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「建築に非常通信（BECS）」
Building Emergency Communications System

関東地方非常通信協議会総会・記念講演会

非常通信をオフィスの標準仕様へ
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東日本大震災直前に情報通信訓練を呼びかけ

屋上に行かないと使えない衛星電話

窓際に行かないと使えないMCA無線
伝言ゲーム

非常通信は二者択一の議論、
執務室で使えない非常通信
の実態

執務室で使用できる
衛星電話,MCA無線
の組合せの検討
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BCP対策は建物の性能に左右される

１．電源設備
①自家発電設備（テナント向け電力供給のレベル確認）
②蓄電池

２．通信設備の有無
①アンテナ取付設備などの有無確認

パラボナアンテナ、固定アンテナ
②帯域保証の通信方式か確認
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屋上のアンテナ設置設備事例



東日本大震災以降の
日本橋三井タワーの事例



東日本大震災以降の
日本橋三井タワーの事例



非常通信をオフィスの標準仕様へ

１．停電時の電源確保

２．危機管理会議で使える非常通信

３．業務ビルでの衛星電話、MCA無線などのアンテナ取付設備を標準仕様

４．エンドユーザが複数の連絡網を統合運用可能なビジネスモデル
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５．公衆網に頼らない企業内通信、企業間通信の構築で、公衆網の負担抑制
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公衆回線型

Lバンド

専用回線型

専用線型でも比較的安価

Sバンド

1-2GHz

専用線提供では高額す
ぎ

複数共用利用を見込ん
だ公衆回線型での提供

2-4GHz
12-26GHz

載せられる情報量が少ない 載せられる情報量が多い

指向性が強くパラボラアンテナを使
用

指向性が比較的緩く、
ロッドアンテナを使用でき
る

システム

周波数特性

サービス特
性

Kuバンド

被災時の輻輳、回線制
限を受けない提供が可
能

衛星電話といわれるもの
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8/7GHz

世界的に軍用通信等に利用

（固定/移動衛星業務）

26GHz 40GHz 60GHz

(10GHz)

2GHz1GHz

14/12 GHz

ＪＣＳＡＴ

スーパーバード

インテルサット

など

（固定衛星業務）

（移動衛星業務）

12GHz4GHz 6GHz

KaKuXCSL

＜電波の窓＞

1.6/1.5 GHz

ｲﾝﾏﾙｻｩｯﾄBGANなど

（移動衛星業務）

2.6/2.5 GHz

NTTﾄﾞｺﾓﾜｲﾄﾞｽﾀｰなど

（移動衛星業務）

6/4 GHz

ＪＣＳＡＴ

インテルサットなど

（固定衛星業務）

30/20 GHz

スーパーバード

WINDSなど

（固定衛星業務）

44.5/20 GHz

米軍Milstar衛星

（移動衛星業務）

225-400MHz

米軍UFO衛星等

（移動衛星業務）

(1GHz)

UHF帯

(3GHz)

SHF帯

(30GHz)

EHF帯

P O

＊1

＊2

＊1 電気通信条約規則による周波数帯の分類
＊2 明確な定義はないが一般的に使用されている

周波数帯の分類

衛星通信の周波数

携帯電話

PHS

BSUHF CS
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ExBirdサービスの課題！

③モバイル性
柔軟性

②アンテナ
設置場所

相互補完による通信体系

ExBirdサービスのメリット

アンテナ架台固定作業

室内外の配線・配管作業

自家発電機

蓄電池搭載複合機

①電源の確保

MCA無線

関係会社との相互協力し合い課題点を補う

Copyright © 2015 SKY Perfect JSAT Corporation. All Rights Reserved



衛星モデム（IDU)

同軸ケーブル2本

LANケーブル

衛星電話

PC

HUB
VoIP

MCA電話
接続装置

MCA無線機

（衛星電話接続）

PC

回線断
MCA端末

東京

大阪

MCA無線との実証実験



PCPC

PC

東京

☆導入拠点：３拠点
☆利用用途：災害時の音声・データ・バックアップ
☆メリット：地上回線が被災中でも、輻輳することなく衛星間で音声通信・データ通信が可能。

輻輳や被災している地上回線を衛星で迂回し、被災を受けていない地域から地上線を抜けることが可能。

大阪
名古屋

地上公衆網

西日本エリア

アンテナが付い
ていない拠点

★

★

地上
公衆網

回線断
輻輳

横浜

山口

災害地域
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事例ご紹介（日建設計様）
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ExBirdサービスのアンテナ展示。

