である．利用者は手持ちの端末を任意の商業設備

られる．以下のユースケースはすべて，特筆しない限りイ

の店舗に設置された公衆無線 LAN に接続して通信を開始

ンターネット上のサーバは利用せず，被災地にある機器の

する．公衆無線 LAN へ送信された通信データは，公衆無

みで利用可能であるものとする．また，被災地にある機器

線 LAN 事業者のコア設備を経由し，地域 IP 網へ送信され

のリソース上限を考慮し，可能な限り端末間で P2P 通信

る．地域 IP 網は受け取った通信データをインターネット

することを検討する．

上へ送信する．

3.1.1 緊急避難経路の掲示

図 1 中の利用者端末から見て近い順に障害点#1, #2,

災害時の避難において，各人が平常時の知識ベースに基

#3 と設定する．障害点が破壊された場合，該当の障害点

づいて避難を行うと，途中経路が通行不可能であったり混

よりもインターネット側のネットワークには利用者端末か

雑している場合に混乱に陥る．これを防ぐべく効果的に誘

らはアクセス不可能になるものとする．

導を行う必要があるが，緊急の災害時において人手による

まず，図 1 中の障害点#1 が破壊される場合，公衆無線

誘導や掲示物の設置は，人員確保や現地への到着の難しさ

LAN 設置拠点内へのアクセスのみが可能である．この構

から困難である．本稿では，避難経路中の商業設備のデジ

成で，公衆無線 LAN 設置拠点内に設置された商業設備の

タルサイネージに着目し，画像とテキストを表示して一斉

残存物へのアクセスを考える．次に障害点#1 が破壊され

に告知を表示する機能を提供することで，最寄りの適切な

ず障害点#2 が破壊される場合，利用者端末から公衆無線

避難所とその経路についての案内を行う．

3.1.2 災害伝言サービスの提供
通信の混雑の影響を受けず，家族や知人の間で安否の確
認や避難場所の連絡等スムーズに行えることが望ましい．
所在の分からない家族に対し安否を伝えることを目的に，
各商業設備に設置されたデジタルサイネージを掲示板とし
て活用し，画像やテキストを掲示する機能を提供する．

3.1.3 防犯カメラ映像へのアクセス機能の提供
災害発生後，遠隔地の防犯カメラ映像を閲覧するのは，
被害状況の第一次確認において有効である．通信可能な防
犯カメラには，Web サーバを通じてリモートで映像を確認
する機能が実装されていることが多いが，災害による断線
やトラフィック集中でカメラ映像が確認できないケースが
想定されるが，アクセス網に閉じた通信を提供すればこれ
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図 1

想定するネットワーク構成と予想される障害点

Fig. 1 Potential failure points within a simpliﬁed network.
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LAN 事業者の設置したコア設備にまでアクセス可能であ

