資料１
第 1 回 一般財団法人自治体衛星通信機構有識者会議
議事要旨（案）

１．日時 ：
平成２６年１０月１日（水）13：30～16：35
２．場所 ： （一財）自治体衛星通信機構大会議室
３．出席者 ：
（委員）太田委員、大西委員、大山委員、後藤委員、佐藤委員、末松委員（座長代理）
、中本
委員、増田委員、吉井委員（座長）
、米田委員
（委員代理）上原 孝夫様（安里委員代理）
、秋月 平様（中久保委員代理）
（オブザーバー）篠原 俊博様、松本崇良様
（事務局）久保理事長、伊藤専務理事、山口参与、尾畑事務局長、根塚総務部参事兼情報企画
課長、長田総務課長、大内技術部長、布袋田技術部参事兼システム開発課長、山倉
ネットワーク推進課長、梅谷免許管理課長、内田山口管制局長
４．議事次第
１．開会
２．理事長挨拶
３．委員・事務局の紹介
４．有識者会議設置の趣旨説明
５．座長の互選
６．会議の運営についての申し合わせ事項の確認
７．技術検討部会委員の指名
８．機構の概要説明
（１）組織・財務について
（２）地域衛星通信ネットワークの概要について
（３）国と地域衛星通信ネットワークについて
９．経営上の課題と当面の審議予定について
10．末松委員による研究事例報告（災害に強い次世代小型地球局(VSAT)）
11．閉会
５．配布資料等
資料１ 一般財団法人自治体衛星通信機構有識者会議設置要綱
一般財団法人自治体衛星通信機構有識者会議委員名簿
経営本部と有識者会議・懇談会の相関図
資料２ 一般財団法人自治体衛星通信機構有識者会議の運営について（案）
資料３ 地域衛星通信ネットワークに関する技術検討部会委員の指名について
資料４ 自治体衛星通信機構の組織・財務
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参考資料１ 一般財団法人自治体衛星通信機構定款
参考資料２ 平成２６年度事業計画・平成２６年度収支予算書
参考資料３ 平成２５年度事業報告・平成２５年度収支計算書・貸借対照表
資料５ 地域衛星通信ネットワークの概要
資料６ 国と「地域衛星通信ネットワーク」
資料７ 経営上の課題と当面の審議について（案）
資料８ 災害に強い次世代小型地球局(VSAT)
委嘱状
配席図
一般財団法人自治体衛星通信機構パンフレット
６．議事概要
（１）開会（13:30）
（２）理事長挨拶
自治体衛星通信機構は平成２年に設立され、自治省、省庁再編後は総務省所管の公益法人と
して、地方公共団体と防災関係機関が共同で利用する衛星通信システムの管理運用を行ってき
たが、一連の公益法人改革を受け、本年４月１日から一般財団法人に移行。
地域衛星通信ネットワークは、現在全国で約３,５００の地球局が整備をされ、世界に類例
のない衛星通信網を形成。特に災害時においては、災害現場の映像情報の伝達をはじめとして、
主要な災害における通信手段としての役割を担ってきた。
平成２３年３月の東日本大震災においては、被災地の多くの市町村で地上系の情報手段が完
全に途絶した状況の中で、唯一の通信ツールとして、その有効性を最大に発揮。
当時は、消防庁長官として、東日本大震災の消防における救援活動の陣頭指揮を執っていた
が、被災地での情報の的確な収集と伝達が急務で、当初通信がうまくいかないということがあ
った中で、地域通信衛星ネットワークが唯一、通信できたということも実感して、衛星通信の
重要性を再認識した次第。
この４月１日に就任以来、一般財団法人化した機構の安定的な経営、今後のサービスのあり
方について、内部で検討を行ってきた。
７月には機構の経営全般に関する事項を包括的に検討するため、内部で課長級以上の役職員
から成る経営本部を立ち上げた。
そしてこのたび、経営本部で検討を行う課題について、様々な立場からご意見、ご提言をい
ただくために、この有識者会議を立ち上げることにした次第。
この会議には危機管理や情報通信分野などの第一線でご活躍の専門家、国や地方公共団体で
情報政策・消防防災・危機管理政策に携わっておられる責任者の方々に参加をお願いした。
また、今後の課題として、ＬＧＷＡＮのバックアップ機能としての活用の可能性を考え、地