BECS（Building Emergency Communication  System=「建築に非常通信」の紹介パネル。

住所： 東京都千代田区外神田１－１６－９

アクセス： 秋葉原駅・電気街口より徒歩1分。

１５．ショールームについて（衛星電話デモ体験）



人数
BECSハンズオン・セミナー

1 7月2日　　  第1回 8
2 7月23日　  第2回 10
3 8月27日  　第3回 13
4 10月29日　第4回 7

個別対応ハンズオン・セミナー
5 7月28日 　パナ無線会 15
6 9月7日  　○○ビル 8
7 9月17日 　○○ビル 10
8 9月18日 　○○不動産 2
9 9月28日　 ○○不動産 2

10 9月29日 　○○地所 2
11 10月8日 　○○ビル 5
12 10月8日 　○○都市開発 7
13 10月22日　○○不動産 5
14 10月28日　○○リート 2
15 11月19日　○○建物 2

合計 98

2015年 エンドユーザとの対話


ハンズオン・セミナー一覧

						人数 ニン スウ

				BECSハンズオン・セミナー

		1		7月2日　　  第1回		8

		2		7月23日　  第2回		10

		3		8月27日  　第3回		13

		4		10月29日　第4回		7

				個別対応ハンズオン・セミナー

		5		7月28日 　パナ無線会		15

		6		9月7日  　○○ビル		8

		7		9月17日 　○○ビル		10

		8		9月18日 　○○不動産		2

		9		9月28日　 ○○不動産		2

		10		9月29日 　○○地所		2

		11		10月8日 　○○ビル ツキ		5

		12		10月8日 　○○都市開発		7

		13		10月22日　○○不動産		5

		14		10月28日　○○リート ツキ ヒ		2

		15		11月19日　○○建物		2

				合計 ゴウケイ		98





第1回ハンズオン・セミナー(7月2日)

				会社名		部署名		役職		お名前

		1		NECﾈｯﾂエスアイ株式会社		総務部		主任		大林安博

		2		NECﾈｯﾂエスアイ株式会社		総務部		マネージャー		配島陽一

		3		㈱UACJ		総務部		主査		長崎一男

		4		西菱電機株式会社		官公システム営業部		担当		山本　崇

		5		味の素冷凍食品株式会社		総務部		総務・リスク管理グループ		西村浩晃

		6		三菱地所		開発推進部 		都市計画室		永田千善

		7		リコーソリューションズ中央株式会社		マルチソリューション営業部				百瀬潔

		8		３HANDS						瑞山天馬





第2回ハンズオン・セミナー(7月23日)

		1		株式会社サンケイビルマネジメント		東京サンケイビル運営管理		警備担当		梶原　茂

		2		株式会社サンケイビルマネジメント		東京サンケイビル運営管理		警備担当		江田　峻

		3		株式会社エフ・ディー・シー		NP推進部		部長		清原　光浩

		4		奥田電気工業株式会社		営業部		次長		原　久司

		5		三菱電機		通信ソリューション営業部		担当部長		小針　学

		6		味の素冷凍食品㈱		総務部				西村浩晃

		7		宮城教育大学		教育復興支援センター		特任准教授		小田隆史

		8		東京コンピュータサービス株式会社		サポートセンター		担当課長		岡田　隆志

		9		株式会社サンケイビルマネジメント		東京サンケイビル運営管理		警備担当		梶原　茂

		10		奥田電気工業株式会社		営業部				徳永　諭





第3回ハンズオン・セミナー(8月27日)

