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経験したことのない困難な状況では

ありましたが、NTTグループの総

力を挙げて、一刻も早い通信サービ

スの回復に取り組みました。」（岡政

秀氏）

NTT東日本では蓄電池や非常用

発電機を用いて通信ビルの通信装置

に電源供給を可能とすることによ

り、商用電源の停電に備えている。

停電時に自前で電力供給が可能な時

間は、蓄電池のみを備える通信ビル

の場合で十数時間程度である。数日

しかし、その後に発生した津波に

よる被害は前例のない深刻なもので

あり、通信設備も例外ではなかった。

通信ビルは16ビルが全壊、12ビル

が浸水。また沿岸部では電柱2.8万

本、架空ケーブル2,700kmが流出す

るという、NTT東日本がかつて経

験したことのない被害を受けてお

り、被害の規模は阪神・淡路大震災

の実に10倍以上に相当する。

「ヘリコプターで上空から被災地

の様子を写した際の映像は見るも無

惨で、本当に何も残ってない状況で

した。通信ビルがなくなるという、

今年３月 11日に宮城県牡鹿半島

沖を震源に発生した地震は、マグニ

チュード9.0という、阪神・淡路大

震災の約 1000倍にあたるエネルギ

ーを持つ巨大地震だった。地震の揺

れによる被害は、阪神・淡路大震災

などの激甚震災に比べると、意外に

もそれほど大きくなかったと言われ

ている。建物に被害を与える周期の

揺れが少なかったことが原因の一つ

と考えられている。

マグニチュード9.0という歴史上においても数例しかない規模の地震が引き起こした津波は、さまざまな社会インフラを破壊し
た。NTT東日本の通信設備も直接、間接的に深刻な被害を受け、広範囲に通信手段が失われた。一刻も早く被災地の通信イン
フラを回復するという強い使命感から、同社は5月6日までにほぼ全ての応急復旧を完了し、同時にさまざまな被災者支援活動
を行っている。

広大な被災地で通信サービスを迅速に復旧
応急復旧の取組み 

ネットワーク事業推進本部
サービス運営部長

兼広域ネットワークセンタ所長岡政秀氏

図1 津波被害の大きかった陸前高田の様子（3月19日撮影）
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間に及ぶような停電の際は移動電源

