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北海道開発技術研究発表会論文

災害時における電気通信機器の活用について
～平成30年北海道胆振東部地震時の運用事例からの一考察～
室蘭開発建設部 施設整備課

○小笠原 佑太
田村 雅嗣
國分 徹哉

平成30年9月6日3時7分に北海道胆振中東部を震源とした地震が発生し、勇払郡厚真町では震
度7を観測した。室蘭開発建設部では厚真町を中心に、Ku-SATに代表される電気通信機器の設
置などの対応にあたったところであるが、電気通信機器ごとに活用の程度に差異がある実態が
明らかになった。そこで本論文では、これまで経験した災害において活用が目立った機器とそ
うではない機器について、その要因の考察を行う。
キーワード：防災、危機管理、災害情報、自然災害

1. はじめに

2. 災害と電気通信機器の活用に関する既往研究

日本はこれまで地震、噴火、風水害をはじめとする自
然災害や、それに起因する二次災害を数多く経験してき
た。日本における自然災害の頻度は、地震を例にすると
2003~2012年でのマグニチュード6.0以上の回数で全世界
の約20%（306回）を占めており、また活火山数でみる
と全世界の約7%（110回）が日本に存在していることが
分かっている1)。さらに、これら自然災害における被害
額は1983~2012年の間で全世界の約18%、金額にして4212
億ドル（日本円で約46兆円）とされている1)。以上のこ
とから日本における自然災害は、世界各国と比較して頻
度が高く、災害による被害のリスクは高いといえる。
北海道も例外ではなく、近年では「平成12年有珠山噴
火」や、「平成28年台風9号、11号、10号の接近・上陸
による土砂風水災害」、「平成30年北海道胆振東部地
震」などの災害に見舞われ災害対応と復旧に追われた。
室蘭開発建設部では災害対応に際し「Ku-SAT（可搬
局）」、「FPU」、「テレビ会議システム」、「アナロ
グ・デジタルVHF」といった映像伝送や音声通信など、
災害現場と対策本部間の情報伝達を行うことのできる電
気通信機器を保有している。また「衛星通信車（KuSAT車載局）」や「ヘリサット（ほっかい）」、「公共
BB」といった隣接部局にて保有する電気通信機器につ
いても必要に応じて活用している状況である。しかし、
災害対応の記録を確認すると、機器ごとに活用の頻度に
差異がみられた。そこで本論文では「平成30年北海道胆
振東部地震」（以下、「胆振東部地震」という。）時に
おいて機器の活用実績を可搬性及び伝送媒体に注目し、
これらの項目において分類分けを行った結果について考
察する。さらに対比として「平成12年有珠山噴火」につ
いても同様に考察を行う。

災害発生時に電気通信機器を活用し現地の被災状況を
正確に把握することは、災害対応を進めていく上で大変
重要な事項となっている。
国土交通省では、平成25年に公表された「国土交通省
南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめ」2)の中で、
電気通信機器を利用して「被災情報の収集・共有を迅
速・正確化する」ために情報システムを活用することへ
の重要性が明記され、「国土交通省の総力を挙げて対応
すべき7つの重要テーマと10の重点対策箇所」の１つに
上げている3)。また平成29年に公表された「第4期国土交
通省技術基本計画」においても、災害時の二次災害防止
や早期復旧等のために、電気通信機器（CCTV画像等）
を活用し災害情報を迅速に収集、集約、共有することの
必要性が明記されている4)。
災害時における電気通信機器についての研究において
山越ら5)は、平成20年6月14日に発生した岩手宮城内陸地
震において発生した天然ダム監視のために、Ku-SATを
配備し水位標を監視したが、一部天然ダムに到達出来な
い箇所での監視について課題があることを示している。
また福間ら6)は、九州東岸域に地震・津波による大規模
災害が発生した際に、港湾において緊急物資の輸送路の
確保を検討するために、電気通信機器を活用した港湾施
設の被災状況把握や津波漂流物の状況把握検討を行って
おり衛星回線を利用したカメラ監視が一番有効であるこ
とを示している。また仲谷7)8)は、減災に着目し、減災に
必要な電気通信機器についての考察を行っており、国土
交通省が保有している気象データやカメラ画像の重要性
が示されており、これらの情報を住民等に提供し被災状
況の把握に役立つことを示している。
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しかし、各災害においてどのような電気通信機器が適
しているのか考察している論文等については、我々の知
るところでは存在しない。

3. 災害の類型区分について
災害の類型区分については多種多様な区分の方法があ
るが、本論文では、災害対策基本法9)の第2条の区分に分
け、「地震」及び「噴火」の災害について考察する。

写真-1 衛星通信車(Ku-SAT車載局)