				会社名 カイシャメイ		部署名 ブショ メイ		役職 ヤクショク		お名前 ナマエ

		1		株式会社山善		総務部		課長代理		星野健介

		2		株式会社SAVE カブシキ カイシャ		営業部		課長		中島近夫

		3		日テレ・テクニカル・リソーシズ		総務部				石井智幸

		4		産経商事株式会社		総務部				山下圭一

		5		有限会社アタカ		新規事業開発		代表取締役		金田芳哉

		6		ＳＣＳＫ株式会社		総務部東京総務課		課長代理		藤井敏彦

		7		ニコン		総務部				古池英生

		8		生活協同組合コープネット事業連合		安全推進・法務部		担当課長		桜井博孝

		9		東都生活協同組合				専務理事スタッフ(災害対策)		菅井順朗

		10		株式会社日産フィナンシャルサービス		総務人事部 ソウム ジンジ ブ		主担 シュ タン		荒井　徹

		11		東洋インキエンジニアリング		警備推進部				時田敏美

		12		一般財団法人　移動無線センター		利用推進部		課長 カチョウ		本間達也

		13		野村ホールディングス ノムラ		総務部 ソウム ブ				毛利秀之 モウリ ヒデユキ





第4回ハンズオン・セミナー(10月29日)

				会社名		部署名		役職		お名前

		1		有限会社アタカ		代表取締役		社長		金田　芳哉

		2		有限会社アーク		技術部		代表取締役		前田守

		3		新建新聞社		リスク対策.com		副編集長		大越聡

		4		三井不動産(株)		ビル運営企画部企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ		統括		伊藤　真司

		5		三井不動産(株)		ビル運営企画部企画グループ		主事		江崎　正東

		6		生活協同組合コープネット事業連合		安全推進・法務部		担当課長		千葉　義恒

		7		コープネット事業連合		安全推進法務部		課長		桜井　博孝





パナ無線会(7月28日)

				田中電気 タナカ デンキ

				スイス通信 ツウシン

				松和電子 ショウワ デンシ





サンケイビル(9月7日・17日）

				株式会社サンケイビル カブシキ カイシャ		技術本部 ギジュツ ホンブ		建設部 ケンセツ ブ		課長 カチョウ		伊澤一三 イザワ カズミ

				株式会社サンケイビル カブシキ カイシャ		東京ビル営業部 トウキョウ エイギョウ ブ		　		課長 カチョウ		太田勝英 オオタ カツヒデ

				株式会社サンケイビル カブシキ カイシャ		技術本部 ギジュツ ホンブ		建設部 ケンセツ ブ		チーフ		篠原 シノハラ

				サンケイビルマネジメント		運営管理部 ウンエイ カンリ ブ		東京サンケイビル運営管理グループ トウキョウ ウンエイ カンリ				澤水亮太 サワ ミズ リョウタ

				サンケイビルマネジメント		運営管理部 ウンエイ カンリ ブ		東京サンケイビル運営管理グループ トウキョウ ウンエイ カンリ		担当部長 タントウ ブチョウ		末宗孝 スエムネ タカシ

				サンケイビルマネジメント		運営管理部 ウンエイ カンリ ブ		東京サンケイビル運営管理グループ トウキョウ ウンエイ カンリ				江田峻 エダ タカシ

				サンケイビルマネジメント		運営管理部 ウンエイ カンリ ブ		東京サンケイビル運営管理グループ トウキョウ ウンエイ カンリ				梶原茂 カジワラ シゲル

				外警備関係者10人 ホカ ケイビ カンケイシャ ニン





三井不動産(9月18日)

				三井不動産 ミツイフドウサン		総務部リスクマネジメントグループ ソウム ブ		グループ長 チョウ		安井清史 ヤスイ キヨシ

				三井不動産総務部 ミツイフドウサン ソウム ブ				統括 トウカツ		青木久 アオキ ヒサシ





住友不動産(9月28日)

				住友不動産 スミトモ フドウサン		ビル企画管理部 キカク カンリブ		喜沢健志 キザワ タケシ

				住友不動産 スミトモ フドウサン		ビル企画管理部 キカク カンリブ		津田奈緒美 ツダ ナオミ





三菱地所(9月29日)