方公共団体情報システム機構にもご参加をお願いしている。
この会議でいただくご意見、ご提言等については、今後の事業計画や予算への反映、国への
要望等を通じ、着実に実施してまいりたいと考えているので、よろしくご指導のほどお願い申
し上げる。
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（３）委員・事務局の紹介
○ 事務局から、委員及び事務局の紹介を行った。
（４）有識者会議設置の趣旨説明（資料 1）
○ 事務局 この有識者会議は、機構の業務全般について幅広い視点からご指導いただき、今
後の経営の参考とさせていただくことを目的として、設置をさせていただくもの。
委員については、お手元の委嘱状にて委嘱させていただいたところ。また、今後審議をお
願いする内容を踏まえ、総務省住民制度課長の篠原様、及び衛星の貸し主であるスカパーＪ
ＳＡＴ株式会社様にもオブザーバーとして参加をお願いし、ご快諾をいただいたところ。委
員、オブザーバーは、委員名簿のとおり。
任期は平成２８年度末まで。
座長は互選。後ほど互選の手続をとらせていただく。
座長選任後、この会議は座長のもとに招集、運営される。
有識者会議のもとに、技術的・専門的な検討を行う組織として、技術検討部会を設置。技
術以外の制度的な検討を専門的に行う場合は、別の部会を置くことも可能。技術検討部会に
ついては、後ほど座長において委員指名の手続をとらせていただく。
有識者会議の位置付けは、相関図のとおり。内部の検討を行ってきたところが経営本部で
あり、理事長以下幹部職員等で検討を実施しているが、外部の有識者の助言等をいただこう
ということで、今回スタートさせていただくのがこの会議。この下部組織として、技術検討
部会・技術協議会を設置し、課題等についての検討を進めさせていただければというもの。
ご指導をお願いした事項については、技術検討部会などと連携しながらご審議いただき、
随時提言等をいただく立て付けにしており、この有識者会議でご審議いただいた事項につい
ては、機構の経営方針、事業計画等の策定や、国等への予算要望等に活かしてまいりたい。
（５）座長の互選
○ 米田委員の発議により吉井委員を推薦し、了承された。
○ 吉井座長（以下「座長」という。
）挨拶。 当機構については、理事を務めさせていただ
き、その将来像について、しっかり検討する必要があるのではないかと申し上げたことがあ
り、久保理事長から新たに有識者会議を設置するということをお聞きして、引き受けた次第。
何期かを務めた理事の任期の中で感じたことの１つは、通信を巡る非常に大きな変化の中
で、この機構は意外とゆっくりとしている。いつか恐竜みたいにならないかという不安があ
り、技術部長と過去にも検討したことがあるが、図体が大きいので機敏に動けないというと
ころもあり、環境の認識を踏まえて適合するような形で機構を変えていくということが必要。
もう一つ気になっているのは、現在スマートフォンが全盛になっており、防災関係の現場
にいらっしゃる方が携帯を使っているが、自分の携帯を使って補完している。これは、ある
意味異常なことであり、スマートフォンを含め、本来は公的に使うような仕組みに作ってい
かないといけないのではないかという問題意識を持っている。
それがどの程度、今回の有識者会議で反映できるか分からないが、そのような認識を元に、
専門家や現場の方々の意見をまとめて、これから検討を進めてまいりたい。
○ 吉井座長から、座長代理として、末松委員を指名された。
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（６）会議の運営についての申し合わせ事項の確認（資料２）
○ 会議の運営について以下の事項について申し合わせを行った。
① 会議は、一般財団法人自治体衛星通信機構（以下「機構」という。
）の経営全般に係る
事項についての審議を行う性質にかんがみ、原則として非公開とする。なお、会議の状況
については、委員了解の下に「議事要旨」を作成し、次回会議で配付する。