車を出動させるが、今回の震災では

想定をはるかに上回る広域停電が発

生したため、保有する移動電源車で

全ての通信ビルをカバーすることは

困難だった。加えて燃料不足の影響

も大きかった。

「大規模災害に備えて石油会社と

調達協定を締結していますが、石油

貯蔵施設などの損壊による極度の社

会的燃料不足により、発災後数日は

発電機用の燃料を満足に調達するこ

とが困難でした。」（中島康弘氏）

このような事情により、発災２日

後には最大で385ビル、150万回線

の電話やインターネットアクセスサ

ービスが利用できなくなってしまっ

た。被害の実に約８割が長時間停電

によるものだった。

通信ビルへの電源供給は、移動電

源車を含む非常用の発電機が頼りで

あった。このため、NTT東日本が

保有する移動電源車のうち、関東圏

の計画停電に対応する以外の移動電

源車に、NTT西日本から支援を受

けた移動電源車を合せ、約100台が

支援として東北に配置された。

また発動発電機は長くても数日で燃

料補給が必要になることもあり、燃料

の確保と運搬が重要な鍵であった。震

災直後の深刻な燃料不足や、地震と津

波による道路状況の悪さにより、この

ミッションは困難を極めたが、NTT

グループのNTTファシリティーズに

よる貢献もあり、多くの通信ビルにお

いて応急復旧、およびその後の通信サ

ービス継続を実現した。

震災直後は全国から被災地への通

話が通常時の８～９倍、被災地の県

内通話が同じく４～５倍に増加し

た。これに対し、NTT東日本はト

ラヒックコントロールにより重要通

信を確保するとともに、災害用伝言

ダイヤル（171）の運用によってト

ラヒックの分散を図った。震災当日

の深夜には平常時の最繁トラヒック

と同じレベルまでトラヒック量が緩

和された。

阪神・淡路大震災では通常時の約

50倍にのぼるトラヒックが集中し、

平常レベルに戻るまで５日を要して

おり、比較するとかなり早期にトラ

ヒックが落ち着いたと言える。災害

用伝言ダイヤル（171）によりトラ

ヒックが分散された効果が大きかっ

たほか、過去の激甚震災時と比較し

て携帯電話やメールの利用が増えた

こと、被害が広範囲であったことや、

避難により固定電話を使用できる人

が少なかったことも影響したと考え

られている。

阪神・淡路大震災の教訓を活か

し、災害時に連絡を取り合える手段

として開発された災害用伝言ダイヤ

ル（171）は、新潟県中越地震等を

経て認知が進んだ。３月 11日の地

震発生後も運用が行われ、災害用

ブロードバンド伝言板（web171）

とともに安否情報の確認に活用さ

れた。

地震当日は都心部においても帰宅

困難者が多く、通信規制により携帯

電話がつながりにくいという状況が

発生した。このような状況の中で、

阪神・淡路大震災の経験を踏まえて
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図2 東日本大震災における被災状況の概要
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路大震災直後は、公衆電話機の金庫

が硬貨により一杯になってしまうと

いう問題が発生したが、公衆電話の

無料化により、その問題を回避する

ことができた。大量の海外通話が行

われ、NTT東日本が通話料を負担

しなければならないという問題が発

生したものの、被災者支援を優先し、

無料化を実施した。

公衆電話の無料開放が初めて実施さ

れた。東日本エリア全てで実施され、

公衆電話からの通話回数は被災地で

震災前日の最大６倍、同じく首都圏

で最大 15倍にのぼった。阪神・淡
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大津波による通信設備の損壊を復

旧させる作業は、困難を極めた。最

も復旧活動を妨げたのは大量の瓦礫

だった。瓦礫に阻まれ通信ビルや復

旧したい地点まで近づけない、ある

いは近づけてもマンホールの上の瓦

礫を取り除かない限り、蓋が開けら

れないなど、まさに瓦礫との格闘で

あった。

また私的財産が残っているかもし

れない家屋の残骸の扱い、処分場の

不足などの課題にも直面した。この

ため自治体や自衛隊などと密接に連

携しながらの、地道で粘り強い復旧

活動を余儀なくされた。

多くの被災者が厳しい環境に置か

れた被災地では、復旧作業にあたる

人員の作業環境も厳しいものだっ

た。上下水道やガスなどの各種ライ

フラインも停止していたため、場所

によっては風呂にも入れない。また

宿泊所の確保さえおぼつかないとい

う状況であった。

そうしたなか、瓦礫の地に真新しい

電柱を何本も立て応急ケーブルを敷設

する一方、窓や扉などの開口部のほと

んどが津波で破壊された建物をベニヤ

板などで応急処置し、破壊された通信

装置を全国の工事予定物品から転用

し、砂まみれや塩まみれの配線盤を洗

浄するなど、考え得る様々な緊急措置

が行われた。このような応急復旧の具

体例をいくつか紹介する。

津波で橋とともに中継ケーブルも流

出した岩手県の気仙大橋における応急

復旧も困難を極めた。流出を免れた上

流の橋まで５kmの距離があるため、

迂回すると施工に時間が掛かる。ケー

ブル調達量にも限りがあったことか

ら、岩手支店が行政に許可を取り、川

越しにケーブルを敷設することで早期

の復旧が図られた。川幅が広い川の上

を渡す場合、高所作業を回避した長ス

パン工法と呼ばれる工法もあるのだ

が、現場第一線のメンバーが慣れ親し

んでおり自信を持って施工できる、図

3にあるような従来工法による敷設が

現場から提案され、見事に作業を完了

した。人の力が頼りの工法であり、現

場の判断力、対応力の高さを示す事例

と言える。

図4のように通信ビルごと流出し

　　　　：  既設ケーブル 
　　　　：  新設ケーブル 気仙大橋 
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■ 津波により落橋した気仙大橋とともに中継ケーブルが流出。 
■ ルートを迂回し、川越しにケーブルを長スパン敷設することで中継伝送路を復旧。 