4. 北海道開発局で保有している電気通信機器
国土交通省北海道開発局では、災害時に展開できる
様々な電気通信機器を保有している。ここでは保有して
いる電気通信機器の概要について述べる。
(1) Ku-SAT（車載・可搬）
Ku-SAT（Kensetsu Universal Small Apertue Terminal）とは
赤道上空約36,000kmの静止通信衛星を中継局として利用
し、映像・音声を送信する衛星通信システムである。特
徴として、衛星を介するため災害等による影響を受け難
く、回線の構成や設定に柔軟性があることが挙げられる。
Ku-SATは車載局と可搬局とがあり、それぞれ災害の状
況や対応の用途に応じて活用されている10)。
車載局は衛星通信車と呼ばれ、札幌・函館・旭川・帯
広の開発建設部に配備されている。これらの開発建設部
以外で災害が生じた場合は、要請に応じ派遣される（写
真-1）。
可搬局は車載局と同様衛星通信機能を持ちつつ小型軽
量化された機器であり、キャスター付のケースに入れて
持ち運びが可能であり、車載局より設置に柔軟性がある
（写真-2）。
(2) FPU
FPU（Field Pickup Unit）は40GHz帯を使用した可搬型無
線装置である。特に機動性等に優れおり衛星通信車が進
入できない災害現場において、臨機に映像データの伝送
を行う装置である10)（写真-3）。
(3) テレビ会議システム
テレビ会議システムとは遠隔地を局内ネットワークで
結び双方向の画像及び音声を用いて会議を行うシステム
である（写真-4） （図-1）。本システムは、多地点接続
機能により、北海道開発局（本局）と各開発建設部や事
務所等などの、複数箇所同時に接続し会議を行うことが
可能となっている。その機能を利用して、災害発生時の
意見交換や情報共有を同時に行うことができ、積極的に
活用されている。
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写真-2 Ku-SAT可搬局

写真-3 FPU

写真-4 テレビ会議システム

国土交通省北海道局

北海道開発局（本局）
災害対策室

TV会議装置

国交省ＬＡＮ
TV会議装置

各開発建設部

開発局ＬＡＮ
多地点接続装置

TV会議装置

図-1 テレビ会議システム通信イメージ
写真-5 アナログVHF(左)とデジタルVHF(右)

(4) アナログ・デジタルVHF
VHFは超短波無線電話装置のことであり、特に可搬型
は機動力を活かして災害発生時の現場からの迅速な情報
伝達手段として、また平常時の現場巡視やパトロールの
際の事務所との音声通話手段として長年にわたり活用さ
れている。アナログVHFとデジタルVHFとで変調方式が
異なる11)（写真-5）。
(5) ヘリサット
ヘリサットは前述のKu-SATと同様衛星を介した通信
を可能とするヘリコプタ搭載型のシステムである。
国土交通省では、迅速に現場の情報を収集出来るよう全
国各地にヘリコプタを配備しており、北海道開発局で保
有するヘリコプタは「ほっかい」と命名されている。
ヘリサットの前身として平成9年よりヘリテレ（ヘリ
コプタ画像伝送システム）が稼働していたが、平成30年
度に機能が向上されたヘリサットが新たに配備された12)
（写真-6）。

写真-6 ヘリサット(ほっかい)

(6) 公共BB
公共BB（ブロードバンド）とは地上テレビジョン放
送が平成23年7月24日（東日本大震災にて被災した3県を
除く）にアナログ放送からデジタル放送へ移行した際、
空きとなった200MHz帯の周波数を使用し、映像や音声
等を伝送する移動通信システムとしてNICT（情報通信
研究機構）が研究開発したものである13)（写真-7）。車
両での搬入ができない様なKu-SATの設営が困難である
場所において有効であり、見通しの良い場所では最大で
20km程度通信が可能である。

5. 胆振東部地震における電気通信機器の活用
(1) 地震の発生と災害対応
平成30年9月6日3時7分、胆振地方中東部を震源として、
マグニチュード6.7、最大震度7を記録する地震が発生し
た（図-2）。この災害の発生に伴い室蘭開発建設部では、
災害による被害の確認と復旧、また同じく災害対応を行
っている他の行政機関の支援を行った。災害対応は
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写真-7 公共BB

室蘭開発建設部職員のみに留まらず、全道並びに全国各
地よりTEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）
の派遣もあり、その人数は延べ3,064人にのぼった。

