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 昨年8月に礼文島で発生した局地的な集中豪雨による土砂災害を踏まえ、留萌管内の離島で同

様の土砂災害が発生したことを想定して災害訓練を実施した。 
 本発表は災害訓練の中で行われた、ヘリコプター画像伝送システム及び衛星通信システムを

活用した映像伝送、並びに防災情報共有システムを活用した情報共有について紹介するもので

ある。 
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1.  まえがき 

 離島は移動手段が限られている状況ではあるが、災害

発生時には迅速な情報収集が求められるため、日頃から

準備を整えておく必要がある。 
そこで、当部においても離島で災害が発生したことを

踏まえ、留萌管内の離島である焼尻島にて同様の土砂災

害が発生したことを想定し、管内の関係機関が連携して

災害情報の収集・共有を行うことで、体制構築及び役割

に応じた対応が図られることを目的とした訓練を実施し

た。 
 本発表では、災害想定訓練における情報収集・情報共

有手段の中より、各種システムを活用した災害発生現場

から災害対策本部に対する映像の伝送方法、情報共有の

方法、通信経路及び各種関連設備について紹介するもの

である。 
 

2.  活用した情報伝送システム 

本訓練で活用した情報伝送システムについて概要を以

下に説明する。 
(1) ヘリコプタ画像伝送システム 
平成8年度に就航した災害対策用ヘリコプタ「ほっか

い」は、空撮による映像やヘリコプタの位置及び高度等

の情報を併せて伝送できる画像伝送システムを搭載して

いる。 

これらの情報を15GHzの無線装置により全道20箇所

に配置された画像受信基地局に送信し、統合通信網（光

ファイバ通信網＋多重無線通信網）を経て現地の災害対

策本部、担当開発建設部及び北海道開発局へ伝送するシ

ステムがヘリコプタ画像伝送システムである。 
画像受信基地局は山頂無線中継所に配置されているが、

電波条件の悪い山間部等では可搬型受信機と衛星通信車

を駆使して映像伝送を行っている。 
 

 

 

 

写真－１ 災害対策用ヘリコプタ「ほっかい」 

図―１ ヘリコプタ画像伝送システム系統図 
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(2) 衛星小型画像伝送装置（Ku-SAT） 
赤道上空約36,000kmの静止通信衛星を中継局として

利用したのが衛星通信である。 
衛星通信による通信システムは、災害等による影響を

受け難く、また通信相手の地域を限定しないなど利点が

多いことから北海道開発局は、昭和60年11月に地球局、

平成元年8月に衛星通信移動局の運用を開始、さらに平

成8年度からは、小型軽量の衛星小型画像伝送装置

（Ku-SAT）を本局及び全開発建設部に配備し運用を開

始しており、東日本大震災においては、行政機関及び被

災者の通信手段として活用された実績がある。 
平成24年度からは、新型のKu-SATが導入され、衛星

回線のIP化、装置の小型化等が図られ機動性が向上さ

れている。 
(3) 防災情報共有システム 
防災情報共有システムは、国、北海道、市町村及びそ

の他関係機関が専用のネットワークで接続し、各々が所

有している各種防災情報を共有することによって、防災

対策・災害対策に係る対応作業の効率化、台風・地震・

津波等の広域かつ同時多発的な災害発生時における通行 

規制判断や応急復旧指示等の適切な実施、大規模災害発

生時の円滑な避難誘導や減災等防災対応を可能とするこ

とを目的としている。 
 

 
3.  訓練概要 

(1)   災害の設定事象 
 焼尻島周辺での局地的な大雨による焼尻島の土砂災害

発生を想定（礼文島の土砂災害発生時の降雨状況を参考

に設定） 
(2)   訓練実施日時 
 平成27年7月29日 7時30分から16時30分まで。 
(3)  主な活動場所 
 訓練を行うにあたり関係機関が集まり情報共有を行う

