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北海道開発局では、南海トラフ巨大地震や首都直下地震時に対応すべくTEC-FORCE隊員数を大幅

に増強したところであり、隊員の安全確保及び負担軽減をより一層推進していく必要がある。 
本論文は、全ての隊員が「早く・安全に・正確に・楽に」TEC-FORCE活動を実施できる環境を創

出するための活動の高度化に係る実施方針とその課題について報告するものである。 
 

キーワード：TEC-FORCE１）、大規模災害、活動の高度化２）  
 
 

1. はじめに  

 我が国は、複雑な地殻構造の上に位置し、世界的に見

ても地震の発生が多い国であり、頻繁に大きな被害をも

たらす地震に見舞われてきた。ここ数十年以内に発生す

る可能性がある巨大地震として、道内においては日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震、道外では首都直下地震や

南海トラフ巨大地震が想定されている。 

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震３）については、

最大震度７、最大津波高は３０ｍ弱と想定されており、

その被害想定及び防災対策について、現在、内閣府で検

討を行っているところである。 

首都直下地震４）は、首都及びその周辺地域を直撃す

るＭ７クラスの地震と想定されており、中央防災会議は

その発生確率を３０年内に約７０％と推定されており、

震度とその分布については図-１のとおり想定されてい

る。地震発生による被害想定は死者が最大約１万１００

０人、経済的被害は約９５兆円に上るとみられている。 

 

図-１ 首都直下地震想定震度 

 

南海トラフ巨大地震５）は、南海トラフ沿い地域にお

いて、Ｍ８～Ｍ９の地震発生確率が３０年以内に７０～

８０％と推定されており、震度とその分布については図

-２のとおり想定されている。東海地方、近畿地方、四

国地方及び九州地方が被災するものと想定されているが、

特に東海地方が大きく被災するケースが最も甚大な被害

を受けると想定されており、地震発生による被害想定は

死者が最大約３２万３０００人、経済的被害は約２００

兆円に上るとみられている。 

 

図-２ 南海トラフ巨大地震想定震度 

 

現在、内閣府が被害想定及び防災対策を検討している

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震を含め、首都直下地

震または南海トラフ巨大地震等については、先述したと

おり甚大な被害が予想されている状況であり、東日本大

震災や熊本地震等同様にTEC-FORCEの活躍が期待されて

いる。 

そのため、北海道開発局としては、これらの巨大地震

に対応できる体制づくりとして、TEC-FORCE隊員を増強

することに加え、活動の高度化を図ることにより、隊員

の安全確保や負担軽減を推進するものとしている（図-

３）。 
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図-３ 巨大地震に備えた体制づくり 

 

2. TEC-FORCE隊員の増強 

(1) TEC-FORCE隊員の増員 

首都直下地震及び南海トラフ巨大地震について、本省

及び受援地方整備局で策定しているTEC-FORCE活動計画

において、北海道開発局のTEC-FORCEが要求されている

派遣規模は、１陣当たりの最大派遣人数は３８０人、想

定活動期間が約一ヶ月とされているため、全体で約１５

００人の隊員派遣が必要な状況である。 

令和元年度末時点でのTEC-FORCE隊員数は約１１００

人であり、巨大地震発生時に要求される隊員数を満足さ

せるためには、１陣当たりの派遣期間を延伸する、また

は同一隊員を複数回派遣する等の対応が必要であり、隊

員にとって負担が大きく非常に困難な状況であった。 

この状況を解消するためには、約１．５倍の増員が必

要であり、指名に係る考え方を抜本的に見直す必要があ

ったことから、隊員の確保及び技術力の維持・向上を目

的として、関係部署とも調整を図りながらその内容を検

討し、令和２年４月にTEC-FORCE隊員指名要領を施行し

た。 

隊員の指名については、これまで派遣可能な職員を選

定し指名していたが、この従来の指定に加え所定の役職

以上の職員、過年度にTEC-FORCE派遣を経験した職員、

及び北海道開発局で実施しているTEC-FORCE研修の受講

職員を隊員にすることを盛り込んだ。この指名要領の施

行により、隊員数は巨大地震時に要求される隊員数を確

保することができ、人数不足による隊員の過度な負担の

増大を解消している（図-４）。 

 

