
平成２４年５月２８日

総務省総合通信基盤局

電 波 部 重 要 無 線 室

東日本大震災等を踏まえた取組と
防災ＩＣＴの今後の展開



東日本大震災における
通信インフラ等の被災状況
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東日本大震災における通信の被災・輻輳状況

被災状況
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■ 大で合計約１９０万回線※の通信回線が被災。

■各社とも、一部エリアを除き、４月末までに復旧済。

■ 大で合計約２万９千局※１の基地局が停止。

■各社とも、一部のエリアを除き、４月末までに復旧済※２ 。

■各社で、音声では、 大７０～９５％の制御（規制）を実施※。

■他方、パケットは、非規制又は音声に比べ低い割合。
■各社で、固定電話について、 大８０～９０％の制御（規制）を実施※。

＜最大発信規制値＞

＜最大停止基地局数＞
＜最大被災回線数＞

＜最大発信規制値＞

被災状況

固定通信 移動通信

（％）

イー・モバイルは音声・パケットとも規制を非実施）

（※２ イー・モバイルは全サービスエリアで復旧済）（※大半は東北地方の回線。なお、東北・関東の総回線
契約数は約2,400万回線）

（※１ 大半は東北地方の基地局。なお、東北・関東の総基地局数は約13万2千局）

（※NTT東日本では、通常時の約４～９倍の通信量が発生）
（※NTTドコモでは、通常時の約50~60倍の通信量が発生
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固定電話の影響回線数の推移

注 総務省が電気通信事業者から報告を受けた内容を基に、総務省が独自に作成したものであり、NTT東日本は固定電話（加入電話＋ISDN）、
KDDIは固定電話（加入電話＋ISDN）・FTTH・ADSL、ソフトバンクテレコムは固定電話（加入電話＋ISDN）の影響回線数を表示している。

『宮城県沖を震源とする余震（ 大震度：６強）』
○発生日時 ： ４月７日（木）２３：３２頃
○この地震による被害 大値（影響回線数）

ＮＴＴ東日本（加入電話＋ＩＳＤＮ） ： 約５万回線
ＫＤＤＩ ： 約１万７千回線
ソフトバンク ： 約１千回線

（※４月８日時点）

『東日本大震災本震』
○発生日時：３月１１日（金）１４：４６頃
○ 大震度：７
○震源地：三陸沖
○この地震による被害 大値（影響回線数）：

ＮＴＴ東日本(加入電話＋ISDN) ： 約１０１万回線
ＫＤＤ ： 約１４万回線
ソフトバンク ： 約３万回線

（※３月13日時点）
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携帯電話基地局の停波基地局数の推移

『東日本大震災本震』
○発生日時：３月１１日（金）１４：４６頃
○ 大震度：７
○震源地：三陸沖
○この地震による被害 大値（停波基地局数）：

ＮＴＴドコモ ： 約６７００局
ＫＤＤＩ（ａｕ） ： 約３７００局
ソフトバンク ： 約３８００局
イー・モバイル ： 約７００局

（※３月１２日時点）

『宮城県沖を震源とする余震（ 大震度：６強）』
○発生日時 ： ４月７日（木）２３：３２頃
○この地震による被害 大値（停波基地局数）：

ＮＴＴドコモ ： 約１２００局
ＫＤＤＩ（ａｕ） ： 約５００局
ソフトバンク ： 約２２００局
イー・モバイル ： 約２００局

（※４月８日時点）
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東日本大震災による被害状況の地理的推移

震災数日後
（３／１３）

震災１ヶ月後
（４／１１）

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモ 岩手県 宮城県 福島県

※１ 利用者宅とＮＴＴ通信ビル間の回線切断等の可能性があるため、図中
白い地域でも固定電話サービスを利用できない場合があります。

※２ 東日本大震災発生以前において携帯電話サービスが利用可能であっ
た地域のうち、不通となっている地域を示します。

5



（asahi.com 4月2日より）

一般的に、無線通信は災害に強いと言われているが、東日本大震災においては、

防災行政無線にも大きな被害が生じた。

東北及び関東管内の少なくとも66自治体において、何らかの被害が発生

直接的被害

間接的被害

 地震による無線設備の破損、鉄塔等の倒壊

 津波による無線設備の流失・水没

 有線回線の断線による不通

 電源損失

例： 非常用電源（発電機）を備え付けている場合であっても、

燃料不足のため継続的な発電機の運転が困難となる など

 操作不能

例： 操作卓の所在する建造物への立入り制限、

操作要員の不足 など

防災行政無線の被災状況 6



東日本大震災における復旧・被災者支援に関する主な取組状況

■被災した通信インフラの復旧や被災地における被災者支援のため、通信各社等は、積極的な取組を実施。

①通信インフラ復旧に係る取組

●移動基地局車の配備、衛星利用の臨時基地局等の設置【携帯各社】

●移動電源車の配備【ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイル等】

●衛星通信回線の提供（超小型地球局の貸与）【スカパーＪＳＡＴ】

●ＭＣＡ無線エリア外の地域に臨時の中継局を設置【移動無線センター】

●復旧エリアマップの公開や復旧情報等の提供【携帯・ＰＨＳ各社】

②被災者等の通信手段確保に係る取組

●公衆電話の無料化、特設公衆電話の設置【ＮＴＴ東日本】

●携帯電話端末、充電器等の無償貸与【携帯・ＰＨＳ各社】

●衛星携帯電話等の無償貸与【ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ等】

●ＭＣＡ無線機の無償貸与【移動無線センター等】

●避難所等におけるインターネット接続環境の無償提供
【ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、スカパーＪＳＡＴ、Ｊ：ＣＯＭ、マイクロソフト、ＵＱ等】