よる自動発見を試みる．デバイスが SSDP SEARCH メッ

る．最後に障害点#3 のみが破壊される場合，構内網から

セージをマルチキャスト送信すると，それを受信した機器

地域 IP 網までのアクセスが可能である．以上の構成と障

は自分の存在と機能の一覧をデバイスへ返信する．SSDP

害点を前提にネットワークについての議論を行う．

対応デバイスは取得した情報から，必要なものを選択し，
メディア再生メッセージを送ることでモニタデバイスへ画

3.3 ハードウェア・ソフトウェア

像やテキストを表示することができる．また，防犯カメラ

利用者側・インフラ側で利用する機材について検討する．

とその動画再生機能についても同様に SSDP で発見するこ

被災者は着の身着のまま避難してくることが想定される

とができるため，映像を取得することができる．

ので，利用者側の機材については，日常的に持ち歩いてい

4.1.2 実現のための課題

る物でなければ利用できないという前提で検討を進める．

4.1.2.1 Web ページの取得

昨今スマートフォンの普及は急激に進んでおり，すでに携

災害時の混乱の中で専用アプリケーションを配布しイン

帯電話保有者のうちスマートフォンを利用している割合は

ストールさせるのは困難であるため，標準搭載されてい

5 割を超えている [22]．今後より普及も進むとされている

るブラウザで Web ページを表示させ，その中に含まれる

ことから，日常的に持ち歩いている可能性が高いと考えら

JavaScript プログラムを用いて 3.1 節で述べたユースケー

れる．利用者端末としてはスマートフォンを想定する．一

スの実現を行う．日常的にアクセスしているユーザであれ

方スマートフォン専用にするのではなく，仮にラップトッ

ば，Web ページの存在を認識しているが，新規に利用す

プ PC を所持している被災者がいれば，それも利用できる

るユーザに Web ページの存在を周知するのはアプリケー

ように実装する．専用のアプリケーションを事前または被

ション配布と同様現実的ではないため，必要な Web ペー

災時にインストールさせるのは現実的ではないため，ス

ジを開かせる実装について検討する必要がある．

マートフォンの標準機能のみで 3.1 節で述べたシナリオを

本検討では，公衆無線 LAN 利用開始時にリダイレクト

実現することを検討する．ユーザ権限についても，ログイ

される認証ページに，WebRTC 利用プログラムへのリン

ンしなければ使えないシステムを被災時の混乱中に提供す

クを埋め込むことで対応する．

るのが現実的ではないため，ログイン認証，ユーザアカウ

4.1.2.2 SSDP の送信

ント等は前提にせずシステムを構築する．
インフラ側については，金銭的・空間的なコストを考え，

現状 Web ページから SSDP メッセージを送信する手段が
なく，Web ページのみをダウンロードする形で直接 SSDP

常設が現実的ではない大規模な防災専用装置については想

メッセージを送信することは不可能である．したがって，

定しない．公共・商業設備に既設の装置を利用することを

専用の SSDP アプリケーションをインストールするか，外

検討し，新設する機材については最低限にするよう検討し

部デバイスへ委譲する必要がある．利用前にインストール

たうえで，日常的なサービスとしても利用できる形に実装

が必要なアプリケーションは，実現性の問題から検討外と

する．前述した公衆無線 LAN のネットワーク装置に加え，

し，外部デバイスへの委譲について検討する．

デジタルサイネージや液晶テレビといったモニタデバイス
が存在すればそれを活用する．

4. アーキテクチャ
4.1 サイネージ・防犯カメラへのアクセス
本節では，ユーザのスマートフォン端末を公衆無線 LAN

当該問題について，本稿では WebSocket [14] を活用し
て解決を試みる．WebSocket とはブラウザ上の JavaScript
プログラムとサーバ間の双方向通信を提供するソケット機
能のことで，任意のデータを送受信可能である．これを利
用することで，サーバに SSDP 送信を委譲する．
ユーザの端末はまず，4.1.2.1 項で述べた手法を利用し，

ネットワークに接続した後，公衆無線 LAN 提供者の構内

Web サーバから利用ページのダウンロードを行う．ダウ

網に接続されたデジタルサイネージや液晶テレビといった

ンロードしたページには WebSocket で SSDP 委譲サーバ

モニタデバイスを発見し，画像やテキストを出力するため

に接続するプログラムが含まれており，自動的にサーバへ

に必要な要素技術とそれを用いた実装について述べる．こ

接続される．SSDP 委譲サーバは SSDP でサイネージや防

の機能により 3.1.1 項で述べた緊急避難経路の掲示および

犯カメラを発見し，WebSocket を通じてクライアント端末

3.1.2 項で述べた災害伝言サービスおよび 3.1.3 項で述べた

に，発見された端末と機能の利用方法について通知する．

防犯カメラ映像へのアクセス機能の提供を行う．

ユーザ端末は発見された端末の機能に応じて，サイネージ

4.1.1 要素技術

の場合は表示するデータと表示命令を，防犯カメラの場合

モニタデバイスに画像・テキストを出力するには，ユーザ

は映像データの送信命令を，それぞれ WebSocket を通じ

端末からモニタデバイスへデータと出力命令を送る必要が

て送信し命令を受信したサーバは SSDP の機能を通じて，

ある．災害時にユーザがモニタデバイスへのアクセス方法

SSDP 対応デバイスへの転送を行う（図 2）．

を調べて通信を行うのは現実的ではないため，SSDP [17] に
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図 2 SSDP 対応デバイス操作用ページの配布と接続

Fig. 2 Distribution of pages used to control SSDP devices.