場所や災害の想定場所を以下の通りとした。 
a) 災害対策本部 
羽幌町役場会議室を災害対策本部として、各関係

機関及び焼尻島からの災害情報等を収集及び共有し、

関係機関の役割調整並びに現場への指示等を実施する。 

b)現地活動拠点 
 焼尻西浦コミュニティセンターを拠点施設として設

定し、ここで現地調整会議を開催して情報の収集や活

動予定の確認をする。 
c)災害現場 
 焼尻中学校グランドを土砂崩れの現場と想定し、災

害対応を実施する。 
d)応援対策本部 
 自治体を支援する事を目的として、留萌開発建設部

災害対策室に設置する。 

(4) 訓練参加者 
 本訓練に参加した機関及び人数を以下に示す。 
 

表－１ 訓練参加機関及び人数 

機関名 災害対策本部 焼尻島 

羽幌町 6人 2人 

留萌振興局 
（地域政策課） 

 
3人 

 
0人 

留萌振興局 
（建設管理部） 

 
3人 

 
4人 

羽幌警察署 1人 2人 

北留萌消防組合 2人 2人 

陸上自衛隊 11人 7人 

留萌開発建設部 6人 8人 

合 計 32人 25人 

 

(5)初期条件 
 本訓練で設定している条件を以下に示す。 

a) 留萌中部で発表された注意報・警報 

発表日時 留萌中部 
7月28日 11:00 大雨注意報 
7月28日 14:00 大雨警報（浸水害） 
7月29日   3:00 大雨警報（土砂災害、浸水害） 
7月29日   5:00 土砂災害警戒情報 

※警報は局地的な集中豪雨のため羽幌町のみに発表 
 

b)連続雨量（焼尻のアメダス観測値） 
 7月28日11:00～7月29日7:00までの20時間で165mm
の雨量を観測 
c)島内の人口・世帯数 
 人 口：220人 
 世帯数：140世帯 
d)住民の避難状況設定 
 7月29日7:30時点：56人36世帯が避難 

 
4.  訓練における留萌開発建設部の役割 
 焼尻島に留萌開発建設部が維持管理する施設は無い

ことから、訓練開始時は気象警報発表により警戒体制を

取る状態にとどまっていた。 

写真―２ Ku-SAT 
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(1)リエゾン派遣 

 7月29日7:40に羽幌町から留萌開発建設部の防災対策

専門官へ焼尻島豊崎地区での大規模土砂災害が発生した

旨の電話連絡が入る。この連絡により同じ町内にある羽

幌道路事務所の職員がリエゾンとして羽幌町に派遣され

ることになった。 
 リエゾンとは現地情報連絡員のことであり、重大な災

害が発生し、又は発生の恐れがある場合等に、災害時の

情報収集等を目的として自治体等へ派遣される。 
(2)応援対策本部の設置 

 羽幌町に派遣されていたリエゾンより電話にて防災

対策官に以下の被災情報が報告される。 

①道路を巻き込む土砂崩落が豊崎地区と西浦地区西部

で発生し西浦地区全体が孤立状態になっている。 

②島の至る所で土砂崩落の予兆と思われる情報が多数

あった。 

③豊崎地区の土砂崩落では民家を巻き込んでおり、避

難が進んでいないことから島民が生き埋めになっ

ている可能性が非常に高い。 

④地元の消防団では除去できない分量の土砂である。 

⑤以上のことから自衛隊に対して災害派遣の要請とな

った。 

この報告を受け、自治体を支援するため留萌開発建設

部に応援対策本部が設置され、すぐに応援対策本部会議

が開催される。 

(3)TEC-FORCE出動 
 応援対策本部会議では支援内容等が決定され、今回

の訓練では以下の内容となった。 
①TEC-FORCE派遣決定。 

②港湾業務艇によりTEC-FORCE職員及び資材輸送。 
③崩落現場（豊崎地区）にKu-SATを設置し、羽幌町

災害対策本部へ映像の伝送。 
④崩落現場の夜間作業を想定し、照明車（1台）派遣。 
⑤災害対策用ヘリコプタにより上空からの調査。 
⑥羽幌町災害対策本部への参加。 
 

TEC-FORCE（ﾃｯｸﾌｫｰｽ）とは、緊急災害対策派遣隊

のことで大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、被災地方公共団体等が行う災害応

急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施する

ことを目的としたものをいう。 
 
5.  情報収集の方法 

この訓練において情報伝送システムを活用して行った

情報収集の方法について以下に説明する。 

 