●公衆無線ＬＡＮエリアの無料開放
【ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル等】

（参考）総務省の取組

●衛星携帯電話、ＭＣＡ無線、簡易無線の無償貸与

●技術試験衛星（きずな）を用いた臨時の災害衛星通信回線の提供
協力（ＮＩＣＴがブロードバンド回線接続を提供）

●外国救援部隊からの無線局使用要請等について、臨機の措置と
して免許を付与 等

④情報収集（安否確認、震災情報等）の支援

●災害用伝言ダイヤル､災害用Ｗｅｂ伝言板の提供【ＮＴＴ東日本、携帯・ＰＨＳ各社等】

●安否情報を登録・検索できるサイトの開設【グーグル】

●震災関連情報をまとめた特集サイトの設置
【ＮＥＣビッグローブ、グーグル、マイクロソフト、ヤフー等】

●東北６県のＦＭ局等を放送エリアに関係なく、ＰＣやスマートフォンから
無料で聴取できるサイトの開設【ＫＤＤＩ】

⑤情報発信のための支援

●アクセスの集中した公共機関等のウェブサイトのミラーサイトの提供
【ＩＢＭ、グーグル、マイクロソフト、ヤフー等】

●被災地域の自治体やＮＰＯ等に対するクラウドサービスの無償提供
【ＩＢＭ、ＮＥＣビッグローブ、グーグル、マイクロソフト等】

●被災地のサービス基本料金等の減免、利用料金支払期限の延長
【通信各社】

●故障した携帯電話の修理費用の軽減【携帯各社】

③利用者料金の減免等
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災害発生

関係機関等

ＭＣＡ

簡易無線
被災地

貸出指示

総務省
総合通信局等

被災地へ
運搬

災害対策本部等

貸出要請

寄りの
配備拠点等

①

②
③

河川の 状
況は？

氾濫してま
せん。

準備完了
です。

了解。

簡易無線 MCA

災害現場間や現地対策本部等との連絡手段など
に活用可能（復旧状況把握、現場作業連絡、被災
者安否確認 等）

衛星携帯電話

通信衛星と直接通信する携帯電話であり、
耐災害性等に優れた連絡手段として活用
可能

衛星携帯電話

総務省では、被災地域の地方自治体等における災害対応の際の通信手段確保等を支援するため、災害時等
には要請を受けて災害対策用の各種移動通信機器を無償貸出する取り組みを実施。
〔 現在、東日本大震災の発災後に緊急調達した分も含め、衛星携帯電話（300台）、MCA無線（280台）及び簡易
無線（1500台）の態勢で対応中 〕

（参考）被災地域への災害対策用移動通信機器の貸出 8



東日本大震災を踏まえた
今後の課題についての検討
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大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

■本検討会は、国民生活や産業経済活動に必要不可欠な基盤として重要性を有する通信インフラにおいて、東日本大震災の発生により、広範囲にわたり、

輻輳や通信途絶等の状態が生じたことを踏まえ、緊急事態における通信手段の確保の在り方について検討することを目的として平成２３年４月から開催。

学識経験者のほか、電気通信事業者をはじめとする主要なＩＣＴ関連企業・事業者団体が構成員として参加。

■同年１２月２７日に最終取りまとめを実施。最終取りまとめにおいては、国・電気通信事業者等の各主体が今後取り組むべき事項を整理。

１．音声通話の確保

＜例＞ 交換機等の設計容量の見直し等による疎通能力の向上

２．音声通話以外の通話手段の充実・改善

＜例＞災害用伝言サービスの高度化（横断的な検索）

３．災害時の通信手段に関する利用者等への情報提供

＜例＞輻輳時に音声ガイダンスによる災害用伝言板等への誘導

４．輻輳に強いネットワークの実現

＜例＞耐輻輳性を重視した新技術の開発・検証

１．ネットワークの耐災害性向上
＜例＞ネットワークの安全・信頼性確保の在り方についての検討結果を技術

基準に反映

ネットワークの耐災害性向上のための研究開発

２．災害に即応できる体制整備
＜例＞非常通信協議会の見直し

１．被災した通信設備の応急復旧対応
＜例＞緊急通報のローミングの早期実現に向け、課題の解決等を図るための検討

２．被災地や避難場所等における通信手段の確保・提供等

＜例＞自治体等への衛星携帯電話等の速やかな貸与

災害時等における通信手段として重要な公衆電話についての取組

３．電源の安定的な確保

＜例＞燃料確保・輸送に関する関係行政機関の連携

４．緊急情報や被災状況等の情報提供

＜例＞携帯電話の緊急速報メールの有効活用

１．インターネット接続機能の確保
＜例＞通信全体の疎通性の確保のため帯域制御の運用基準に関するガイドラインの見直し

２．インターネットの効果的な活用
＜例＞インターネットの効果的な活用事例の収集・共有

３．クラウドサービスの活用
＜例＞自治体クラウドへの移行支援

４．災害発生時に備えた通信事業者の協力体制の構築
＜例＞異なる通信サービス間での効率的かつ即時の通信リソース融通のための研究開発

● 最終取りまとめ「アクションプラン」に基づき今後取り組むべき事項

事業者

国・事業者

事業者

国等

国・事業者

国等

国等

国等

国等

国・事業者

国等

国・事業者

国・事業者

国・事業者

国等

事業者

国等

２．基地局や中継局が被災した場合等における通信手段確保の在り方１．緊急時の輻輳状態への対応の在り方

３．今回の震災を踏まえた今後のﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの在り方

４．今回の震災を踏まえた今後のインターネット活用の在り方
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電波法 第７４条 （非常の場合の無線通信）
１ 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の

救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

２ 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

電波法 第７４条の２ （非常の場合の通信体制の整備）
１ 総務大臣は、前条第１項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、

通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

２ 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

非常通信協議会について

「非常通信」とは・・・

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に
おいて、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、
災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信（電波法第５２条）