図 3

WebRTC による中継と SSDP の再送

Fig. 3 Relay of SSDP packets over WebRTC.

4.1.2.3 ネットワークの切断
図 1 に記載したいずれの障害点が切断された場合でも，

ジの送信元アドレスを自分に変更し，再送信を行う．SSDP

SSDP 委譲サーバを公衆無線 LAN 拠点ネットワーク内に

対応デバイスが中継サーバ B に応答を返すと，中継サーバ

設置すればユーザからアクセス可能である．SSDP 委譲

B はその応答を中継サーバ A に送信する．中継サーバ A

サーバに求められる機能は WebSocket アクセスを処理で

は，送信元を自分に変更したうえで，SSDP 委譲サーバへ

きる Web サーバ機能のみであるため，必要があれば認証

送信する．SSDP 委譲サーバは，中継サーバが多数の機能

用 Web ページ配布サーバに組み込むことができる．

を持った SSDP 対応デバイスとして認識することができる

4.1.2.4 SSDP パケットの到達性

（図 3）．

SSDP による機器発見は local administrative scope で

ユーザからの操作メッセージが届くと，SSDP 委譲サー

のマルチキャストで行われる．local administrative scope

バは中継サーバ A に対し操作メッセージを送信する．中継

は，ネットワーク管理者が事前に指定した範囲全域に到

サーバ A は中継サーバ B を経由して，SSDP 対応デバイ

達するため，最大で同一の公衆無線 LAN 事業者のネット

スに操作メッセージを送信する．

ワーク内では SSDP で探索可能である可能性がある．
何らかの理由により local administrative scope の設定

4.2 通話・ビデオチャット機能の提供

がなされていない場合や，他の公衆無線 LAN 事業者の

本節では，3.1.4 項で述べた通話・ビデオチャット機能

拠点上の端末を発見するためには，何らかの手法により

の提供について，必要な要素技術とそれを用いた実装につ

中継を行う必要がある．本稿では，公衆無線 LAN 拠点の

いて述べる．

ネットワーク上にサーバを設置し，そのサーバ間で VPN

4.2.1 要素技術

環境を提供して中継を行うことで解決する．VPN につい
ては WebRTC [13] による P2P 接続を行い，WebRTC の

W3C 標準勧告技術のみを用いて P2P によるビデオチャッ
トを利用するため，WebRTC を用いて実装を行う．

DataChannel を利用して通信パケットを中継することで

WebRTC の P2P 接続確立シーケンスは図 4 のとおりで

実現する．WebRTC とは W3C 標準化中の技術の 1 つで

ある．ユーザ A とユーザ B が接続を行う場合，まず各々

あり，Web ブラウザを利用して P2P によるビデオチャッ

のユーザは WebRTC 利用プログラムの含まれた Web ペー

トとバイナリデータの交換を可能にするものである．バー

ジにアクセスする．Web ページに含まれた WebRTC 利用

ジョン 29 以降の Google Chrome またはバージョン 24 以

プログラムは，接続のためのセッション情報をシグナリン

降の Firefox がインストールされていさえすれば，Win-

グサーバを経由して，セッション情報を交換する．交換さ

dows/Mac/Linux/Android 上で利用することが可能であ

れたセッション情報をもとに，WebRTC は P2P 接続を確

る．P2P アプリケーションは JavaScript で記載すること

立させる．

が可能であり，ユーザは専用アプリケーションを意識的に

セッション情報には，P2P 接続に失敗した場合に備え，