(1)  災害対策用ヘリコプタ「ほっかい」による映像収集 

 災害対策用ヘリコプタ「ほっかい」が災害現場上空を

飛行し、上空から被災状況の撮影を行った。撮影された

映像は、最寄りのヘリコプタ画像受信基地局である函岳

基地局（図－３参照）に送信される。函岳基地局は美深

町にある函岳山頂付近に設置されており、ここから統合

通信網（光ファイバ通信網＋多重無線回線網）を経由し、

北海道開発局本局や留萌開発建設部に配信される。 

(2) Ku-SATによる映像収集 
 本訓練では応援対策本部会議での決定を受け、留萌開

発建設部に配備しているKu-SATを災害現場へ搬送し、

現地で撮影した映像をリアルタイムで配信を行った。撮

図－２ 平成27年度 離島（焼尻島）における土砂災害想定訓練 被災発生状況図 
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写真－４ Ku-SATで伝送した映像 

影された映像は静止通信衛星を経由して東京都霞ヶ関に

ある国土交通省本省へ送信され、さらに光ファイバ網に

よって北海道開発局及び留萌開発建設部での映像受信が

可能となる。 
 (3) デジタルカメラ写真の送信 
 災害対策用ヘリコプタの胴体下面には垂直デジタルス

チールカメラが備え付けられており、垂直下写真を撮影

することが可能であり、災害時の状況を記録することが

出来る。 
今回の訓練では上空から撮影した垂直デジタル写真

を、留萌ダムヘリポートへ到着後に、留萌ダム職員の業

務用パソコンからメールで羽幌町災害対策本部に持参し

たモバイルＰＣに送信した。また災害想定現場をデジタ

ルカメラで撮影した写真を、現地活動拠点に持参したモ

バイルＰＣから災害対策本部にメール送信した。 

 
6. 情報提供（映像系） 

留萌開発建設部で受信したヘリコプタで撮影した映像

やKu-SATにより送信された映像を配信するために防災

情報共有システムを利用することとした。 
(1)事前準備  
 Ku-SATの映像を防災情報共有システムに配信するた

め、防災情報共有システムに登録している映像配信用の

IPエンコーダ装置に留萌開発建設部で受信したKu-SAT
の映像を入力し、配信を行えるようにした。 

 

図－４ 留萌開発建設部 Ｋｕ－ＳＡＴ配信接続構成 

 

(2)訓練当日の設営 
 羽幌町役場では防災情報共有システム用の端末が設置

されている事務室と災害対策本部となった会議室が10m
程離れていたため、事務室の端末からHUBによりLAN
ケーブルを分配して延長し、会議室に準備した防災情報

共有端末（ノートPC）に接続を行った（図－５参照）。 
また、災害対策本部の参加者全員に配信映像を確認し

てもらえるようプロジェクターとスクリーンを設置する

こととした（写真－７参照）。 

図－３ ヘリコプタ画像受信基地局配置図 

写真－３ ヘリコプタで伝送した映像 

写真－５ ヘリコプタで撮影したデジタルカメラ写真 
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写真－６ 港湾業務艇「ゆりかもめ」 

 

 (3)映像配信 
災害対策本部では防災情報共有端末（ノートPC）で

災害対策用ヘリコプタ配信映像またはKu-SAT配信映像

を適宜選択し、スクリーンに映像表示を行った。 
またメール受信したデジタルカメラ写真についても

Windowsのスライドショー機能を使用し画像表示を行

った。 
 
7.  今後の課題 
 本訓練により判明した今後の課題について以下に示す。 
(1)  Ku-SATの運搬 
 今回の訓練では時間を短縮して行うためKu-SATを前

日のうちに官用車（ワンボックス）に載せてフェリーで

羽幌港から焼尻島へ渡った。 
フェリーは乗用車を14台搭載可能、1日2便運航（冬

期間は1便）、所要時間は60分となっている。フェリー

は気象条件により欠航するため、欠航している場合には

焼尻島に行くことが出来ない。また、フェリー運航便数

が1日2便と少なく、車両搭載数にも制限がある。さら

に、災害発生時には決して晴天とは限らず、また天候が

回復してもフェリーが長期欠航していた場合、生活物資

を積んだ車両が優先となり渡航出来ない可能性がある。 

図－６ 土砂災害想定訓練回線系統図 

図－５ 羽幌町役場 接続構成 
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 そこで対応策としては、北海道開発局が保有している