《非常通信協議会》

 昭和２６（1951）年７月、電波法の規定を踏まえて「非常無線通信協議会」が発足。

 平成７（1995）年から、無線通信に加えて有線通信も対象として活動を拡充（名称も変更）。

 中央と１１の地方協議会等から成り、構成員数は現在約２０００機関。

※これまでの主な活動
 非常通信計画の策定

通常の通信網の被災による途絶・輻輳など非常時における情報伝達ルートして、協議会構成員等の自
営ネットワークの活用により、国－都道府県－市町村の間を結ぶ「非常通信ルート」を設定

 非常通信訓練の実施等
災害発生を想定した非常通信ルートの運用等に係る訓練、設備点検、体制の検証 等
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（参考）非常通信協議会 ～非常通信ルート～

災害対策本部

被 災 地
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被災市町村役場

通信事業者回線や県防災行政無線
（地上系）の不通を想定

地震発生！
家屋倒壊、救援を要請

内閣府

（災害対策本部）

通信事業者回線や消防防
災無線の不通を想定

△○県警察本部

消防庁

警察庁

非常通信ルートにより被災状
況が届きました

中央通信ルート

都道府県庁

消防救急無線、県警察通信網等

地方通信ルート

その他、国土交通省、海上保安庁、防衛省、電力会社等の通信網を利用

◆非常通信ルート
通常利用している通信ルートが使用できない場合に、他団体・他機関の自営通信システムを利用する通信ルート。
「中央通信ルート（内閣府と都道府県を結ぶ）」と「地方通信ルート（都道府県と市町村を結ぶ）」からなる。

◆非常通信訓練
・総合防災訓練における非常通信訓練（９月１日）
・全国非常通信訓練（１１月頃）
・各地方における非常通信訓練
・各構成員による非常通信訓練（内閣府、海上保安庁、中央電力協議会）

◆非常通信体実施体制の総点検
各地方非常通信協議会ごとに、非常通信体制の一斉点検の日を設定して、電源設備等の点検を実施。

通常使用している通
信ルート

非常通信ルート

（参考）非常通信協議会 ～非常通信訓練～

災害時におけ
る複数ルート
の活用を想定
した通信訓練

災害時における非
常用電源の運用を
想定した訓練

東日本大震災の教訓を盛り込んだ訓練内容
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東日本大震災等における「非常通信」 14

状況
東北３県

（東日本大震災）
奈良・和歌山

（台風１２号災害）

公衆回線や「通常通信ルート」が使えたので、
「非常通信ルート」は活用しなかった。

２７ １５

「非常通信ルート」を活用した。 ４ ３

「非常通信ルート」を活用する必要があったが、
活用出来なかった。

７ １

不明（分からない） １０ ０

東日本大震災（昨年３月）と台風１２号災害（同９月）における発災後の「非常通信ルート」活用状況

〔参考〕

通常通信ルート ： 公衆回線が被災による回線途絶や輻輳等により利用困難な場合を想定した通信ルート

非常通信ルート ： 通常通信ルートも利用出来ない場合を想定し、他団体・他機関の自営通信システムを利用する
通信ルート（非常通信協議会の活動の中で以前から設定済みだったもの）

（なお、多くの自治体で代替手段として臨時に衛星携帯電話等が活用された）

＜活用出来なかった主な理由＞
・被害調査や避難所開設等の対応に職員が追われたため ・公用車の大部分が被災
・庁舎が津波で流失（非常通信ルート自体が消失） ・対策本部の庁舎外等への移転
・停電と沿岸地域の津波被害が大きく、電力や県警の無線を使用することはためらわれた 等

（なお、多くの自治体で代替手段として臨時に衛星携帯電話等が活用された）

昨年１１月 総務省調べ

（市町村数）



非常通信協議会の在り方の見直しが必要①

✔ 東日本大震災等を踏まえると、万が一の非常時における情報伝達
ルートを確保するために平時から取り組んでおくことは引き続き重要

✔ 協議会組織（各地方における自治体、防災関係機関、重要インフラ、
その他自営通信利用機関、通信事業者等の集まり）として、今後の
大規模災害に備えてどのような取り組みをしていくべきか