インストールする必要はなく，WebRTC 対応ブラウザで

中継サーバの情報を含めることも可能である．中継サーバ

Web ページを開くだけで利用を開始できる．

の情報が含まれている場合，中継サーバはユーザ間のデー

SSDP 委譲サーバと同じセグメントに設置された中継

タを取り持ち，WebRTC の通信を中継する．

サーバ A は，SSDP 対応デバイスと同じセグメントに設置

4.2.2 実現のための課題

した中継サーバ B と WebRTC 接続を行い，SSDP 委譲サー

4.2.2.1 Web ページの取得

バが送信した SSDP Discovery メッセージのマルチキャス

WebRTC 接続を確立するためには，WebRTC 利用ペー

トを受信すると，中継サーバ B に対してパケットの伝送を

ジをユーザにダウンロードさせる必要がある．これは

行う．中継サーバ B は受信した SSDP Discovery メッセー

4.1.2.1 項で述べたのと同様の手法で解決を行う．
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線 LAN に接続したユーザと通信を行うことが可能になる．
さらに地域 IP 網までアクセスが可能であれば，地域 IP 網
内にサーバを設置すれば，当該 IP 内の全ユーザと通信が
可能になる．また，地域 IP 網内にサーバを設置しておけ
ば，該当設備のない公衆無線 LAN に接続しているユーザ
であっても，WebRTC 接続を行うことが可能になり，より
広い範囲をカバーすることが可能になる．

4.2.2.3 接続相手の特定
WebRTC 接続を行うためにはセッション情報を端末間
で交換しなければならない．図 4 で記載したとおり，セッ
ションの中継はセッションサーバが行うが，そのためには
接続相手を指定しなければならない．事前にアカウント登
録を行わないことを前提にしているため，その他の何らか
の方法で端末を特定する必要がある．
本検討では，端末がセッションサーバに接続した際に，
ワンタイムセッションキーを払い出すことにする．着信側
の端末に払い出されたセッションキーを，何らかの方法で
発信側に伝えることができれば，発信側の端末に入力する
ことで指定することができる．対面でデータを送信したい
図 4 WebRTC で P2P を確立するためのシーケンス

Fig. 4 Sequence diagram of P2P WebRTC connection establishment.

場合は直接見せればよい．遠隔地にいる相手にセッション
キーを伝えたい場合は，4.1 節で述べた手法により，サイ
ネージに自分の ID と発信してほしい旨を掲示し，相手が
確認するのを待つことで対応する．

4.2.2.4 公衆無線 LAN のセキュリティ設定
公衆無線 LAN 上では端末間の通信が禁止されている
ケースがある．都内で運営されている公衆無線 LAN 事業
者 5 社の設定について，同一アクセスポイントに複数台の
端末を接続し，端末間で通信確認を行ったところ，5 社中

3 社で端末間通信が不可能であった．このような場合でも，
中継サーバを公衆無線 LAN 拠点内の有線ネットワーク区
間に設置すれば，バックボーン回線に負荷をかけることな
くユーザ端末間での通信が可能である．
図 5 WebRTC プログラムの配布と接続

Fig. 5 Distribution and connection of WebRTC applications.

4.3 テキストチャット，データの送受信機能
本節では，3.1.5 項で述べたテキストチャットとデータ

4.2.2.2 ネットワークの切断
図 1 で記載した障害点のうちいずれかが切断されると，
インターネット上の Web サイトには接続できない．また，
バックボーン回線への負荷は減らすべきであるので，プ