Ｋｕ－ＳＡＴ 室蘭Ｖ２
安平町役場
稼働期間：9/6～9/20

衛星通信車 帯広１
厚真町幌里地区 チケッペ川
稼働期間：9/8～9/19

衛星通信車 札幌１
厚真町幌内地区
幌内橋付近⇔こぶし橋付近
稼働期間：9/9～9/28

Ｋｕ－ＳＡＴ 札幌Ｖ１
厚真町幌内地区 こぶし橋付近
稼働期間：9/9～9/12

Ｋｕ－ＳＡＴ 室蘭Ｖ１
厚真町役場
稼働期間：9/6～9/19

衛星通信車 旭川１
むかわ町鵡川左岸河口付近
⇒鵡川汐見左岸kp2.0付近
稼働期間：9/9～9/13

Ｋｕ－ＳＡＴ 旭川Ｖ１
鵡川防災拠点
現場待機のまま9/13撤収

図-3 胆振東部地震における災害対応機器配置

9/11 ほっかい飛行経路図

胆振東部地震における「ほっかい」出動実績
9/7 11:50～13:40
9/11 9:30～12:40
9/12 9:30～12:30, 13:50～16:35
9/13 9:30～12:30, 14:30～16:15
9/17 14:30～16:30
9/18 14:30～16:30
9/23 10:30～12:30
9/24 9:30～11:30, 13:30～15:20 時間にして25時間20分

図-2 胆振東部地震における震度分布
(気象庁ホームページより)

(2) 胆振東部地震において活用された電気通信機器
今回の地震災害に対して北海道開発局では前項で述べ
た電気通信機器を活用し災害対応に臨んだ。特に現地の
被害状況の確認や二次災害発生の監視をするため、現場
と対策本部を映像（音声）で繋ぐことが必要不可欠であ
ったことから、発災当日より室蘭開発建設部が保有する
「Ku-SAT（可搬局）」を2台、次いで札幌・旭川・帯広
開発建設部より「Ku-SAT（可搬局）」2台（内1台は待
機）と「衛星通信車」3台が要所に配備された（図-3）。
稼働は24時間体制で、設置期間は「Ku-SAT（可搬
局）」が9月6日から9月20日までの期間稼働し最長で15
日間、「衛星通信車」が9月9日から9月28日までの期間
稼働し最長で20日間であった。さらに土砂災害の発生に
より、広範囲で被害状況の調査が必要となったことから、
上空での映像伝達を可能とする「ほっかい」も出動した
（図-4）。「ほっかい」は航空機であるため、気象状況
や航行時間を考慮し、調査ルートを予め選定し必要に応
じ複数日にわたる出動となり、その期間は時間にして25
時間20分、日数にして8日出動した。加えて現地の調査
で得られた災害情報を本部で集約し、情報の共有を本局
と行うため「テレビ会議システム」が活用された。本部
と本局間での会議はすべてテレビ会議で行われ、その回
数は9月6日から9月18日までの10日間で13回であった
（室蘭開発建設部本部で行われた全会議は25回）。
上記で挙げた4種類の電気通信機器については、胆振
東部地震においては活用頻度が高かったといえる。

日数にして8日出動

図-4 胆振東部地震における「ほっかい」出動実績

6. 機器の種別と活用の相関性に関する考察
本項では災害時において活用される電気通信機器につ
いて、機器の可搬性及び伝送媒体に基づき分類し、各活
用実績から運用状況を考察する。
(1) 胆振東部地震における電気通信機器の活用実績
前項にて述べたとおり、胆振東部地震では災害対応と
して我々の保有する電気通信機器が活用された。以下に
北海道開発局で保有する電気通信機器の胆振東部地震に
おける活用実績を表-1に示す。
本論文では発災した日から1ヶ月間（9月6から10月5日
まで）において稼働した日数で算出することとし、1日
に2台運用した場合でも1日と算出した。なおデジタル
VHFは災害に関する活用に主軸を置くため、災害対応を
行った地域に近い基地局である早来無線中継所経由で使
用されたものに限定して日数集計をおこなっている。ま
た、アナログVHFはデータ上で使用履歴が残らないため、
本論文では考察より除外することとする。
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表-1 胆振東部地震における電気通信機器の活用実績

電気通信機器名称
衛星通信車
Ku-SAT(可搬)
テレビ会議システム
ヘリサット
デジタルVHF
FPU
公共BB
アナログVHF

稼働期間(日)
21
15
10
8
5
0
0
-

稼働期間(日)

稼働期間(日)

20

20

衛星通信車

15

15

Ku-SAT(可搬局)

10

10

5

0

稼働期間(日)

稼働期間(日)

20

20

15

15

衛星通信車

Ku-SAT(可搬局)