図3 中継伝送路の確保（岩手県気仙大橋）
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た七ヶ浜では、跡地にSBM-BOX

（加入者回線収容装置）と IP-BOX

（屋外設置型回線収容装置）を設置

することにより、通信サービスを復

旧した。

「これらの装置は有事に備えた可

搬型のものではありません。別のエ

リアで予定されていた更改・新設計

画を中断し、装置を転用することに

より復旧しました。」（河野真之氏）

宮城県の女川ビルの場合、流出は

免れたものの、被害が大きく復旧は

難しい状態だった。そこで、上位ビル

に相当する渡波ビルから女川町災害対

策本部まで、使用可能な既存ケーブル

を活かしながら通信ケーブルを敷設

し、RSBM-F（屋外設置型の遠隔加入

者収容モジュール）を設置することに

より通信サービスを復旧した。

岩手県の陸前高田ビルも同様に復

旧が困難であったため、隣接する通

信ビルに回線を収容して対応した。

通信ビルから、市役所や仮設住宅に

設置した加入者線収容装置までは、

全てのルートでケーブルを新設する

のではなく、他社の光ファイバーを

一部区間で借り受けることにより、

工期を短縮している。

このように、可搬型の通信装置で

通信ビルの機能を代替したり、移動

電源車から受電設備までの距離が長

ければビルの入り口を壊して車両を

ビル内に入れるといった対応が、現

場の判断で行われたため、迅速な復

旧が可能になった。本社は現場に足

りない装置や資材の手配、NTT-

MEなどのグループ会社に対する協

力要請などにより現場をバックアッ

プした。

通信ビルから利用者宅までの、ア

クセス区間の復旧も困難を極めた。

被災地があまりにも広大かつ被害が

大きく、リソースの適切な分配が不

可欠だった。そのため自衛隊にも協

力を要請し、瓦礫を撤去しながら、

使用可能なケーブル、ルートの確認

を優先した。

また、需要の高いエリアから優先

的に復旧するため、需要の予測も重

要だった。

「住宅の被害状況を確認し、『住民

の方が避難所から戻ってきそうなお

宅』の目星をつけました。確認作業

は人が行うしかなく、西日本からの

応援も含めた大量動員で対応しまし

た。」（池田敬氏）

近年のメタルケーブル生産の減少

ならびにメーカ工場の被災により、

多対ケーブルの調達が困難であった
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図4 津波により流された通信ビル（宮城県七ヶ浜町七ヶ浜ビル）
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原発事故は応急復旧の大きな妨げ