の送受信機能の提供について，必要な要素技術とそれを用
いた実装について述べる．

4.3.1 要素技術
W3C 標準勧告技術のみを用いてテキストチャットを提供

ログラムの配布サイトを公衆無線 LAN 拠点内に設置する

するため，WebSocket を利用して実装を行う．WebSocket

（図 5）
．公衆無線 LAN で認証のための Web ページを備え

ではテキストおよびバイナリデータの送受信ができるた

ている場合は，同一の Web サーバの中に Web ページを増

め，公衆無線 LAN 拠点内のサーバで中継することで端末

やすだけで対応可能である．シグナリングサーバや，必要

間でのやりとりが可能になる．

に応じて中継サーバについても公衆無線 LAN 内に設置す

4.3.2 実現のための課題

れば，障害点#1 が切断された場合にも対応可能である．

4.3.2.1 Web ページの取得

障害点#1 が切断されず，公衆無線 LAN 事業者の設置

WebSocket 接続を確立するためには，WebSocket 利用

したコア設備にまでアクセス可能である場合は，コア設備

ページをユーザにダウンロードさせる必要がある．これは

内にセッションサーバを設置することで，別建屋の公衆無

4.1.2.1 項で述べたのと同様に，認証ページにリンクを埋め
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図 7 音声ストリームと負荷がかかる通信経路
図 6 WebSocket 利用ページの配布と接続

Fig. 7 Traﬃc loads of VoIP and WebRTC streams.

Fig. 6 Distribution and connection of WebSocket applications.

クが主流であり，消費帯域はペイロード長が 20 ms の場
込むことで対応を行う（図 6）．

合 1 通話あたり 31.2 Kbps である．これらの通信はバック

4.3.2.2 ネットワークの切断

ボーンを抜けて公衆網に設置されている交換機へ流れるた

図 1 で記載した障害点のうちいずれかが切断されると，

め，1 通話増加するごとにそれぞれの利用帯域分だけバッ

インターネット上の Web サイトには接続できない．また，

クボーン負荷が増大する．災害時には音声通信需要が増大

バックボーン回線への負荷は減らすべきであるので，プロ

するため，回線を圧迫して通信が困難になる．

グラムの配布サイトを公衆無線 LAN 拠点内に設置する．

一方本検討で提案する WebRTC による通話に関して

公衆無線 LAN で認証のための Web ページを備えている場

は，音声に関しては DTMF [6] や Opus [9]，動画について

合は，同一の Web サーバで WebSocket に対応するだけで

は H.264 [7] や VP8 [8] といったコーデックが提案されてい

利用可能であり，障害点#1 が切断された場合にも対応可

る．消費帯域についてはは仕様上 6〜510 Kbps とされてお

能である．

り，実際の消費帯域はブラウザの音質設定依存である．ま

障害点#1 が切断されず，公衆無線 LAN 事業者の設置し

た通信回線の帯域幅に応じて自動的に利用帯域を狭める設

たコア設備にまでアクセス可能である場合は，コア設備内

計がなされている．100 Mbps の回線での Opus における

に WebSocket サーバを設置することで，別建屋の公衆無

通信帯域の実測値は 128 Kbps であった．これらの通信は

線 LAN に接続したユーザと通信を行うことが可能になる．

P2P であるため，本検討で想定している公衆無線 LAN 事

さらに地域 IP 網までアクセスが可能な場合，地域 IP 網内

業者網内での通話については，バックボーン回線には通話

にサーバを設置すれば，当該 IP 内の全ユーザと通信が可

による負荷はまったくかからない（図 7 参照）．

能になる．

4.3.2.3 接続相手の特定

ローカルネットワーク構成はインターネットへの接続を
行うバックボーンルータを根とする木構造を基本として

WebSocket のデータを WebSocket サーバが中継するた

おり，バックボーンに近づくほど多数のユーザからのトラ

めには，通信相手を特定する必要がある．4.2.2.3 項で述べ

フィックが集中する構造である．構内網で完結できる通話

たのと同様に，WebSocket サーバに接続した際にワンタイ

を本検討手法で実施し，発生する負荷をローカルネット

ムセッションキーを払い出すものとし，発信側が着信側の

ワークに限定させることにより，ボトルネックとなるバッ

セッションキーを入力することで対応するものとする．

クボーンへの負荷を軽減できる．本手法により 1 通話あた

5. 考察
5.1 緩和される帯域消費について
1 章および 2 章において，音声トラフィックが爆発的に

り数十 Kbps の負荷を削減することができ，その分の処理
能力を他の必要な通信に充てることができる．
本検討手法においても公衆網を通して全世界のユーザと
通話することは技術仕様上は可能であるが，実運用するた