・ 相互支援、連携の促進

・ ノウハウ、アイデア等の共有

✔ 自治体等において通常の通信網が利用出来ない非常時における
情報伝達ルートの確保のため、どのような取り組みが望まれるのか

・ 大災害発生時を想定した実効性のある「非常通信ルート」の設定

・ シミュレーションと実地対応訓練

・ 継続的な取組、対応能力の維持継承等

15



非常通信協議会の在り方の見直しが必要②

「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」

＜国、関係事業者及び自治体間の情報共有・伝達体制等＞

「 災害時には、国、関係事業者及び自治体が保有する情報の集約・共

有・伝達等を適切に行うことが、輻輳対応や迅速な応急復旧対応に不

可欠であるため、この観点から、国、関係事業者及び自治体間の情報

共有・伝達体制等の在り方について、見直しを行うことが必要である。そ

の際、非常時における重要な通信の円滑な確保を目的とする非常通信

協議会の在り方も見直しが必要である。」

16



非常通信協議会の見直しに関する検討動向

平成２３年
９月～１１月

事務局（総務省）にて見直し方針の検討等

１１月
中央非常通信協議会 臨時幹事会（１５日）

東日本大震災等を踏まえた非常通信協議会の見直し案について議論し、
中央協幹事会として見直し方針等を取りまとめ

平成２４年
５月
中央非常通信協議会 幹事会（１６日）及び総会（２５日）

今後の非常通信協議会における具体的な取組案について議論し、中央
協における平成２４年度事業計画等を策定

17



東日本大震災等を踏まえた非常通信協議会の見直し方針の検討①

【１．現状・課題】

① 非常通信協議会は、電波法の規定（人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は

秩序の維持のために必要な通信の円滑な確保）等を踏まえ、非常の場合の無線通信の
円滑な確保を図ることを目的として設置されたもの。

② 先般の東日本大震災や台風１２号災害等では、被災地において、各機関の自営通信
網等を含め各種通信インフラが広範に甚大な被害を受けたところ。

③ このような大規模・広域災害への備えを今後充実させていくには、非常通信協議会にお
いて、以下の視点が重要となるのではないか。

１） 「非常の場合の無線通信の円滑な確保」のためには、自治体や防災関係機関、各重

要インフラ等における通信設備の被災状況等に関する情報収集・集約や連絡調整等
の機能が不可欠だが、現状では災害時にそのような役割を果たせていない。

２） これまで協議会活動の中心であった非常通信ルートの設定やその運用訓練等につ

いても、各地域で想定される災害の特性等を考慮しつつ、大規模・広域災害、長時間
の停電等に十分備えたものとしていくことが必要。

３） 新たなＩＣＴ技術に基づく災害対応のための通信システム等の整備・推進や防災行政
無線等の耐災害性の向上促進等が重要。

18



【２．非常通信協議会の構成・活動に関する見直し方針】

現状・課題を踏まえ、今後は、非常通信協議会において、「非常の場合の無線通信の円

滑な確保」に向けた迅速な情報収集・集約や連絡調整等の機能実現、災害に強い非常通

信手段の整備促進等に向け、その組織構成、活動内容の発展・強化を図る。

１） 現状では一部参加していない重要インフラ関係機関等の参加促進

２） 構成員からの被災状況等の情報収集・共有システムの新たな整備・運用

３） 被災情報等を踏まえた連絡調整、相互支援体制の強化

４） 大規模・広域災害、長時間の停電等への対応を含めた訓練等の充実

５） 新たな防災ＩＣＴの活用や防災行政無線の耐災害性向上等の促進 等

東日本大震災等を踏まえた非常通信協議会の見直し方針の検討② 19



協議会構成や活動内容等の見直しに向けて① 20

１．協議会構成等の拡充
○構成メンバーの拡充等
１） 東日本大震災では電力や交通等の重要インフラ自体も甚大な被害を受け、相当長期にわたって機能停止し、被害が

拡大
２） このような広域にわたる重要インフラの災害時の緊急対応、早期復旧等のためには通信手段の確保が非常に重要
３） このため、現在協議会に参加していない鉄道、道路交通、燃料供給関係等の重要インフラ関係機関を含め協議会へ

の積極参加を呼び掛け、重要インフラ機関における緊急対応等のための通信確保についても取組 〔先ずは中央非常
通信協議会への業界団体等の参加を呼び掛け〕

２．活動内容の強化・見直し
①情報共有・伝達体制の整備
１） 災害発生時には、被災地域の自治体や重要インフラ機関における通信インフラの状況等に係る情報集約を迅速に行

うとともに、必要な通信確保のための連絡調整、相互支援等を速やかに進める必要
２） また、通信事業者と国・自治体・防災関係機関等との間で、固定・携帯電話等の通信インフラ（公衆回線）の輻輳・被

災状況や応急復旧等にあたっての現地の状況・ニーズ等の情報の集約・共有・伝達等を適切に行うことが、輻輳対応
や迅速な応急復旧対応等には不可欠

３） このため、協議会構成員とのＷｅｂベースの情報共有システム等を新たに構築、活用しつつ、情報共有・伝達体制を
確立（要調整）

②情報共有等に基づく相互支援
１） 情報共有システムを通じて、自治体における防災行政無線等の被災状況、通信確保のために必要な支援等を把握

するなどにより、国や周辺の自治体、通信事業者、民間企業等、構成員間での支援体制を円滑に確保
２） また、普段から可能な範囲で各構成員が提供可能な災害対応機器等のリソース集約・情報共有と貸出し運用等の相

互支援体制を構築 〔例えば、情報共有システム上で総務省の衛星携帯電話等についても常に貸出し可能台数、備蓄

場所等を各自治体や防災関係機関等が参照可能にするほか、構成員間で互いに支援可能な非常用電源リソース
（バッテリー、燃料等）等の情報共有などを想定〕



協議会構成や活動内容等の見直しに向けて② 21

③非常通信ルートの見直し
１） 従来、協議会では、国－県－市町村等の間の通信について、通常の通信ルートが使用出来ない場合を想定し、近隣

の防災関係機関等の自営通信システムを利用する「非常通信ルート」を設定
２） しかし、東日本大震災等のような大規模・広域災害の発生時には、被災地では、自営通信システムを有するいずれの

団体・機関でも当該システムに障害が発生、又は当該団体・機関自身でも緊急の通信需要が増大して、その結果、
「非常通信ルート」としての役割を果たす余力が無い可能性有り

３） また、孤立集落対策や市町村内の被災現場等との通信手段として衛星携帯電話等の活用が有効
４） そこで災害発生時には互いに通信システムを融通し合うことは実際には困難である可能性等も想定しつつ、以下の

取組を推進
・ 様々な被災ケースを想定し、特定の「非常通信ルート」に限定せず、出来る限り柔軟に複数のルートを検証、設定
・ またアマチュア無線や漁業用無線との連携など、地域の無線ネットワーク等の積極活用
・ 衛星携帯電話や衛星回線等の災害に強い一定の通信ルートの確保、活用の推進

④非常通信対応マニュアル（仮称）の作成、訓練強化等
１） 災害発生時の情報共有・伝達や相互支援、非常通信ルートの運用等が各地方で円滑に行えるよう、各地方にて非常

通信対応マニュアル（関係者の行動マニュアル）を作成 〔先ず中央非常通信協議会で雛形となる基本マニュアルを
作成し、各地方ではそれをベースにそれぞれマニュアルを作成〕

２） 各地域で想定される災害の特性に応じ、被災時の非常通信の確保訓練を実施 〔情報共有・伝達や相互支援の模擬
訓練、非常通信ルートの運用訓練等〕

⑤防災行政無線の耐災害性向上、新たな防災ＩＣＴの活用等
１） 非常用電源の確保や耐震性、耐浸水性対策等の防災行政無線のシステム改善、携帯メールやデジタル放送等と

組み合わせた防災情報伝達システムの構築等につき、総務省にて標準仕様やガイドライン等を検討
２） 防災関係機関間での被災現場の映像情報の共有等に有効な公共ブロードバンド移動通信システム等の新たな防災