				三菱地所 ミツビシ ジショ		ビル運営事業部 ウンエイ ジギョウ ブ				主幹 シュカン		大庭敏夫 オオバ トシオ

				三菱地所 ミツビシ ジショ		ビル運営事業部 ウンエイ ジギョウ ブ						坂洋美 バン ヒロミ





NTT都市開発(10月8日)

		1		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ビル事業本部事業企画部 ジギョウ ホンブ ジギョウ キカク ブ		企画・総括部門 キカク ソウカツ ブモン		災害対策推進担当 サイガイ タイサク スイシン タントウ		山崎晃照 ヤマザキ アキラ テ

		2		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ビル事業本部事業企画部 ジギョウ ホンブ ジギョウ キカク ブ		災害対策推進室 サイガイ タイサク スイシンシツ		室長 シツチョウ		川端秀樹 カワバタ ヒデキ

		3		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ビルサービス事業本部 ジギョウ ホンブ		PM企画戦略部 キカク センリャク ブ		担当部長 タントウ ブチョウ		吉田昇 ヨシダ ノボル

		4		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ビルサービス事業本部 ジギョウ ホンブ		PM企画戦略部 キカク センリャク ブ		担当部長 タントウ ブチョウ		牧田文雄 マキタ フミオ

		5		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ITイノベーション部 ブ		情報システム担当 ジョウホウ タントウ		担当課長 タントウ カチョウ		鶴見達夫 ツルミ タツオ

		6		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		ITイノベーション部 ブ		情報システム担当 ジョウホウ タントウ		主査 シュサ		福井洋平 フクイ ヨウヘイ

		7		ＮＴＴ都市開発 トシ カイハツ		PMサービス事業部 ジギョウ ブ		企画部門 キカク ブモン		担当課長 タントウ カチョウ		久保田一秀 クボタ カズヒデ





森ビル(10月8日）

				森ビル モリ		設計統括部設備設計部電気設計グループ セッケイ トウカツ ブ セツビ セッケイ ブ デンキ セッケイ				課長 カチョウ		栗又康史 クリマタ ヤスシ

				森ビル モリ		震災対策事務局 シンサイ タイサク ジムキョク				事務局長 ジム キョクチョウ		寺田隆 テラダ タカシ

				森ビル モリ		営業本部 エイギョウ ホンブ		オフィス事業部営業推進部企画グループ ジギョウ ブ エイギョウ スイシンブ キカク		課長 カチョウ		増田隆志 マスダ タカシ

				森ビル モリ		住宅事業部 ジュウタク ジギョウ ブ		住宅運営部 ジュウタク ウンエイ ブ		技術統括グループ ギジュツ トウカツ		篠山孝幸 ササヤマ タカユキ

				他1名 ホカ メイ





NBF(10月28日）

				株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント カブシキカイシャ		運営管理部 ウンエイ カンリ ブ		ゼネラルマネージャー		平山高司 ヒラヤマ タカシ

				株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント カブシキカイシャ		運営管理部長 ウンエイ カンリ ブチョウ				依田将志 ヨダ マサシ





野村不動産(10月22日)

				野村不動産 ノムラ フドウサン		ビルディング事業部 ジギョウ ブ		エンジニアリング課 カ		課長 カチョウ		平内善之 ヒラウチ ヨシユキ

				野村不動産 ノムラ フドウサン		ビルディング事業部 ジギョウ ブ		エンジニアリング課 カ		部長代理 ブチョウ ダイリ		犬木敏 イヌ キ ビン

				野村不動産 ノムラ フドウサン		ビルディング事業部 ジギョウ ブ		エンジニアリング課 カ				河下明千 カワシタ アキ セン

				野村不動産 ノムラ フドウサン		ビルディング事業部 ジギョウ ブ		事業二課 ジギョウ ニ カ		主任 シュニン		津村拓史 ツムラ タク シ

				野村不動産 ノムラ フドウサン		ビルディング事業部 ジギョウ ブ		事業二課 ジギョウ ニ カ		課長代理 カチョウ ダイリ		三浦陽平 ミウラ ヨウヘイ





東京建物(11月19日）
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業務ビルの高付加価値の視点
非常通信はオフィス・インフラ整備の対象

