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電気通信部門では北海道開発局防災業務計画に基づき年２回防災通信訓練を実施している。
訓練は衛星通信車やヘリテレ受信車、Ｋｕ－ＳＡＴ等各種通信機器を使用し情報伝達及び通
信手段確保を図るため機器の操作習熟訓練を行っている。
本発表は稚内開発建設部、留萌開発建設部及び地方自治体（豊富町）も参加し３者合同で実
施した防災通信訓練について紹介するものである。
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1．はじめに
電気通信部門では北海道開発局防災業務計画に基づき
年２回防災通信訓練を実施している。
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、
緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の情報通信
班として電気通信職員も派遣され、被災地の映像収集や
衛星通信装置を使用した通信回線の確保等の支援活動を
行った。
また北海道でも過去にさまざまな災害を経験しており
地震に関しては、表－１に示すとおり過去２０年間で５
回もマグニチュード７を超える大地震が発生している。
特に北海道南西沖地震では津波による甚大な被害を被
ったことは記憶に新しい。
これら、過去に経験してきた災害時の対応や東日本大
震災での支援活動で見えてきた課題や教訓をふまえ、今
後起こりうる大規模災害を想定し稚内開発建設部、留萌
開発建設部及び豊富町の３者合同で平成２５年６月２７
日に実施した防災通信訓練の内容について紹介するもの
である。

2．訓練概要
(1) 想定災害
今回訓練を実施するにあたり、「サロベツ断層帯」を
震源とするマグニチュード７．６の直下型地震を想定し
た。
この地震は稚内開発建設部業務継続計画の中でも想定
されている地震である。
サロベツ断層帯は、豊富町から幌延町を経て天塩町に
至る長さ約４４ｋｍの断層帯である。
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また、表－２の今後３０年間で予想される地震の中で
も発生確率が高い地震となっている。
現在予想される宗谷管内各地の震度は、震度６強以上
が豊富町、幌延町。震度６弱が稚内市、猿払村、浜頓別
町。震度５程度が枝幸町、中頓別町、利尻町、利尻富士
町となっている（図－１）１）。

表－１ 北海道地方を震源とした主な地震
発生日時
1993. 1.15
1993. 7.12
1994.10. 4
2003. 9.26
2004.11.29

発生場所
釧路沖
北海道南西沖
北海道東方沖
十勝沖
釧路沖

地震規模
M7.5(震度6)
M7.8(震度6)
M8.1(震度6)
M8.0(震度6弱)
M7.1(震度5強)

表－２ 内陸活断層で予想される地震(今後30年間)
発生場所
十勝平野断層帯
富良野断層帯
当別断層帯
石狩低地東縁断層帯
サロベツ断層帯

地震規模
M8.0
M7.2
M7.0
M7.9
M7.6

発生確率
0.1～0.2％
0～0.03％
0～2％
0～0.2％
4％以下

図－２ 防災情報共有システム

図－１サロベツ断層帯により発生する地震の震度分布図

(2) 被害想定
稚内開発建設部が所管している豊富バイパス（豊富管
理ステーション付近）及び幌富バイパスにおいて本線盛
土部の法面崩落及びＣＣＴＶカメラ被災による監視映像
の停止が発生している。
一般道では路面に亀裂が入っているものの、道路情報
ボックス及び光ケーブルに大きな被害は無くＣＣＴＶカ
メラも監視可能となっている。
宗谷管内では特に豊富町の被害が大きく、家屋や電柱
が倒壊し停電が発生しており一般公衆回線及び携帯電話
が不通となっている。
豊富町役場では通信網が遮断され、被害状況の把握に
支障を来しており、何らかの通信手段を確保することが
急務となっている。
(3) 自治体支援
北海道開発局では地方自治体及びその他行政機関（総
合振興局・地方気象台・北海道警察等）と光ファイバ通
信網を用いて防災情報共有システムを構築し防災情報の
提供を行っており（図－２）、稚内開発建設部も７行政
機関に防災情報の提供を行っている。
しかし、大規模災害が発生した場合、防災情報共有シ
ステムの根幹となる光ファイバ通信網に光ケーブル断線
などの障害が発生し情報提供を行えなくなる可能性があ
る。また一般公衆回線や携帯電話も使用不能となり通信
手段が無くなってしまうことも考えられる。
そのような状況をふまえ、電気通信部門の自治体支援
の方法として、衛星通信設備等北海道開発局が所有して
いる通信設備を用いて、被災状況の情報収集と提供及び
外部との通信手段確保を行う。
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図－５ 防災通信訓練情報伝達系統図