増大するため，公衆網へ接続するバックボーン回線がボト

めには，相手を特定するためのユーザ ID の共有等の実装

ルネックとなり，通信規制や輻輳が発生すること，本検討

上の工夫が必要であり，一貫して同じシステムで完結する

ではその緩和を目的の 1 つとしていることを述べた．本節

ことによる利用の簡便さ等の兼ね合いを含め今後の検討課

では具体的にどの程度の通信帯域が削減されるのかについ

題とする．

て定量的に検討する．
携帯電話網での通信は AMR [1] というコーデックでなさ

5.2 フィールドトライアルの結果について

れ，消費帯域は 1 通話あたり 12.2 Kbps である．また有線

本検討手法によるシステムを利用することで，災害情報

網上で行われる通話については G.729 [10] というコーデッ

や避難誘導についての投稿・閲覧ができ，被災地において
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有用な情報交換するツールとして利用できるかを，沖縄県

見で利用者間で一致した．システム側で信頼できる発信元

の商業施設においてユーザを集め検証を行った．実験参加

からの情報であることが明示される必要性があるため，表

者は沖縄在住の 20 代〜60 代までのスマートフォンを所有

示方法を含め今後の実装を検討する．

する方 19 名で，参加者個人ごとに役割と行動目的を配布

一方で災害伝言サービスについては，
「19 人での実験で

し，その被災者になりきって行動するよう指示を行った．

も多数の投稿があったので，実際の災害時には膨大な量に

商業設備に常設して利用に習熟させることを前提にして

なり，閲覧できないのではないか」という声も得られた．

いるため，実験開始前に利用方法については十分な練習を

表示方法について検討を重ねる必要がある．

行った．実験参加者は自分の知りたい情報について質問を

通話・ビデオチャットやテキストチャット機能について

投稿し，他の情報保有者からのコメントの確認や，チャッ

は，安否情報や救援要請等のために有用であるとの意見が

トでの確認等を体験してもらい，実際に災害時を想定した

得られたが，加えて「GPS 情報を自動的に付けることで，

情報流通の適用可能性の検証を行った．災害時には誤情報

救援要請の際に位置を伝えやすくする」工夫を求められた．

が流れることや自治体による情報が流れることを想定し，

これも有用であると考えられるため検討を行う．

実験管理者側で誤情報および自治体からと明示した情報の
書き込みも行った．

その他，本検討で重視した，標準搭載のブラウザのみで
利用できることについては，アプリダウンロードの手間や

実験終了後に，システムの利用しやすさについてアン

操作の難しさから利用ができない可能性を鑑みて，
「専用ア

ケート調査を行った．アンケートの結果は表 1 のとおりで

プリケーションより Web アプリケーションの方がよい」と

ある．すべての項目について，快適もしくはやや快適との

いう意見で実験参加者間で一致した．今後アプリケーショ

回答が 78%を超えており，操作が困難であるほどの不満を

ンの追加開発を行う際にも，標準搭載のブラウザを用いて

もつ実験参加者もいないことから，スマートフォンを利用

利用できることを前提に開発を行う．

し，普段から慣れているユーザであれば十分操作できると
いう結果が得られた．
実験終了後に実験参加者へ集団インタビューを行い，得

6. 普及・標準化活動
本検討に関しては，実装のみならず普及と標準化のため
の活動を行っている．本章ではその取り組みについて述

られた情報について記載する．
緊急避難経路の掲示に関しては，
「複数の選択肢を提示す

べる．

る必要がある」
「その場合避難経路の混雑状況に応じて優
先度等も提示できるとよい」という声が得られた．災害時

6.1 日常的活用のための機能追加

に残存したセンサのみを用いて実現するのは困難と考えら

1 章で述べたとおり，災害時専用のシステムは，その金