１．停電時の電源確保

２．危機管理会議で使える非常通信

３．業務ビルでの帯域保証型衛星電話導入

４．ユーザ企業が利用しやすいビジネスモデル

15
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５．公衆網に頼らない企業内通信、企業間通信の構築で、公衆網の負担抑制

3.11以後の業務ビルの対策変化

非常用発電導入・制振エレベータへ改修
トイレ用中水・井戸掘削など

非常通信への対応は未着手

業務ビルの未対策

ユーザの声

入居しているビルで、非常発電・非常通信の整備を行おうとすると、1000万円前後の工事費が発生。
設備が整備された新築ビルへ移転も検討。

帯域保証型の衛星電話は有効だが、衛星携帯電話のリース期間が途中などで終了時に検討したい。
ビルオーナーの整備協力があれば帯域保証型衛星電話を検討したい。

衛星携帯電話の契約数が飽和状態と聞いており、いざという時に輻輳するのではないかと不安だ。
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複数のテナントが利用できるようにしてほしい

ユーザの声を実証実験で検証

音声だけでなく映像を利用したい
デベロッパー9社と個別に対話
述人数 100人の対話

BECS（衛星電話とMCA無線の接続を体験し、非常通信の課題と
期待する機能やサービスについて対話を重ねた

技術検証（複数テナント利用の確認）
実証実験（衛星通信を利用したテレビ会議の実証）

①対話 ②要望

③検証

④新たなビジネスモデル

インターネット、テレビ会議ができ、かつ複数テナント利用できる
非常通信の実現



WiFi

草地広場

帰宅困難者訓練コース

9:30 東京ビル
スタート

11:00 霞ヶ関
５庁舎収容

11:30 日比谷公園
解散

対策本部

霞ヶ関省庁

10:40 日比谷公園
展示体験

17



9:30 東京ビルスタート
１F通路集合状況
帰宅困難者中継

東京ビルTOKIA

衛星通信

iPhone/Android

18



東京ビルTOKIA集合
■ブルーシート敷き訓練

■非難コース地図配布 ■多言語対応ガイド（在日外国人向け）

■ブルーシート待機訓練

19



10:40 草地広場
衛星通信回線体験コーナー
（Web会議体験）

日比谷公園

衛星通信

UCS（Web会議） ＋ 衛星通信回線
リコー スカパーJSAT

WiFi

トヨタ ミライ 20



日比谷公園実施体験

21



日比谷公園BECSコーナー

■電源の確保
電気自動車より、電源供給する。
ミライ＋ホンダ技研電圧変換機
アビームコンサルタントがコーディネイト22



Web会議共有画面

23



霞ヶ関省庁

No 会社名 氏名 チェック No 会社名 氏名 チェック

1 株式会社ABC 山田　太郎 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13

11:00 霞ヶ関省庁
①名簿チェック
②タブレットで読み取り
関係区にメール配信

③帰宅困難者の状況をリアル
タイムで画像配信

本部で名簿のチェックと
帰宅困難者の状況を
リアルタイムで共有する

対策本部

衛星通信

リコーIWB＋UCS

24


Sheet1

		No		会社名 カイシャナ		氏名 シメイ		チェック				No		会社名 カイシャナ		氏名 シメイ		チェック

		1		株式会社ABC カブシキガイシャ		山田　太郎 ヤマダタロウ						14

		2										15

		3										16

		4										17

		5										18

		6										19

		7										20

		8										21

		9										22

		10										23

		11										24

		12										25

		13





Sheet2

		





Sheet3

		







日比谷公園

11:30 日比谷公園集合
帰宅困難者の状況を配信

本部で名簿のチェックと
帰宅困難者の状況を
リアルタイムで共有する

対策本部

衛星通信

25



開催内容 みなとみらい21

テーマ 第22回みなとみらい21地区合同防災訓練
■日時 平成２９年３月６日（月）※小雨決行 8:30にて通知連絡

10:00～12:00

■場所 日本丸メモリアルパーク内広場
訓練センター
グランモール公園ヨーヨー広場他

■主催 一般社団法人横浜みなとみらい21
■関係機関 西消防署、西区役所、中区役所、水道局等
■ＢＣＰコンソーシアム

スカパーＪＳＡＴ、移動無線センター、ＭＣアクセスサポート
日本アンテナ、リコージャパン

26



会場地図 みなとみらい21

　　　　　　 　