ＩＣＴについて、協議会への情報提供、整備・活用の推進



情報共有システムのイメージ（案）情報共有システムのイメージ（案）

Ａ 市 Ｂ 町 Ｃ 村 Ｄ 電力会社 Ｅ 鉄道会社 Ｆ 社

総務省（本省）等

情報共有データベース

県庁等

総合通信局

管内の被災情報等を集約

県内の状況を参照

被災状況等を入力

提供可能な支援
機器等を提示

被災状況の把握、

災害対策用移動通信
機器の貸出等に関す
る情報提供
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非常通信対応マニュアル、訓練強化のイメージ（案）非常通信対応マニュアル、訓練強化のイメージ（案）

１．非常通信対応マニュアル（仮称）

各自治体や重要インフラ機関の通信担当者向けに、発災時の通信設備の被災情報等に関する情報共有・伝達
や相互支援、非常通信ルートの運用等を円滑に進めるためのガイド、マニュアルを整備。

（内容イメージ（想定））
✔ 発災時の通信設備に関する確認、点検事項
✔ 情報共有システムに登録する情報項目と具体例
✔ 構成員の相互支援時の連絡事項、手順
✔ 非常通信ルート運用時の連絡、作業手順 等

２．各地方協における訓練強化

各地方で想定される今後の災害の特性を踏まえつつ、東日本大震災で課題となった防災対策に関する対応力
の向上等に向け、各地方協議会においてより実践的な訓練内容の検討、実施を推進※。

①情報共有・伝達、相互支援訓練
✔ 具体的な被災ケース等を想定した模擬訓練

②広域・大規模災害への対応訓練
✔ 平時での想定を越える広域・大規模災害の発生を仮定して、衛星系の活用など通信ルートの柔軟な運用、

多ルート化、関係機関との連携等
✔ 周辺自治体間、関係機関間等における通信機材貸与、非常通信の中継 等

③長時間にわたる停電への対応訓練 等
✔ 商用電源が長時間にわたって途絶することを想定した非常用電源の確保等（通信機材のバッテリーや発動

発電機等の確保、現地持ち込み、稼働確認等）
✔ 発動発電機等の燃料の手配、確保、補給
✔ 移動系無線機（衛星携帯電話等）の配置確認及びバッテリー等の整備・点検 等

※毎年９／１等に各地で開催する総合防災訓練、非常協における全国非常通信訓練等において訓練を実施。
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今後の非常通信協議会における具体的な取組（案）

１．協議会構成メンバーの拡充等
非常事態が発生した場合の災害救援、交通通信確保等に必要な非常通信の確保という協議会の設立目的を踏まえ、電力・

交通等の重要インフラ機関の通信確保に向けた取組強化が必要。また、今回災害時に貢献したタクシー無線や漁業無線等の
地域に根ざした自営系無線の活用に向けた連携体制強化が必要。

≪具体的取組≫

○現在協議会に参加していない重要インフラ関係機関・団体、一部市町村等への参加呼び掛け。
○これら新規参加機関等との災害対応等に係る連携方策の検討。
○上述の取組等を推進するため中央非常通信協議会での推進体制強化（検討ＷＧの設置等）。

２．災害時の通信確保に係る情報伝達・共有体制の整備
協議会内で容易に情報伝達・共有等を行うための共通的な手段がないため、災害時の通信設備に関する被災状況や相互

支援に関する情報等の迅速な伝達・共有体制を確立するためのWebベースの情報共有システムを構築。

≪具体的取組≫

○非常通信協議会の構成員間等におけるWebベースの情報共有システムの構築。
○当該システムを協議会内での情報共有、相互支援等に有効活用するため、構成員間の協議、運用マニュアル等の検討推進。

３．非常通信の確保に係る相互支援
大規模・広域災害発生時には、非常通信確保に向けた自治体単独の事前の備えでは対応が難しく、周辺自治体との広域連

携、複数の防災関係機関の共同オペレーションの確保等が不可欠。協議会組織という形態を生かし、通信確保に関して相互に
協力、支援し合う体制の整備が必要。

≪具体的取組≫

○被災自治体等に対して災害対応用通信機器等を緊急貸出する協議会構成員間での相互支援体制を構築。
○上述取組の一環として事務局（総務省）保有の災害対策用通信機器についても運用強化。
○相互支援を促進するため、構成員間の協議、運用マニュアル等の検討を推進。
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４．非常通信ルートの見直し

大規模・広域災害発生時には、自営通信システム等にも障害が発生するなどして従来の非常通信ルートが機能しない可
能性があるため、様々な被災ケースを想定した柔軟な複数の非常通信ルートを設定する必要がある。

≪具体的取組≫

○今夏までに中央非常通信協議会において新たな非常通信ルート見直し方策案を提示。

○中央非常通信協議会による上述案を踏まえ、各地方非常通信協議会にて地域実態にあわせた非常通信ルートを今年度内
に設定。

５．非常通信対応マニュアルの作成、訓練強化
従来の想定を超えた被害が発生することも念頭に、今回の震災における被災状況やその発生原因等を踏まえた災害対

応体制や災害対応マニュアル等の検証を行い、見直しを行うことが適当である。

≪具体的取組≫

○中央非常通信協議会で非常通信対応マニュアル骨子案を作成、これを踏まえ各地方でマニュアル整備。

○中央非常通信協議会でより実践的な訓練内容を検討、これを踏まえ各地方で訓練を実施。

６．防災行政無線の耐災害性向上等
大規模・広域災害発生時には、地域住民等に災害に関する避難情報や警報等を確実かつ速やかに伝えることが重要で

あり、防災行政無線や緊急速報メール等の同報系システム以外にも、地上デジタル放送やワンセグ、コミュニティFM放送な

ど、地域住民等に対して確実に避難情報等を伝達可能な身近なメディアを連携させた災害情報の伝達システムの実現が望
まれている。

≪具体的取組≫

○非常用電源の確保や耐震性、耐浸水性対策等の防災行政無線のシステム改善、携帯メールやデジタル放送等と組み合わ
せた防災情報伝達システムの構築等につき、中央協事務局（総務省本省）にて技術開発等を推進し、その成果を元に標準
仕様やガイドライン等を検討、協議会内で配布・展開。