稼働期間(日)
20

15

10

ヘリサット

10

10

5

デジタルVHF

5

5

0

公共BB

0

移動させながら
の運用を想定し
た機器

FPU
災害現場に設置
し運用することを
想定した機器

テレビ会議システム

0

対策本部に設置
し運用することを
想定した機器

図-5 可搬性に基づく電気通信機器の分類

(3) 機器の伝送媒体に基づく考察
ここでは各機器の伝送する媒体に着目し、「音声の
み」、「音声＋映像」に分類し整理した結果を図-6に示
す。この図から活用がみられた（7日以上の活用実績）
機器は図の右側、映像・音声を共に伝送出来る機器に集
中していた（赤文字の機器）。特に衛星通信車及びKuSAT（可搬局）については、今回調査した期間の半分以
上利用されていることが確認できた。しかし、FPUや公
共BBについては、同じ「音声＋映像」に分類されてい
るが今回は全く使われていないことも確認できた。今回
使われなかった機器については次の章で考察を行う。

5

0

音声のみ

集計期間：9/6～10/5
(2) 機器の可搬性に基づく考察
ここでは各機器の可搬性に着目し、「移動させながら
の運用を想定した機器」、「災害現場に設置し運用する
ことを想定した機器」、「対策本部に設置し運用するこ
とを想定した機器」に分類し、移動期間で整理した結果
を図-5に示す。図の中で赤文字で表されている機器は、
胆振東部地震にて活用頻度が高い機器（7日以上の活用
実績）である。この図から機器の可搬性に対する活用頻
度の差は確認出来なかった。

デジタルVHF

テレビ会議システム
ヘリサット

FPU・公共BB
音声+映像

図-6 伝送媒体に基づく電気通信機器の分類

(4) 胆振東部地震において活用が目立たなかった機器に
ついての考察
今回の地震において前述に示すような特性を持つ機器
が活用された中、活用があまり目立たなかった（されな
かった）機器があることが確認できた。
FPU、公共BBについては機能としてはKu-SATと同じ
く映像と音声の伝送が可能であるが、今回の地震では配
備されなかった。この理由としては、地震により山間部
の土砂崩れや道路の地割れ等の被害があったものの、現
地への車両による機器の搬入が可能な状況であったこと
から、映像配信についてはKu-SATや衛星通信車、ヘリ
サットの運用で充分であったことが考えられる。
またデジタルVHFについては、所持する者同士で容易
に情報伝達ができる利点があるためリエゾンやTECFORCEでの活用が有効かと思われるが、今回災害対応
を行った地域はデジタルVHFの通話可能なエリアの外で
あったため、現地での運用には向かなかったと考えられ
る。
しかしながらここで挙げた機器については、起こりう
る全ての災害、想定されるあらゆる状況で活用が見込め
ないという訳ではなく、災害の状況に応じて活用の機会
があると考えられる。実際、平成20年5月に国道231号増
毛町岩尾（留萌開発建設部管轄）で発生した土砂崩れに
おける復旧作業の際、斜面の監視を目的としてCCTVが
仮設され、その映像を本部へ届けるためFPUが運用され
た事例がある。この時は機器を斜面へ設置する必要があ
りKu-SATの設置が困難であったためFPUを活用した。

7. 有珠山噴火時の電気通信機器活用事例
室蘭開発建設部では胆振東部地震の他にも大小様々な
災害の対応実績がある。本項目では胆振東部地震とは災
害の要因が異なるケースとして「平成12年有珠山噴火」
を一例として紹介する。
平成12年3月31日13時7分に始まった有珠山の噴火は、
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火山学者らや各省庁の働きかけにより人的被害こそなか
ったものの、施設・設備等の被災により平成12年11月20
日時点で約170億円を超える被害額となるほどの大きな
災害であった。火山活動の動向を逐次監視するため、室
蘭開発建設部では3月29日より高感度カメラを順次設置
し、更に道路監視用標準カメラを利用して監視体制を構
築した。また、映像を有珠山現地連絡調整会議（伊達市
役所）等各機関へ配信するため、衛星通信車、Ku-SAT
が次いで配備された。火山活動が活発になっている間は
直接火山に立ち入って情報収集することができないこと
から、災害対策用ヘリコプタである「ほっかい」（北海
道開発局所有,当時はヘリテレ）と「あおぞら」（建設
省所有）が航行し、上空からの情報収集にあたった14)。
当時の電気通信機器配置を下記図に示す（図-7）。

・有珠山噴火時の電気通信機器の配置をみると、活用
実績の多い機器が胆振東部地震と共通しているこ
とがわかった。このことから、地震と噴火の災害
において活用できる電気通信機器に差異がないこ
とが推察される。
今後は、より多くの「地震」、「噴火」災害事例にお
いて、電気通信機器の活用実績調査を実施するとともに、
上記以外の災害における電気通信機器の活用実績調査も
行うことで、今後の災害対応に役立てていきたい。
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