れるため，自治体職員のような信頼できる管理者によって

銭的・空間的なコストが存在するため，積極的な導入には

優先度をつける実装を検討する．また災害後に避難経路を

至らないという懸念がある．これを防ぐべく，平常時にお

掲示するだけではなく，津波のように災害発生後被災まで

いても利用できる形に設計しているが，本件で構築した基

に時間があり避難できる場合については，
「避難を開始す

盤を活用したコンテンツ例を提示すべく開発を行い，ユー

るために警告を発するべきである」という声が得られた．

ザが撮影した写真をデジタルサイネージにアップロード

これは非常に有用であると考えられるため，表示方法を含

し，フォトコラージュを作成するアプリケーションを実装

め今後実装を検討する．

した．

災害伝言サービスを含むサイネージへの一般利用者から

6.1.1 商業施設側への働きかけ

の投稿については，誤情報が混じる可能性があることを認

デジタルサイネージは普及の一途をたどっているが，ま

識したうえで，検閲せずに流すのがよいという声が複数の

だネットワーク接続が主流であるとはいいがたい．ネット

参加者から得られた．
「検閲することにより情報が遅れる

ワーク接続を促すべく，店舗側に設置のインセンティブを

と困る」
「有用な情報が間違って削除される可能性がある」

設ける必要がある．

ことから，
「自治体やテレビ放送局のような信頼できる情
報と照らし合わせて利用者が判断できるとよい」という意

6.2 ブラウザによる端末発見機能の標準化
4.1.2.2 項で述べたとおり，本稿執筆段階ではブラウザ上

表 1

利用しやすさについてのアンケート結果（回答者 19 人）

Table 1 Ease of use survey results (respondents: 19).

の JavaScript からデバイスを発見するための機能は存在し
ない．ただし，Network Service Discovery API [15]（以下

項目

快適

やや快適

やや不満

不満

NSD API と略記する）と呼ばれる標準化提案中の機能は

文字投稿

7人

10 人

2人

0人

存在する．NSD が実装されれば，SSDP 委譲サーバに頼る

画像投稿

5人

10 人

4人

0人

ことなく，端末から直接デバイスを発見可能である．

音声通話

6人

13 人

0人

0人
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イス発見の過程において SSDP 委譲サーバの設置を省略で

なくなることを想定したうえで，その際に被災者に情報を

きるだけではない．NSD API によりセッションサーバや

提供する方法について検討している．インターネット回線

Web サーバを検出することが可能になるため，無線に接続

切断時におけるサイネージへの具体的な情報伝達手法につ

した際に Web ページを取得するためのリダイレクト設定

いては 4 章で，ソーシャルネットワークとして情報を集め

をする必要も不要になる．さらには，仮に事前にセッショ

るための工夫については 6.1 節で述べたとおりである．ま

ンサーバを設置することができなくとも，災害発生後に動

た 4 章で述べたとおり，災害時において利用方法を周知し

的に追加した後，NSD API によって発見したユーザに対

なくてもよくするため，および管理者も被災して設定変更

し提供することが可能になる．災害時以外にはユーザに提

が行えないことが想定されるため，
「平常時のコンテンツ

供したくない機能については，アプリケーションプロセス

配信」と「災害時のコンテンツ配信」において切替の必要

を停止しておき，災害時には起動することでサービスを提

性自体をなくす工夫を行った．

供するというサービス運用上の工夫も可能になる．
筆者らはこのような防災上の利用シナリオを策定し，こ
のシナリオを実現するアプリケーションを作成した．この
アプリケーションをもちいて検証を行い，得られたデータ