図-４ 令和２年度の隊員指名 

(2) TEC-FORCE隊員教育の充実 

毎年、TEC-FORCE隊員が派遣時に迅速な対応を行うこ

とができうよう、現地活動に関する知識や技能の習得を

図ることを目的として、TEC-FORCE研修を実施しており、

１回当たり５０名程度の研修を年に２回実施している状

況であり、今年度も本格的な出水期を迎える前の６月を

含めた２回の実施を予定していた。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響で、

予定していた研修が実施できくなり、大幅に増員された

新規隊員を含め、隊員教育をどう施すかが大きな課題と

なった。 

その課題を解決するに当たり、新型コロナウイルス感

染症の収束の目途が立たない状況下で、今後も継続的に

テレワーク等が導入される可能性があるため、局内イン

トラネットに研修資料を掲載することで、全ての隊員が

自分のタイミングで学習できる環境を整備するものとし

た。掲載に当たっては、研修資料をそのまま掲載するの

ではなく、特に知識の習得が必要な安全面に関する資料

等については、別途要点だけをまとめた資料を作成し、

その資料を掲載することで、講義形式でないことによる

デメリットの解消に努めた。 

このことについては、本年度TEC-FORCE派遣を実施し

た令和２年７月豪雨の振り返りアンケートにおいて、そ

の掲載のタイミングや資料内容について、一定程度評価

を得た一方で、資料が膨大で学習しにくいという課題や

資料の説明動画を配信するとより良い等の意見を頂戴し

た。これらの課題や意見に対応すべく、現在は、膨大な

資料を分類ごとに小分けして掲載しているほか、昨年の

TEC-FORCE研修撮影動画を掲載する等して改良または改

善を図っている。 

今後は、TEC-FORCE隊員がより活動に係る知識及び技

能の習得または維持しやすい環境づくりを行っていくた

めに、局内イントラネットの研修資料を充実させていく

ことに加え、TEC-FORCE研修のｅラーニング化を進める

ものとしており、北海道開発局のTEC-FORCE全体として

の技術力の維持・向上が期待できるだけでなく、継続的

に安定した体制を整えることが可能となる（図-５）。 

 

図-５ TEC-FORCE隊員教育の充実イメージ 

 

(3) TEC-FORCE隊員のモチベーション維持・向上 

TEC-FORCEについて、平成３０年９月の北海道胆振東
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部地震のような道内派遣に加え、令和２年７月豪雨のよ

うに道外に派遣される場合も少なくなく、派遣隊員にと

って大きな負担を強いられながら活動を行っている。ま

た、派遣経験のある隊員が、再度派遣されることも珍し

くなく、隊員のモチベーションの維持・向上を図ること

が課題となっている。 

課題を解決するためには、隊員が周りから評価される

環境づくりを推進し、隊員の満足度につなげていくこと

が必要であり、広報室と連携しながら、これまで以上に

広報活動を強化し充実を図る必要があると考える。 

令和２年７月豪雨時の取り組みとしては、広報撮影班

を本格的に派遣し、初動時の緊迫感のある被災地の状況

について写真または動画撮影をすることにより、素材の

質の向上を図っている。また、各班が撮影した被災地の

活動状況写真を活用して班の活動動画を作成し、局内イ

ントラネットや掲示板に掲載することにより周知を図っ

ている。そのほか、ホームページに掲載している日々の

活動状況資料について、写真を効果的に活用する等の工

夫を行っているほか、その日々の活動状況資料を活用し

たパネル展を第一合同庁舎の一階広場において開催する

等の取り組みを行っている（図-６）。 

今後は、TwitterやYoutube等のＳＮＳの積極的かつ効

果的な活用について検討する等、隊員のモチベーション

の維持・向上を図るための工夫を行っていきたい。 

 

図-６ 今年度の広報活動例 

 

3. TEC-FORCE活動の高度化について 

TEC-FORCE活動は、被災地での活動となるため、通常

業務に比べその身体的心理的負担が多く、その負担軽減

が最大の課題となっているところである。 

そのため、全ての隊員が「早く・安全に・正確に・楽

に」TEC-FORCE活動を実施できるように活動の高度化を

推進しているところであり、その取り組みについて紹介

する。 

 