3．訓練内容
地震発生に伴い稚内開発建設部に災害対策本部が設置
される。
電気通信では地震発生時の初動体制として、北海道開
発局防災対策事務規定に基づき電気通信設備の点検を行
う。
災害対策本部へ被災状況を伝送するため、ＣＣＴＶカ
メラが被災し監視不可となった豊富管理ステーション
（稚内開建１名、留萌開建２名）及び幌富バイパス（稚
内開建２名）に情報収集班を派遣。
豊富管理ステーションに衛星通信車と小型無人ヘリコ
プター(移動操作車)を設営し地上と上空両方から撮影し
被災状況の映像配信を行う。
また既存の電話回線障害を想定し、管理ステーション
内にＩＰ電話機を設置することで臨時電話回線の構築を
行う。
幌富バイパスにはＫｕ－ＳＡＴを設営し盛土部法面の
被災状況の映像配信を行う。
また自治体支援で豊富町役場に情報提供班（稚内開建
２名、留萌開建２名）を派遣。衛星受信車、Ｋｕ－ＳＡ
Ｔ及びＦＰＵを設営し被災状況の映像配信と衛星回線に
よる通信手段の確保を行う（図－５）。

(1) 初動体制
震度４以上の地震が発生した場合、電気通信ではまず
事務所間での内線電話が通話可能か確認を行う。
次に遠方監視制御システム（図－３）を使用し、無線
通信設備（多重無線、ＶＨＦ等）及び光ネットワークに
異常が発生していないか確認を行う。
ＣＣＴＶカメラや道路情報表示装置は個別の制御装置
にて運用状況を確認する。
また光ケーブルの損傷状況については、光ファイバ線
路監視装置（図－４）を使用し確認することが出来る。
(2) 衛星通信車
衛星通信車は全道に４台（札幌、旭川、帯広、函館）
配備されており、今回は旭川開建の衛星通信車を使用し
た。通信回線の仕様は下記のとおりである。
回線容量：映像 ６．３Ｍｂｐｓ １ＣＨ（動画）
映像 １．５Ｍｂｐｓ １ＣＨ（準動画）
電話 ６４ｋｂｐｓ ６ＣＨ
訓練では豊富管理ステーション構内に衛星通信車を設
営（写真－１右側）、豊富町役場に衛星受信車（写真－
２）を設営し、役場１階ロビーのモニタ－に映像配信を
行った（写真－３）。

図－３ 遠方監視制御システム（多重回線）

災害対策本部（稚内開建）及び本局はそれぞれ衛星通
信回線にて被災映像を受信している。
衛星通信車の設営は３０分（目標時間４０分以内）で
完了しポールカメラの映像配信が可能となった。
また豊富町役場に設営した衛星受信車は１５分で設営
完了となっている。
今回は整備中の災害対策ヘリコプター「ほっかい」に
代わり小型無人ヘリコプターを使用し、空撮映像の配信
もあわせて行っている。

写真－１ 衛星通信車設営状況（豊富バイパス）

写真－２ 衛星受信車設営状況（豊富町役場）

図－４ 光ファイバ線路監視装置
写真－３ 豊富町役場映像配信状況（１階ロビー）
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(3) 衛星小型画像伝送装置（Ｋｕ－ＳＡＴ）
Ｋｕ－ＳＡＴは全道に２３台（札幌に５台、他開建に
２台）配備されている。
稚内開建及び釧路開建のアンテナは緯度経度の関係上
他開建より二回りほど大きくなっている。
通信回線の仕様は下記のとおりである。
回線容量：映像 ６４ｋｂｐｓ １ＣＨ
電話 １６ｋｂｐｓ １ＣＨ
訓練では幌富バイパス被災箇所と豊富町役場にそれぞ
れ１台ずつ設営し、被災状況の映像配信を行った。
Ｋｕ－ＳＡＴの映像は本局で受信し、光ファイバ通信
網を用いて災害対策本部（稚内開建）に配信した。
幌富バイパス側の設営は３０分（目標時間４０分以内）
で完了し法面被災状況の配信を行った。
また豊富町役場側の設営も３０分で完了している。