港湾業務艇にて渡航することが有効と思われた。 
なお本訓練でも港湾業務艇も使用していたが、人員等

の輸送でKu-SATを載せる場所が無かったため、事前に

配置を検討することで搭載可能と思われる。 
(2)人員の確保  
 今回の訓練には電気通信職員を焼尻島に２名、羽幌町

役場に１名配置していたが、実際に災害が発生し、長期

間になるような場合、留萌開発建設部には電気通信職員

が５名しかいないため交代要員が必要となる。 
そこで、この対応策については以下のことが考えられ

る。 
①留萌開発建設部内での人員確保 

Ku-SATの操作設営訓練を留萌開発建設部職員を対

象に行い、災害時には電気通信職員1名と他の職員に

て人員構成をする。 
②他開発建設部からの応援 
交代要員として他開発建設部の電気通信職員によ

る応援が考えられる。電気通信職員はKu-SATの操作

設営方法に精通しているので、設置場所を移動するよ

うな状況の変化や、機器のトラブルが発生した場合に

も対応が可能であり、有効な手段と思われる。 
なお、このことは留萌開発建設部のみではなく北

海道開発局全体の課題といえる。 
(3)ヘリコプタ撮影映像の伝送方法について 
 災害対策用ヘリコプタで撮影した映像は函岳基地局に

送信されていたが、焼尻島と直線距離で約80㎞離れて

いるので雑音（ノイズ）の影響を受けやすく、途中途切

れることもあった。 
そこで、対応策としては本訓練では使用しなかったが、

可搬型受信機をヘリコプタの電波を受信出来る場所に設

置し、Ku-SATを使用し衛星通信回線により映像送信を

行う方法が考えられる。可搬型受信機は札幌、函館、旭

川、帯広の各開発建設部に配備されており、災害の迅速

な対応に備えている。 
(4)発電機の燃料確保 
 Ku-SATの電源として商用電源が無い場合、小型発電

機を用いて電源供給を行っている。この小型発電機は燃

料を満タンにした状態で約5時間30分Ku-SATが稼働出

来るが、その時間を超過する場合は定期的に給油する必

要がある。留萌開発建設部では焼尻島における事業がな

いため、現状では島内のガソリンスタンドとの契約は難

しく、対応策としては携行缶に入れ港湾業務艇で輸送す

る方法が考えられる。 
 
 
 
 
 
 

8.  まとめ 

 近年、ゲリラ豪雨や爆弾低気圧等の異常気象が発生し、

大規模災害が頻発している。北海道は自然災害が発生し

やすい自然条件下にあり、その中で北海道開発局では人

命の保護、国家及び社会の重要な機能の維持、国民の財

産及び公共施設に係る被害の最小化、迅速な復旧・復興

を踏まえた防災対策の推進を基本目標としている。これ

に基づき、総合的な治水対策や防雪柵を整備し、安全で

信頼性の高い道路ネットワークの構築、港湾、空港施設

等の災害対応や復旧活動の拠点となる施設の耐震化等、

根本的な社会資本整備を行っている。 
また地域防災支援として防災情報の提供や防災連絡協

議会の設置、自治体と連携した防災訓練の実施、リエゾ

ン派遣、TEC-FORCE派遣、大規模土砂災害発生時の緊

急調査等、様々な支援を行っている。 
今回は6つの機関が合同で訓練を行っており、災害対

策本部会議のなかでお互いの情報を報告し、共有するこ

とにより、その後の体制や役割分担、協力・対応の可否

が迅速に行われることが確認された。 
お互いの情報を報告する中で北海道開発局として、災

害対策用ヘリコプタで上空から撮影している映像や、

Ku-SATからの土砂崩れの規模を調査している映像を用

いての説明は、現地の状況を明確に伝えるには有効であ

った。 
この訓練を通して各機関に北海道開発局で保有する設

備で何が出来るのか、また従来からある防災情報共有シ

ステムでの映像の選択表示についても、その有効性につ

いて再認識して頂けたのではないかと感じた。 
今後も、このような訓練を継続して行うことにより、

地域と連携した防災力の強化に寄与していきたい。 
 

写真－７ 羽幌町役場 災害対策本部会議 