(1) データ共有システムの導入 

TEC-FORCE活動において、作成したデータを共有した

り、その日の活動状況写真を共有しなければならない状

況が多くあり、これまではメールを用いてそのやり取り

を行っていた。しかしながら、データ容量の制約がある

ことに加え、複数データの送信または受信が煩雑であり、

作業効率が悪いという大きな課題があった。 

この課題を解決するため、令和２年度にネットワーク

ＨＤＤ（以下、「ＮＡＳ」と記載）と呼ばれるネットワ

ークに接続された記憶装置を設置することで、データ共

有システムを構築した（図-７）。これにより、先遣班

(総括班)、被災状況調査班等の各班、本局防災課及び開

発建設部防対官等で各種データや写真等が円滑に共有可

能となり、メールでのやり取りが不要になったほか、メ

ール待ちの時間が無くなり、隊員の負担軽減が図られた。

しかしながら、カメラの性能の向上等により、その取り

扱うデータ容量が増大していることもあり、通信環境に

よっては、データを取り込むのにかなりの時間を要した

事例もあり、通信環境の改善が課題となっている。 

 

図-７ ＮＡＳのイメージ 

 

(2) 資機材の引き継ぎに係るルール化 

被災地で使用する電子機器（パソコン等）について、

これまでは派遣開発建設部毎で携行し帰還時に持ち帰る

ように対応していた。そのため、郵送または持参する手

間が発生したほか、精密機械のため故障等のリスクや被

災地へ派遣された後に作業環境を整える事が必要となる

ため、派遣隊員の負担が大きく大きな課題となっていた。 

このことを受け、令和２年度から１陣目で携行した電

子機器（パソコン及びプリンター等）を２陣目以降の班

に引き継ぐことをルール化し運用を行った（図-８）。

このことにより、令和２年７月豪雨時の振り返りアンケ

ートにおいて、従来よりも負担が軽減されたという評価

がなされている。今後は、この資機材の引き継ぎ物品を

拡大することにより、更なる負担軽減を図って行きたい

と考えているところである。 

 
図-８ 資機材の引き継ぎに係るルール化 

 

(3) ＩＣＴ技術の導入 

ａ）レーザー距離測定器の導入 

被災状況調査班の活動内容については、その被災箇所
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まで移動し、延長や幅員を巻き尺やスタッフ等の計測機

器を用いて計測を行っているほか、現場の写真撮影を行

っているところである。 

現場によっては、表面上健全に見えるものの、実際に

は危険な状況が潜んでおり、事故発生のおそれもある。 

例えば、表面上アスファルトが見えているため、健全

な道路に見えていても、実際は道路が空洞化しており、

アスファルト舗装が割版し隊員が落水するおそれがある。 

法面保護や道路の法止め、または護岸ブロックとして

積みブロックが施工されているケースもあるが、こうい

った河川に面した法面保護または護岸保護のための構造

物については、最深河床の想定以上の洗掘が起きて、傾

倒するおそれがある場合も考えられる。 

法面について、表面崩壊や地すべりが発生している場

合、その崩壊箇所が実際にはもっと大きな円弧すべり面

の法尻等に該当している場合も考えられ、その場合は次

の地すべりを誘発させる可能性がある。 

そういった箇所で、測量器具を持って計測することは

非常に危険であり、そのリスク回避の観点から、なるべ

く短い時間で被災調査することが理想となる。 

こういった危険箇所に立ち寄ることなく、安全な離れ

た箇所から迅速に被災延長や幅員を計測できる方法とし

て、レーザー距離測定器を導入しており、既に全道に配

備している状況であり、令和２年７月豪雨の際も多くの

被災箇所で活躍し、隊員の負担軽減が図られている（図

-９）。 

 

図-９ レーザー距離測定器 

 

ｂ）ウェアラブルカメラ及び全天球（３６０度）カメ

ラの導入 

TEC-FORCE活動上、様々な場面で写真を撮影する場面

があるが、隊員の安全確保を図るため、ウェアラブルカ

メラと全天球（３６０度）カメラを導入している。 

写真の主な用途として、ロジの記録用、広報活動用、

また被災状況調査表用に添付用があるが、そのうち、ロ

ジの記録用と広報活動用については、隊員が擁壁が傾倒

している道路や洗掘を受けた川沿い等の危険な環境の中

で活動している状況を撮影する場合がある。その場合、

一度立ち止まって撮影する必要があったり、カメラを構

えて撮影するため、手を拘束することになる等、撮影者

の安全という部分で課題があった。ウェアラブルカメラ

について、ヘルメットに装着した小型カメラをボタン一

つで撮影することができるもので、手ぶれ補正機能が強

化されているカメラのため、動きながら撮影することが

可能であることに加え、手を拘束する必要がないため、

隊員の安全性確保が図られている（図-１０）。 

 