写真－４ ＦＰＵ設営状況（役場屋上）

(4) 可搬型無線装置（ＦＰＵ）
ＦＰＵは２台１組で使用し、見通し間距離（最大２ｋ
ｍ程度）で伝送を行う。
訓練では役場駐車場と役場屋上に設営し（写真－４）、
Ｋｕ－ＳＡＴで受信した幌富バイパス法面被災状況の映
像を役場２階会議室のモニターに配信した。設営にかか
った時間は役場内の１５分となっている。
(5) ＩＰ電話
ＩＰ電話は光ファイバ通信網を使用した電話回線で、
豊富管理ステーションに設置されているＬ３－ＳＷにＩ
Ｐ電話機を接続し本局のＩＰ交換機（ＳＩＰサーバー）
を経由し電話回線の構築を行った（写真－５）。
稚内開発建設部でもＩＰ電話の整備を行っており、Ｃ
ＣＴＶカメラ、道路情報板及び道路テレメータに設置さ
れているＬ２－ＳＷを使用し電話回線を構築することも
可能である。

写真－５ ＩＰ電話機通話確認状況（管理ST内）

4．マスコミ報道
今回の合同訓練実施について、事前に報道機関へ通知
し報道公開を行っており、北海道建設新聞社、北海道通
信社及び地元紙の宗谷新聞社３社が取材に来られた（写
真－６）。
宗谷新聞社では一般記事掲載のほかに、社説としても
取り上げており、防災に対する意識の高まりが感じられ
る。
写真－６ マスコミ取材状況（管理ST内）
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5．次期衛星通信設備について
現在全国で次期衛星通信設備（Ｋｕ－ＳＡＴⅡ）の整
備を進めているところである。
現在使用している衛星通信設備は今年度末で運用終了
となり平成２６年４月１日より新システムが稼働となる。
現行の設備では衛星通信車とＫｕ－ＳＡＴは別のシス
テムとして運用していたが、次期衛星通信設備は車載型
と可搬型のシステムが統合される。
現地の車載型又は可搬型より送信された映像・音声デ
ータは、衛星を介し本省で受信される。
本省にて受信された映像・音声データは光ファイバ通
写真－４ Ｋｕ－ＳＡＴⅡ設営状況
信網を介して本局経由で各開建に配信される（図－６）。
また新システムでは、現地から北海道開発局内ネット
ワークへ接続し、パソコンでｗｅｂ閲覧やメール利用が
6．今後の課題と成果
可能となる。
(1) 課題
設営に関しては現行のＫｕ－ＳＡＴより簡略化され、
実際に大規模災害が発生した場合、稚内開発建設部は
アンテナは全開建共通の大きさで格段に小さくなってい
隣接部局と距離が遠いため通信設備や人員の派遣に時間
る（写真－４）。
がかかることが予想される。電気通信職員は現在４名と
少なく、少ない職員と限られた設備でいかに効率よく初
動体制を確立し、情報収集、情報提供及び通信確保を迅
速かつ的確に行うことが出来るかが課題となる。
また次期衛星通信設備の操作習熟訓練を運用開始後速
やかに実施する必要がある。
(2) 成果
訓練の成果としては、豊富町役場と合同で実施し報道
公開を行うことにより、北海道開発局として大規模災害
発生時にどのような支援を行うことが出来るのか、マス
コミ報道も含め地方自治体及び一般住民へ良いアピール
の場となった。
今後も操作習熟技術の向上を目指し、また自治体との
密接な連携を図っていくため定期的な訓練を実施し、災
害に対する危機管理能力を高めていきたい。
図－６ Ｋｕ－ＳＡＴⅡ構成イメージ
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