② 会議についての外部（会議委員、オブザーバー及び機構役職員以外の者）からの照会等
については、原則として座長の指示の下、事務局において対応するものとする。
③ 配付資料（議事要旨を含む。
）については、原則として会議終了後において公開とする
が、資料の性質上非公開とすべきものについては、別途会議で定める。
（７）技術検討部会委員の指名（資料３）
○ 「一般財団法人自治体衛星通信機構有識者会議設置要綱」
（以下「要綱」という。
）第６条
第１項の規定により設置する「地域衛星通信ネットワークに関する技術検討部会」の（以下
「部会」という。
）委員について、同条第３項の規定により座長が下記のとおり指名した。
愛媛県県民環境部防災局危機管理課防災情報係長 秋月 平 様
地方公共団体情報システム機構総合行政ネットワーク全国センターシステム部長 市川
幸広 様
スカパーＪＳＡＴサービス技術部部長代行 内山 浩 様
横浜市消防局警防部司令課無線主任 坂田 桐吾 様
千葉県防災危機管理部危機管理課情報通信管理室主査 地曵 晃広 様
東北大学電気通信研究所教授 末松 憲治 様
大阪府危機管理室災害対策課防災情報グループ副主査 高松 修司 様
沖縄県企画部総合情報政策課情報通信基盤班長 波平 三雄 様
福島県企画調整部情報政策課主査 山村 浩一 様
○ オブザーバーとして、以下の者が参加することを確認した。
(株)東芝コミュニティー・ソリューション事業部 荒井 雅則 様
日本無線(株)ソリューション事業部 菊田 徹 様
三菱電機(株)通信機製作所 木村 敏章 様
ＮＴＴコミュニケーションズ(株)第三営業本部 田畑 雅章 様
(株) 日立国際八木ソリューションズ企画本部 中村 繁樹 様
パナソニックシステムネットワークス(株)インフラシステム事業部 成澤 昭彦 様
(株)日立国際電気通信防災システム設計部 松村 謙次郎 様
富士通(株)公共営業本部 山川 幸一 様
沖電気工業(株)社会システム事業本部 山塙 浩二 様
日本電気(株)消防・防災ソリューション事業部 渡邊 一雄 様
このほか、総務省及び消防庁から、審議内容を踏まえ、必要に応じてオブザーバーとして
適宜参加する旨が確認された。
○ 第１回部会の開催について、１０月１６日（木）１３時３０分から機構会議室で開催する
こととされた。
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（主な意見等）
○ 委員 人事異動があった場合における委員の指名についての考え方について確認したい。
○ 事務局 任期は平成２９年３月までになるが、その間の人事異動等については後任の方に
お願いしたいと考えている。
（８）機構の概要説明
① 組織・財務について（資料４、参考資料１～３）
② 地域衛星通信ネットワークの概要について（資料５）
③ 国と地域衛星通信ネットワークについて（資料６）
（９）経営上の課題と当面の審議予定について（資料７）
○ 上記（８）及び（９）について、一括して事務局から説明を行った。
（主な意見等）
○委員 今まで第一世代が残っているところを、どうやって第二世代に持っていくのか。やは
り次に魅力的なものを出していかなければいけない。既存システムや装置のリプレースだけ
ではなく、何らかの使い勝手の良さがユーザーにもあって、ＬＡＳＣＯＭとしても、例えば
帯域をもう少し有効利用ができるとか、もっとリテールやＪＳＡＴのデータが増えてきても
収容ができるなど、双方にメリットがあるソリューションをどうやって仕込んでいくのか。
黙っていると何も出てこないので、こういう方向のものができたらいいなというところを議
論して、それが実際にできるかどうかというのは部会で揉ませていただこうと思う。
○座長 利用が減ってきているというのは、多分使うメリットがなく、代替手段が出てきてい
る。緊急時には既存の通信網がだめなので、衛星に来ればそれだけは残っているという状況。
ということは、バックアップや災害時利用はニーズとして十分あるから、ＬＧＷＡＮのバッ
クアップの話もそういう形で出てきたような気がする。それはそれでニーズが見えており、