図-１０ ウェアラブルカメラの使用例 

 

被災状況調査用の写真について、被災延長や幅員の計

測同様になるべく短い時間で対応することが理想である

が、起点及び終点からの全景写真、標準被災横断箇所の

写真、被災箇所近景を撮影する必要があり、撮影にある

程度の時間を要している状況である。全天球(３６０度)

カメラについては、ボタンを一つ押すだけで３６０度の

写真撮影が可能であり、そのデータから任意の静止画を

抽出することができるため、短時間で被災状況の撮影が

可能となり、隊員の負担軽減が図られる（図-１１）。 

 

図-１１ 全天球（３６０度）カメラの使用例 

 

災害査定については、被災してから約２ヶ月後に実施

されるが、被災してから災害査定までの間の降雨等によ

る影響で被災規模が進行してしまうことがある。被災地

方公共団体等は、この約２ヶ月の間で、災害査定のため

の測量調査、設計を行うことになるが、復旧工法を検討

する上で被災メカニズムを特定することが重要になる。

その被災メカニズムを検討する段階で、補足的に被災箇

所の対岸や上流側の状況等を確認することが少なくない

が、その補足調査を行った際に、先述したとおり現場環

境が変わっていて、十分に確認できない場合があり、満

足な整理ができないまま災害査定に臨む場合もある。そ
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ういった場合に、被災状況調査班が撮影したウェアラブ

ルカメラまたは全天球（３６０度）カメラの撮影データ

で補完できる可能性が大いにあると考えており、そのこ

とも含め、それらのカメラの活用方法について検討を進

めたいと考えている。 

ｃ）無人航空機（ドローン）の導入 

隊員の負担軽減を図る上で特に有用と考えているのが、

無人航空機（以下、「ドローン」と記載）である。その

具体的な運用としては、広報撮影班の上空からの撮影や

被災状況調査班の被災状況調査表への活用等を考えてい

る。ドローンはその性能として、飛行することができる

ため、箇所路体が崩壊し道路が寸断されている場合等は

飛行により回避できるほか、空洞化のおそれがある道路

や法面上の不可視部分にある湧水や落石・転石状況等の

危険箇所について、近寄ることなくその状況を確認でき

るため、潜在化するリスクを回避することが可能であり、

隊員の安全確保が図られる。また、任意の点の上空を飛

行及び撮影することにより、その位置座標を取得できる

ため、起終点の緯度及び経度の確認に活用できる。これ

まで被災箇所の平面図については、手書き等のポンチ絵

を記載していたが、このポンチ絵の代わりに空撮した写

真を代用することが可能である（図-１２）。また、空

撮した写真の中にスタッフが映り込むようにしたり、そ

の撮影高度がわかれば、機体の固有のレンズ争点距離等

の上方から撮影範囲を計算により求めることが可能であ

るため、これらを活用することで写真上の任意点間の距

離を計算で求めることができる等、一手間加えることに

より更に踏み込んだ活用方法が可能となる。 

 

図-１２ ドローンの活用 

 

また、点群復元ソフトを活用することで、ドローンで

撮影した写真から点群データを作成し、ＧＰＳ等により

縮尺を設定することで、任意点間の距離計測や断面積の

求積が容易になる。今後、こういった環境の整備が促進

され、ドローンで被災箇所を撮影し、その撮影写真を写

真解析が可能な事務所等にメール等で送信することがで

きれば、遠くで写真解析を行い概算被災額を算出するた

めの作業を行うことができ、TEC-FORCE派遣人数を縮小

化できる可能性もある。以上のように、ドローンを導入

することで、被災状況調査時の計測作業の省略や調査表

作成にかかる時間を短縮することが可能となるため、隊

員の大幅な負担軽減が期待できる。 

ドローンの活用用途については、広報活動や被災箇所

の詳細調査時の活用だけでなく、災害対策用ヘリコプタ

ーのように高高度から広範囲を撮影し、被災箇所を特定

する概略調査への活用も可能であるため、災害対策用ヘ

リコプターが気象条件等により飛行できない場合の代替

機能として大規模災害時の活躍も期待されている。 

今後もドローンの使用方法や活用用途について検討を

重ね、隊員の更なる安全確保及び負担軽減を図っていき

たい。 

 