○防災関係機関間での被災現場の映像情報の共有等に有効な公共ブロードバンド移動通信システム等の新たな防災ＩＣＴ等
について、協議会への情報提供、整備・活用の推進。
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防災ICTの開発・推進
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情報収集・分析システム 伝送システム 報知システム

（センサ） （テレメータ）

地震観測装置

センサ信号受信
・解析装置

緊急地震速報システム

地震センサによりいち早く震源地と規模を算出
し、地震の数秒前に情報提供

陸上局

津波計地震計 地震計

海底地震計観測システム
海底下の地震・津波のリアル
タイム観測システム

我が国におけるICTを活用した災害時における情報伝達システム

インター
ネット

携帯・パソコン利用者

デジタル防災行政無線システム
・自治体において災害時に活用

可能な移動系システム
・2007年ＡＰＴ勧告化

基地局 移動局

公共ブロードバンド

公共ブロードバンド

・災害現場の映像を機動的か
つリアルタイムで災害
対策本部等へ伝送

Ａ県庁

Ｂ市役所

Ｃ電力会社

J-Alertシステム

地震、気象、武力攻撃等の緊急
情報を衛星経由で国の機関から
瞬時に住民へ伝達

地方自治体
通信衛星

消防庁

データ処理端末

インターネット
専用回線
衛星回線
放送等

工場の
回転ライト

学校の
館内放送

家庭のTV

住民向け周知手段

対策本部

安心・安全公共コモンズ

・自治体、インフラ事業者等から信
頼性のある情報を広く集約

・パソコン、放送、携帯メール等の多
様なメディアを経由して
住民に情報を提供

携帯電話
事業者

携帯電話

セルブロードキャスト
ブロードキャストSMS
・対象エリアを限定した上で、
災害情報を携帯メールによ
り一斉配信

同報系デジタル防災行政無線システム
・自治体において災害、緊急情報を住民に

直接伝達するシステム
・2007年APT勧告化

ヘリサットシステム
・ヘリコプターから衛星回線

経由で被災地の動画像情報
を対策本部等へ伝送

防災エリアワンセグ

TV、ワンセグ受信機

ホワイトスペースを活用したエリアワンセグ

・現在の地デジの空き周波数を活用し、既に普及している
ワンセグ端末を経由して防災情報を提供

緊急地震速報

予測・探知システム

災害対策・救援用システム

安心・安全公共コモンズ
（データセンター）
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90～108MHz帯 170～222MHz帯
470～770MHz帯

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

【地上テレビジョン放送のデジタル化後】

【現在の周波数利用状況】

デジタルテレビ放送
（13～52ch）

公共ブロードバンド移動通信システムに係る検討背景

現在、災害現場等において使用される警察、消防・救急等の公共無線システムは、音声による情報伝達が中心となっているが、
被災地等の正確な情報の共有のためには、機動的かつ確実に映像伝送を行う手段が求められている。

こうした中、地上テレビジョン放送のデジタル化により空き周波数帯となるVHF帯の一部（170MHz～202.5MHz）について
は、情報通信審議会による「VHF/UHF帯における電波の有効利用のための技術的条件」に対する一部答申（平成19年6月27
日）において、安全・安心な社会の実現のためにブロードバンド通信が可能な自営通信を導入することとされ、同一部答申を踏ま
え、平成19年12月には、周波数割当計画の変更が行われているところである。

このような背景を踏まえ、地上テレビジョン放送のデジタル化後速やかな導入を図るため、公共ブロードバンド移動通信システ
ムの技術的条件について検討を行った。

170 202.5

安全・安心の確保のための
ブロードバンド自営通信
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公共無線システムの現状及び課題

国、都道府県又は市町村その他の公共機関においては、災害時においても情報の収集及び伝達を迅速かつ確実に
行うため、各種の公衆網を使用するほか、輻輳のおそれのない自営網を整備している。
大地震等の大規模災害による回線の物理的な切断を防ぎ、万が一切断されたとき容易に復旧できるよう、こうした自
営網は、一般には無線により構築される。

市町村の他、消防関係機関や警察等においては、その業務の特質上、災害や事故・事件の現場に臨場する等、機動
的に通信を行う必要があるため、特に移動通信技術を用いた公共無線システムが導入されている。

災害等に対して、適切な対応を迅速
に行うため、現場からの映像伝送を
行いたい。

災害以外であっても、事故・事件や
警備・監視活動等、リアルタイムの
映像伝送が、犯罪等による被害を
小化することが期待される。

公共無線システムの現状

課 題

現在の公共無線システムの課題を踏まえ、音声伝送に加えて、より詳細かつ迅速に被災状況等の映
像伝送（NTSC程度）を可能とする「公共ブロードバンド移動通信システム」（公共ＢＢ）を実現

する。

高度化のコンセプト

防災行政無線

消防救急無線

水防道路無線

捜査情報

事故災害情報

指令情報

位置情報

防災情報

行政情報

道路情報

河川情報

警察無線
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◆現在、災害等の現場で使用される警察、消防等の無線システムは、音声が中心。