やる環境はかなりできているのではないか。
それ以外にＪ－ＡＬＥＲＴとかヘリサットの延長線上で、新しいサービスを開拓していく
ということがある。自治体も、
「普段使い」がないと、予算当局と折衝をするときに、災害
時利用だけではもったいない、もうちょっと安くしろとなってしまう恐れがあって、地上系
有線も充実してきた中で、必要なのっていう議論と似てくる。
事務局からは、衛星と、地上系有線だとバックアップの関係があるのでかろうじて残って
いるが、普段使いも考えないと厳しい。そうでないと料金値下げの要求が出て、益々赤字が
膨らんで、厳しい状態になるという説明をいただき、これからどうしていくか、知恵をお借
りしたいという話だった。
○委員 庁内にいればＥメールを見れたり、各端末がＬＡＮにつながっているから、問題ない
が、一方で、庁外に出れば、Ｅメールも使えなくて、相当困っている。庁外でも使えるよう
なモバイル端末を配れば済むことかもしれないが、より安全な形でメールの送受信ができる
ということであれば、ＬＧＷＡＮ等の安全なものはあるが、衛星を使った通信網を使うとか
という形で、うまく活用できればと思っている。
災害時に現場へ行って、写真を撮って、本庁に送ったりするが、そのときに使うのは自分
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の携帯やスマートフォンだが、実際の災害時には通信機能はあったとしても使えない。災害
時優先電話のサービスは、県庁のほとんどの課で設定したが、個人が持っている端末ではで
きないので、普段使い慣れている回線が使えないし映像も送れない、もちろん電話もできな
いということで、相当困っている。本当は自分が持っているものも仕事で使っていいのかと
いう議論もあるが、ほとんどの県の職員が自分の端末で仕事をしている。自分が持っている
アドレスに衛星を使うドメインがあって、そこに登録すれば、災害時にはそこを選択して通
信できる仕組みがあったら便利だなと思っている。
○理事長 私が理事長になって、経営状況とか話を聞いて、内容を見たら赤字体質になってお
り、チャンネル数も減っているという中で、新たなサービスとしてモバイル的なものはでき
ないのかと思った。結局、消防庁とか県庁とかＶＳＡＴがあるところに行けば通信はできる
が、知事や市町村長は、自分の今いるところから指揮しなければいけないということを考え
たときに、どうなっているのだろうかと思った。
一方でＮＴＴやａｕが衛星携帯を出しているが、知事や市町村長から見たら、ＬＡＳＣＯ
Ｍの携帯と誤解したり、使い勝手が悪いという話にまでなる。だから経営本部会議の中でも、
端末的な発想ができないのかという議論もした。技術の話もあるが、検討課題にしていただ
きたい。
使っている人に魅力だなと思われないと、誰も使わない。平成２年にできたときは、地上
系の光ファイバーも発達していなかったから、行政情報分野とか、衛星通信の明るい話で発
足したが、その後、光ファイバー網が張り巡らされ、安くて大容量の通信ができるようにな
った。しかしＬＡＳＣＯＭネットワークというのはこれまでと全く同じことをずっとやって
きただけだったと思う。
ただ、東日本大震災で実感したが、地上系ではだめだという局面が、あのような大災害に
なったら起きる。そうなったときには、ここしかないということだけは絶対消えないメリッ
トだと思う。財政当局との折衝では、１００年に１度だろうという話になってしまうが、１
００年に１度という大災害は、広島や御嶽山など、現在どんどん起きている。だから、防災
のときのバックアップ機能として、絶対我々でなければできないものがあるのだが、それを
言っているだけでは駄目。現実にどうやって運用したらいいのかというところを議論してい
ただきたい。
○事務局 衛星の場合、衛星と通信する基地局を置いて、その周りをＷｉ－Ｆｉでカバーする
というやり方があり、おそらくそのようなソリューションを使って、自身の携帯をＷｉ－Ｆ
ｉに切りかえて、衛星の基地局を狙って通信させ、その後は衛星で飛ばすというやり方がで
きるのではないかと思う。