(4) リエゾンアプリの開発 

リエゾンの業務としては、被災自治体に常駐し、被災

状況に係る情報収集や技術的助言を行うものであるが、

その被災状況が甚大な場合は、TEC-FORCEまたは災害対

策用機械の派遣要請や土のう等の物資支援要請を受ける

場合がある。 

従来、リエゾンが入手した情報については、局内イン

トラネットにある防災情報掲示板やメール等を活用する

ことで情報共有を図ってきたが、次のような課題があっ

た。 

ａ）情報入力の手間 

 リエゾンが派遣先で入手した情報を防災情報掲示板に

入力するためには、モバイルパソコンを起動し、インタ

ーネット回線を介して局内行政ＬＡＮに接続するための

設定を行わなければならない等一手間必要であるほか、

状況により防災情報掲示板やメール等を使い分ける必要

がある等煩雑であった。 

ｂ）必要な情報の把握が困難 

 リエゾンの入力情報について、現状の防災情報掲示板

の仕様上、様々な自治体の情報が混在するだけでなく、

被災情報と要望内容が混在されて表示されてしまい、情

報管理が複雑であったことに加え、入力フォーマットの

自由度が高いことが原因で、入力者間で入力の仕方が異

なるため、情報の把握が困難であった。 

ｃ）要望に対する対応状況の把握が困難 

自治体から受け付けた要望内容毎の優先順位が不明で

あるほか、その対応状況（対応不要、対応中、または対

応済み）がわからず、そのニーズに適切に対応できない

おそれがあった。 

これらの課題を解決すべく、昨年度からパソコン及び

スマートフォン用のアプリの開発に取り組んでおり、来

年度の運用を目指している（図-１３）。 

このリエゾンアプリの導入により、現地で情報収集し

た被災情報や要望内容をスマートフォン上のリエゾンア

プリを開き、該当する項目を選択することで登録できる

ものであり、パソコンを持ち込む必要がなく、従来より

も手軽に入力することが可能となる。 

また、入力フォーマットを統一化していることに加え、
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要望内容については、要望主体による優先順位（首長要

望・地域要望等）が設定できるようしているほか、要望

内容に対する対応状況（対応不要・対応中・対応済み）

についても入力できる仕様にしている。スマートフォン

上で入力された情報は、パソコンで確認することが可能

であり、従来のようにリストで確認できるようにしてい

るほか、地図上においても要望に対するそ処理状況に応

じた色分けにより確認できるようにしている。これらに

より、自治体毎の情報抽出が可能になるだけでなく、支

援要望のある自治体のみを抽出し、その対応状況を確認

することが容易になるため、これまでに比べてより安定

的に自治体の要望内容に対応することが可能になる。 

このリエゾンシステムについては、令和３年度から運

用を行うことにしているが、運用後もその使用結果を評

価することで、より一層活用しやすいものに改良・改善

していくものとしている。 

 

図-１３ リエゾンアプリ 

 

4 最後に  

今年度、TEC-FORCE隊員が大幅に増強されたことによ

り、課題となってきた「首都直下地震」、「南海トラフ

巨大地震」が発生した際に必要な派遣隊員数を確保する

ことができたが、道内における日本海溝・千島海溝沿い

の巨大地震等の大規模災害発生時に、迅速に被災自治体

の技術支援を行える体制を整えるため、更なる隊員の増

強を図っている必要があると考えている。また、現在、

流行している新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を

講じる必要がある中で、先述したとおりeラーニングに

より知識の習得を図っていくものとしているが、技能に

ついては、各開発建設部における実践演習の実施等によ

りその習得を図ることを想定している。今後は、開発建

設部における実践演習が効果的に実施できるような体制

を具体的に検討し整備していく必要があると考えている。 

加えて、「早く・安全に・正確に・楽に」TEC-FORCE

活動を実施するために、ＩＣＴ機器の導入等の活動の高

度化を進めてきたが、実用化されて間もないこともあり、

今後も引き続き十分な定着を図るための工夫が必要であ

ると考えている。 

今年度は、昨年度のTEC-FORCE活動で見つかった課題

を解決することに加え、これまで紹介したような隊員の

増強や活動の高度化について検討を行ってきたが、今後、

その運用をするにあたり、十分にその結果を評価し、更

なる改良・改善を図ることで、隊員の安全確保及び負担

軽減を実現し、巨大地震に円滑に対応できる体制を整え

ていきたい。 
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