7. 今後の検討課題
7.1 SSDP のセキュリティ対策
DLNA [3] 対応デバイスは SSDP の呼びかけに対し応答

をもとに，W3C の標準化会議である TPAC2013 において

する．DLNA は家庭内で家電を操作するために定義され

提案を行い，標準化に向けた議論へ貢献を行った．

たプロトコルである．そのため，安全なネットワークに対
して機能を提供するという前提で設計されており，公衆無

6.3 ブラウザによる端末発見機能の標準化

線 LAN のような公開されたネットワーク上で提供を行う

本稿執筆段階では，NSD API に関する議論の深まりか

場合においては，セキュリティ上の問題が生じる場合があ

ら，より高度な機能を持つ Presentation API [16] 標準化の

る．たとえば，Digital Media Server 機能を有するデバイ

検討が進んでいる．Presentation API はモニタを持つデバ

スに対して操作を行うと，デバイスの保有するデータが閲

イスに対し，SSDP 相当の機能を保持することで，メディ

覧可能になる．また，DLNA により設定を変更することが

アの再生を指示することができる．

できるネットワークルータも存在する．

筆者らは，本稿で述べたようなユースケースを提案し，

SSDP の有するカメラへのアクセスとメディア取得機能も

以上のことから，公開してもよい SSDP 対応デバイスと
そうではないデバイスとを区分する手法が必要である．筆

仕様に入れて策定することによる効果について，TPAC2014

者らは，SSDP 委譲サーバへ接続する WebSocket と We-

において提案し，標準化に向けた議論へ貢献を行った [5]．

bRTC 中継サーバに手を加えることで解決すべく試行中
である．事前に WebRTC 中継サーバに対し，各デバイス

6.4 災害・緊急時におけるデジタルサイネージ運用ガイ
ドラインへの準拠

と公開範囲についての設定を行い，SSDP 委譲サーバへ

WebSocket で接続する際の接続方法に区分を設け，特定の

デジタルサイネージコンソーシアムでは，東日本大震災

接続方法を行ったユーザに対しては所定のデバイスのみを

での経験を踏まえて，災害等の緊急時にデジタルサイネー

公開するよう設計を進めている．たとえばアドレス A に対

ジを用いて，人々に有益な情報を提供するための運用ガイ

し WebSocket で接続したユーザに対しては，公開範囲 A

ドラインを制定している [18]．本検討も目的を同じくして

と設定したデバイスのみ公開を行う，というような工夫で

いるので，このガイドラインに沿って実現を行っている．

ある．

このガイドラインでは，時間については「平常時」
「発災直

図 8 に例を示す．SSDP 委譲サーバは事前にデバイス

後から」
「一定期間経過後」
，場所については「被災地」
「準

A，B，C を発見しておき，一般公開用デバイスの情報を

被災地」
，コンテンツについては「ライブ情報」
「定型的情

返すアドレス/public と，ユーザ A にのみ公開するデバ

報」と整理したうえで，表示ポリシーについて定めている．

イスを返すアドレス/userA を登録しておく．ユーザ端末

本検討における「災害伝言サービスの提供」
「防犯カメラ

が/public に接続した場合はデバイス A，B の情報を返し，

映像へのアクセス機能の提供」については「平常時」およ

ユーザ端末が/userA に接続した場合はデバイス C の情報

び「一定期間経過後」を主に想定して「ライブ情報」を提

を返す．アドレス/userA への接続に際してはパスワード

供する実装を行った．
「緊急避難経路の提示」については

を要求するという工夫も考えられる．

その緊急性から，
「可能な範囲で発災状況，災害情報を伝え

この検討は実装上は実現可能であるが，事前の設定や接

ることが望ましい」とされる「発災直後から」においても

続の区分けが必要なため，実際の被災地において機能する

有効であると考え「ライブ情報」を提供している．

かどうかは不透明である．ユーザに対するインタフェース

本検討では「ライブ情報」を扱う際に，普段利用してい

仕様について今後検討する必要がある．

るテレビやソーシャルネットワークが災害により利用でき

c 2015 Information Processing Society of Japan
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プリケーションの形態の方が需要がある，という意見を得
た．
「緊急避難経路は優先度付きで複数提示された方がよ
い」等の改善提案も多数得られたため，これらの有効性と
実現方法について今後検討を重ねる．
謝辞 本検討は平成 26 年度総務省案件「次世代ブラウザ
における通信環境透過技術」の一環として行いました．北
陸先端科学技術大学院大学の篠田陽一氏，株式会社ニュー
フォリアの羽田野太巳氏，株式会社 ACCESS の長野宏輔
氏，日本電信電話株式会社の岡高志氏，ソニー株式会社の
五十嵐卓也氏には，本検討に対し厚いご支援をいただきま
した．ここに謝意を表します．
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