となった。事故発生直後は情報が限

られていたこともあり、社員の安全

を確保するため原発から30km以内

での復旧作業は見送られた。しかし、

緊急時避難準備区域に指定された

20～30km圏内にも避難しない住民

がいたことから、通信サービスの復

旧作業は不可欠だった。

30km圏内の通信サービス復旧に

は、原発から約10km地点に立地する

磐城富岡ビルの復旧が必要であった。

「福島支店から『避難区域での復旧

作業をさせて欲しい』という強い要望

がありました。現場からの声があって

こその復旧活動であり、本社だけの判

断では作業を指示することは難しかっ

たと考えています。」（桜田孝喜氏）

こうして、東京電力や東北電力の

協力を得て電力を回復すると共に、

NTT東日本は現地入りして復旧作

業にあたった。事前に周辺の線量に

ついて情報収集し、安全を確認した

上での決断であり、準備は念入りに

行われた。当初は管理職のみ 11名

が現場入りし、作業時間は4時間に

限定された。作業には全て放射線管

理技士が帯同している。

安全確保のため、事故発生当時は

４つしかなかった線量計を方々に手

配して約100個まで増やし、専門家

と相談して累積被爆量の基準値も独

自に設定している。

この取組みにより、４月 16日ま

でに30km圏内にある６つの通信ビ

ルが機能を回復し、結果として携帯

電話の基地局も一部機能を回復する

に至っている。

復旧作業にあたってはNTT東日

本グループだけでなく、NTT西日

本グループをはじめとするNTTグ

ループ各社、通建会社から支援を受

け、投入された人員は1日あたり最

大で約6,500名に及んだ。

以上のような取組みの結果、図６

に示すように急ピッチで復旧が進

み、５月上旬には概ね全ての通信ビ

ことから、本来なら1条ですむとこ

ろを2条の細いケーブルを束ねると

いった対応も必要だった。多くの電

柱が破壊されたため、簡易に建てる

ことが可能な鋼管の電柱を使い、早

期の応急復旧を果たしている。

アクセス回線を復旧すれば終わり

ということではなく、復旧したアク

セス回線の先で引き込み線が切れて

いる、または家庭内の通信装置が浸

水により故障しているという問題も

あった。

津波による被害で1階が使えなく

なった住居にも、避難所から戻って

２階で生活するというケースが多

く、相当被害の大きかったエリアに

おいても次々に通信サービス再開の

要望が寄せられた。

こうした動きに伴い、大量の問合

せが寄せられるようになったが、長

期にわたる全国支援などにより、現

在ではほぼ通常どおりのレスポンス

タイムで対応できるまでに落ち着い

ている。
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《磐城富岡ビルにおける作業の様子》 

放射線管理技師を帯同し、防護服を着用の上、 
作業を実施 

福島第１原発 

磐城富岡 
福島第2原発 

楢葉 

大熊 緊急時避難準備区域 
（4/22～） 

屋内退避指示 
半径20-30km
（4/22より解除） 

浪江 

いわき双葉 

葛尾 

※白抜き文字が復旧した６ビル 

半径20km
避難指示区域 

(4/22より警戒区域)

いわき広野 

いわき川内 

いわき津島 

計画的避難区域 
（4/22～） 

図5 原発エリアの復旧作業（福島県磐城富岡ビル）

ネットワーク事業推進本部設備部
基盤設備担当部長

兼環境デザイン室長桜田孝喜氏
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今回の震災では、被害が広範囲で

あったことや原発避難区域が設定さ

れたことにより、多くの被災者が避

難所へ避難した。このためNTT東

日本は自治体からの要望にあわせ、

1000か所の避難所等に特設公衆電

話を設置した。有線による設置が困

難な地域ではポータブル衛星装置等

やNTT東日本が保有する衛星携帯

電話も活用し、いずれも無料で

のサービス提供だった。

安否情報の確認や被災情報、

さらには今後の仮設住宅の情報

収集を支援するため、フレッツ

光等によりインターネット接続

環境も用意した。また、無線

LAN環境も整備し、被災者、

避難者だけでなく、被災地でボ

ランティア活動を展開する人達

も無料で使えるようにした。

自治体の建物も大きな被害を受け

たため、仮庁舎を設置する自治体が

少なくなかった。NTT東日本はこ

うした仮庁舎に向け通信サービスを

復旧するだけでなく、自治体の業務

に必要なビジネスホン、FAX、パ

ソコンなどの通信機器を無償で提供

した。

このほか、被災者向けに電話基本

料の無料化、仮設住宅への電話機の

寄贈、医療/教育分野への支援、仮

設住宅需要に対するNTT東日本の

社宅の提供なども実施した。これら

の支援は通信事業者の枠を超えた、

まさに地域一体型企業であるNTT

東日本ならではの支援と言える。

（平成23年10月13日までの延べ数） 

最大時 2,337

1,113

2,817

3,930

設置回線数 

273

247

203

450

設置箇所数 

インターネット接続 

コーナー 

設置箇所数 

777

458（再）その他 

（再）被災３県計 
 

744

1,202

特設公衆電話 

総計（延べ数） 

図7 避難所等における通信手段確保の取組み

ルでサービスを復旧できる状況まで

に回復した。

「こうした非常時においても、こ

れまでの経験・スキルを活かした迅

速な対処、現場の士気の高さと使命

感の強さ、そして 現場の士気の高さ

と、NTTグループの総合力というも

のを強く感じました。」（出村豊氏）
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図6 急ピッチで進められた通信ビル・通信サービスの応急復旧
ネットワーク事業推進本部
広域ネットワークセンタ

企画部門長出村豊氏
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