災害現場等の映像を機動的かつリアルタイムに伝送可能な公共ブロードバンド移動通信システムを導入

◆同システムにより、対策本部等においては、現場の映像情報に基づき、迅速かつ適切な対処の指示等が可能。

直ちに救急隊を
派遣せよ

高速道路で大規模
交通事故が発生！

【警察本部、道路管理者】

火勢が強まって
きている！

○○隊と□□隊に
出動命令しよう

【消防本部】
【交通事故現場】 【火災現場】

【救急車内】

心臓マッサージを

必要な薬剤投与を

【医療機関】 【災害現場】

至急周辺住民に
避難指示を！

××地区が
孤立するぞ！

【河川・道路事務所】

川の堤防が
決壊しそうだ！

交通事故現場での利用 火災現場での利用

救急車内での利用 災害現場での利用

公共ブロードバンド移動通信システム 30



危機管理においては、危機管理対策機関が、ヘリコプターを活用して、上空から被災状況を迅速かつ的確に把握
し、被災状況に応じた的確な出動・応援指示等の災害応急対策を速やかに講じることが重要。

危機管理対策機関等のヘリコプターから高速回転するローターブレードの隙間を縫って通信衛星に電波を直接発
射し、衛星経由で映像伝送を行うヘリサットを導入。

システム概要

危機管理対策機関

通信距離：半径数十km

被災地
中継基地局

危機管理対策機関被災地

現行システム ヘリサット

【現行システムの課題】

○通信距離が狭域であるため中継基地局を必要とし、また、山陰など

で電波が届かず映像の伝送が出来ないケースが発生

○可搬型の中継基地局の配置には、時間を要する上、被災地への陸

路が途絶する等、搬入が困難となる場合も想定される

【ヘリサットに期待される効果】

○通信衛星を利用することで、地上の無線局が設置されてない地域や地

上でのアクセスが困難な場合においても、被災地の映像情報を迅速

に伝送することが可能となる

○エリアをカバーするために多数必要となる中継基地局に係る整備・運

用コストの大幅低減が見込まれる

○高画質のため、被災状況の詳細を把握可能

○放送事業者の緊急報道取材時等における活用可能性が広がる

○民間インフラ企業における送電線・線路等の日常点検や災害対応にお

ける活用可能性が広がる

新たな電波利用ｼｽﾃﾑの導入により、
国民生活の安全・安心の確保に寄与

期待される効果

通信衛星

Ku帯ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）について

検討状況

・ 平成20年7月 情報通信審議会にヘリサットの技術的条件について諮問

・ 平成23年2月15日 情報通信審議会答申

・ 平成23年3月3日～4月1日 無線設備規則等の関係省令等のパブコメ

・ 平成23年4月13日 関係省令を電波監理審議会に諮問・答申

・ 平成23年5月25日 関係省令等を施行

31



今後の課題

■ 情報共有と相互支援の具体化
・ 効果的で現実的な、関係者にとって少しでも役立つものに

・ 各地方協議会や関係者からの意見、声を踏まえた継続的
な取組

■ 非常通信ルートや訓練等の見直し、検討の促進
・ 各地方での取組支援（具体的なノウハウ、アイデアの共有等）

・ 各地方での実情に応じた見直し、検討作業の推進
・ 関係者間での意思疎通、連携確認の強化 等

■ 協議会全体での相乗効果

■ 防災ＩＣＴの利活用等の推進展開 等
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「電波有効利用の促進に関する検討会」の開催の背景

以上の状況を踏まえ、ワイヤレスブロードバンドの進展等に伴い周波数が急速に逼迫する中、国
民生活の利便性向上や安心・安全確保のために必要となる電波有効利用のための諸課題及び具
体的方策について検討することが必要

 電波監理については規制改革として検討すべき、総務省電波部・電波行政の在り方についても考えるべき
 将来的な一般財源化を含め、使途拡大の方向で検討すべき。非効率な電波利用料支出を徹底的に精査すべき

 スマートフォンなどの急速な普及により、携帯電話等のデータ通信トラヒックは、従来の想
定を超えて急激に増加。

「提言型政策仕分け」提言（とりまとめ）（平成２３年１１月２１日）

移動通信トラヒックの急速な増大

総務副大臣が主催する調査検討会を開催し、検討を実施

 M2M, SNS, ホワイトスペース、スマートメーター等の新しい電波利用サービス／システムの
展開

新しい無線利用サービス／システムの展開

 移動通信トラヒックの急速な増大、新たな無線システムの登場に対応するため、従来以上に迅速な周波数確保が必要。

スピード感のある周波数確保の必要性

 大規模災害時における避難行動、復旧活動等を通じ、各種無線システムの社会インフラとしての重要性、有効性が再認識。
 無線システムをより積極的に活用することにより、災害に強い通信インフラを整備することが必要。

東日本大震災（平成２３年３月）、台風１２号（平成２３年９月）等の大規模災害への対応

移動通信の月平均トラヒック
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「電波有効利用の促進に関する検討会」の開催について

ワイヤレスブロードバンドの進展等に伴い周波数が急速に逼迫する中、国民生活の利便性向上や安心・安全確
保のために必要となる電波有効利用のための諸課題及び具体的方策について検討することを目的とする。

２ 検討体制・構成員

 学識経験者（法律・経済・理工系等）、その他有識者（シンクタンク等）により構成。

 総務副大臣が主催する検討会を設置し、広く関係者等からのヒアリングや意見募集を行うこと等により、
オープンな形で検討を行う。

１ 目的

（１）新たなワイヤレスシステムに相応しい規律の在り方
（例）組込型システムや混信発生原因となる受信システムへの規律の在り方、ワイヤレス給電システムの円滑

な普及のための方策 等

（２）電波利用料の活用等によるワイヤレスシステムの高度化・普及の促進方策
（例）防災、安全・安心等の自営系・公共系システムの導入・高度化への支援方策、イノベーション加速