訓練会場図（日本丸メモリアルパーク
内）

③ 負傷者搬送及び応急手当訓練
１０：４０～１１：４０

④ 屋内消火栓放水訓練
及び消火器訓練

１０：４０～１１：４０

○ 展示スペース
・地下給水タンク等の紹介

・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ空気電池の展示

１０：４０～１１：４０

【別会場（グランモール公園ヨーヨー広場）】

⑤ 災害用地下給水タンク操作訓練

１０：４０～１１：３０

帆船日本丸

桜木町駅

さくら通り

海面

〇衛星通信回線
ネットワーク体験

１０：４０～１１：４０

⑦ 煙通路体験
１０：４０～１１：４０

① 一斉シェイクアウト
１０：１０～１０：１５

【別会場（ ）】

② 帰宅困難者受入訓練

１０：４０～１１：２５

本
部

集合場所

⑥ 起震車体験訓練
１０：４０～１１：４０

救助・消火活動デモンストレーショ
ン

救助・消化活動

27



救助・消化活動デモンストレーション

１０：１５ アリーナ周辺

iPhone Apps 帰宅困難者中継

衛星通信

WiFi

28



１０：００ 衛星通信回線ネットワーク体験
UCS設置（Web会議体験）

実地訓練 展示コーナー

衛星通信回線

UCS（Web会議） ＋ 衛星通信回線
リコー スカパーJSAT

＋ 防災無線
MCAサポート

WiFi

※テーブル×２ イス×２ 電源コード 29



2016年8月6日実施
内閣府 南海トラフ対応訓練

東海DMAT調整本部

愛知県対策本部

IWB

UCS

IWB

UCS

通信衛星

基地局

RICOH UCS
データセンター

モバイルWiFi

Docomo等
有線
LAN②

有線
LAN①

モバイルWiFi

プロバイダ

インターネット網

UCSは同時２台
は衛星に接続し
ないとした。
代替回線には
モバイルWiFiを
用意

静岡県対策本部

モニター UCS

小牧空港

モニター UCS

熱田神宮球場

モニター UCS

岡崎市民病院

モニター UCS

岐阜県対策本部

モニター UCS

三重県対策本部

モニター UCS

30



東海DMAT調整本部

設置状況-1 東海DMAT調整本部 於：愛知県庁

31

リコーデジタルホワイトボード

リコーテレビ会議システム



名古屋空港SCU

設置状況-2 名古屋空港SCU・熱田神宮・岡崎市民病院

32

ディスプレイ

リコーテレビ会議システム

熱田神宮対策本部

ディスプレイ

リコーテレビ会議システム

岡崎市民病院対策本部

ディスプレイ

リコーテレビ会議システム



津波
浸水域

道路通行
止め箇所

東海調整本部側で、防災科研地図情報を、岡崎市民病院で必要な程度の位置・縮尺に調整。
津波浸水域（水色部分）を明示、更に道路通行止め箇所等を手書き機能で追記（赤丸部分）解説。

東海ＤＭＡＴ調整本部側での表示状況

岡崎市民病院

表示情報の詳細

岡崎市民病院の要請で、防災科研地図で周辺の津波浸水域を明示、ポイントを手書きで解説

データ提供：防災科学研究所

33

実践の状況① 東海DMAT調整本部 於：愛知県庁



..¥..¥八戸市民病院¥ビデオ２¥00014_DMAT本部_IWB.MTS

34

2017年3月11日実施

八戸市立市民病院災害訓練
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BECS普及に向けた課題と解決策

業務ビル側の認識向上(ビジネスモデル)
単独利用、複数テナント利用(アンテナ共有型)

新築ビルの初期設備として社会的合意形成

既存ビルの施設の適合性
アンテナ設置場所の確保
ケーブル引回し物理的制限
非常用電源の確保
工事費用の分担

課題 解決策

ガイドラインの策定

非常通信をオフィスの標準仕様に向けて
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