のための基礎的な無線通信技術の研究開発の推進、その他電波利用料の活用方策・支出効率化 等

（３）周波数再編の強化のための方策
（例）電波の利用状況に関する情報発信の充実、利用状況調査の見直し 等

（４）その他、電波有効利用の促進に関する課題
意見募集等をもとに様々な課題について幅広く検討

３ 検討課題
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４ スケジュール

「電波有効利用の促進に関する検討会」について

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ～１２月

▲
3/30

開催に
ついて

報道発表

▲

中間取り
まとめ

[意見募集]
（4/13～5/14）

免許人、事業者、
業界団体からの

ヒアリング等

▲

終取り
まとめ

～ 終取りまとめに向けた検討～

 7月を目途に中間取りまとめを行った上で、12月を目途に 終取りまとめを行う。

 関係者からのヒアリングや一般からの意見募集を活用することにより、透明性を確保しつつ検討を実施。

[意見募集]

▲
4/11

第１回

▲
5/18

第2回

▲
5/24

第3回

▲
6/5

第4回

▲
6/18

第5回

▲
6/26

第6回
中間取りま
とめ（案）

中間論
点整理



「電波有効利用の促進に関する検討会」構成員

土居 範久 中央大学研究開発機構教授

服部 武 上智大学理工学部客員教授

岩瀬 大輔 ライフネット生命保険株式会社代表取締役副社長

木村 たま代 主婦連合会

清原 聖子 明治大学情報コミュニケーション学部准教授

熊谷 博 独立行政法人情報通信研究機構理事

関口 博正 神奈川大学経営学部准教授

高畑 文雄 早稲田大学理工学術院教授

丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授

土井 美和子 株式会社東芝研究開発センター首席技監

林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科准教授

藤原 洋 株式会社インターネット総合研究所代表取締役所長

水越 尚子 エンデバー法律事務所 弁護士

森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授

湧口 清隆 相模女子大学人間社会学部教授

横澤 誠 株式会社野村総合研究所上席研究員

吉川 尚宏 A.T.カーニー株式会社プリンシパル

座長

座長代理



電波の有効利用の促進に向けた検討課題（案）

１ 新たなワイヤレスシステムにふさわしい規律の在り方

【論点】
（１）新たなワイヤレスシステムの円滑な導入・普及のための方策

新たなワイヤレスシステムの導入・普及によりイノベーションを加速させるための制度上の課題や解決するため
の方策は何か。例えば以下の事例についてどのように考えるか。また、以下に追加すべき課題や解決するための方
策があるか。
・ ワイヤレス給電システムを迅速に導入・普及するための技術基準や認証のあり方
・ 無線機能内蔵の家電等の市場展開を加速するため、無線設備の技術基準、認証を含む規律のあり方

（２）電波利用環境を保護するための方策

今後、上記をはじめとする新たなシステムの普及や無線局数の増大に伴い、電波利用環境の保護のために必要と
なる規律やそのあり方。例えば以下の事例についてどのように考えるか。また、以下に追加すべき課題や解決する
ための方策があるか。
・ 漏洩電波による有害な混信を与えるおそれのある各種設備への考え方
・ 技術基準への適合性が確認されないまま流通する無線設備への考え方

（３）その他ワイヤレスシステムの規律に関する課題

上記の視点以外で、既存の制度・手続の見直し、新たに必要となる規律等のあり方、国際協調を推進するための
方策として検討すべき課題があるか。
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２ 電波利用料の活用等によるワイヤレスシステムの高度化・普及の促進方策

【論点】
（１）ワイヤレスシステムの高度化・普及促進に係る施策への電波利用料の活用について

ワイヤレスシステムの高度化・普及促進のため、例えば以下のような施策を推進する必要があると考えられるが、
これらの施策に電波利用料を活用することについてどう考えるか。また、以下の施策以外に電波利用料を活用し
て推進すべき施策があるか。
・ 防災、安全・安心等の自営系・公共系システムの整備・デジタル化の推進への支援
・ 基礎研究、実用化支援や国際標準化の一層の推進に向けた活動支援 等

（２）その他電波利用料の活用に関する課題

下記の点（※）を含め、電波利用料の活用に関してどのように考えるか。
・ 電波利用料の一層の有効利用を図るための方策
・ 将来的な一般財源化を含む使途の拡大についての考え方 等

（参考） 電波利用料制度の概要
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/index.htm

行政刷新会議「提言型政策仕分け」 B3-2 : 情報通信：電波利用料の活用 評価結果
http://www.cao.go.jp/sasshin/seisaku-shiwake/detail/2011-11-21.html#B3-2

（※） 電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、その受益
者である無線局の免許人に公平に分担して頂く、いわゆる電波の共益費用として位置づけられているものであり、その使途が電波法
に規定されている。
一方、平成23年11月に実施された「提言型政策仕分け」においては、「ほぼ全ての国民が携帯を持っている以上もはや税金であり、
一般財源化すべき」、「非効率な支出を徹底的に精査すべき」などの指摘があり、「将来的な一般財源化を含め、使途を拡大する方向
で検討すべき」との提言がなされたところ。



３ 周波数再編の強化のための方策

【論点】

（１）電波の利用状況調査の見直しについて
総務省では、電波の利用状況調査を実施し、その結果を基に周波数再編アクションプランや

周波数割当計画を策定し、周波数の再編を行っている。この調査に関して、以下の方策についてどう
考えるか。また、以下の方策以外にどのような方策があるか。
・ 調査周期の短縮（現在は、全周波数帯を３区分に分け、各周波数帯を3年サイクルで調査）
・ 調査手法・調査内容の見直し

（２）周波数再編を加速する方策について
周波数再編を加速するためには、周波数利用の効率化による新たな帯域の確保や周波数の移行

を促進する必要があると考えられるが、そのためにはどのような方策が必要と考えられるか。

（参考）
電波の利用状況調査の概要

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/index.htm

周波数再編アクションプランの概要
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/saihen/index.htm

４ その他電波有効利用の促進に関する課題
１～３以外で電波の有効利用の促進のため解決すべき課題や提案等