○委員 県でＩＣＴ総合戦略の策定に取り組んでいるが、全島Ｗｉ－Ｆｉという構想を打ち上
げようと思っている。防災拠点や観光拠点等で利用できる県内共通のＷｉ－Ｆｉ基盤を構築
し、当面はキャリアの通信網を使って、公衆網という形で提供したいと思っているが、万が
一の場合は行政が使う形の通信拠点を作りたいと思っている。そのときは当然、県が使って
いる衛星網、通信網も利用されるといいのかなと思っている。
○委員 ９月１日に総合防災訓練をやったが、車載局を現地へ持ってきて、そこでＷｉ－Ｆｉ
環境をつくって、簡易な交換機を使って、そこから自分が持っているスマートフォンをＷｉ
－Ｆｉでつなぐと、アプリケーションがダウンロードされて、自分の番号をそのままで衛星
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回線を使って自由に通話ができていた。そのときは「きずな」の回線だったが、他の衛星回
線でもそういった仕組みはとれるのではないか言われていた。今後の検討の中で、非常に有
効ではないかなと思う。
○委員 今のような形でかかるコストは、衛星を使った場合と地上波系で使った場合でどの程
度違うものなのか、予算を考えたら、衛星系ではなくて、地上系で済ますとかということは
あり得ると思うので、実際に構築したときに、衛星系と地上系で、どのぐらいコストが違う
のかイメージができるような、数字なり何なりを教えていただけると、大変ありがたい。
○事務局 本来はモデルを決めて比較しなければいけないが、この場の議論の参考に大変粗っ
ぽい比較を申し上げる。例えばインターネットを接続するのに１メガ当たり幾ら払うとイン
ターネットに接続できるかというと、今は１,０００円以下。日本の場合は、日本全国と国
際のゲートウエーの関門局につながる費用をそれで全部カバーするが、この時、何千万人が
共有しているということがあってこそ、そういう値段が実現できるというもの。衛星の場合
は例えばキャリアが持っている衛星だと、たくさんの人が共有するので、ある程度の値段は
出せるが、逆に言うと、災害時等でニーズが集中したときには輻輳が起きるというトレード
オフがある。ＬＡＳＣＯＭ衛星の場合は、都道府県専用のネットワークなので、輻輳が起き
ない運用を目標に設計している。専有している１トランスポンダーの容量を３６メガぐらい
とし、それがコストの桁としては何千万円の単位になるので、１,０００万円を３６メガで
割った値が、トランスポンダーを通過させるためのメガ単金となる。それに地球局の管制な
どのコストを足していくのが、委員が知りたい値段ということになる。このような非常に雑
駁な計算をすると、
（１，０００円に対する数十万円なので）桁が２桁ぐらい上がってしま
うような感覚になる。
○理事長 地上系といっても、結局公衆回線だと、災害になったときは使えない。東日本大震
災の場合は、地上系の中継基地もやられたので、物理的に全く駄目だった。我々の衛星回線
は専用回線なので、当然通常以上に利用されたが、回線の能力からいえば、まだ６割は余裕
があった。それをどう考えるか。
○座長 現在は、少なくともコスト比較だけでもできるかもしれないので、事務局で、資料を
作っていただければと思う。
○委員 モバイルの端末についての考え方は２通りあると思う。１つは衛星携帯電話みたいな
ものを自分たちで持って使うという考えがあるが、なかなかペイしないし、しょっちゅう使
えるものでもない。自分の携帯電話を使って衛星でも使える形のものは、端末を作るとお金
はかかるし、使っていない。普段使いという面でも、自分の携帯電話がいざというときには
衛星につながるようなルートをどうやって得るのかというのは重要である。
○委員 災害時に有効だというところが何といっても持ち味で、費用対効果という比較でいく
と、代替手段は多分ない。そういう意味では比較が難しいが、地上回線との比較という意味
でいくと、例えば同じことをやるためには専用の地上回線を敷かなければならない。衛星が
スタートしたときからコストパフォーマンスに優れているというのは言われていて、地上系
の幹線の中継所だけで１箇所何千万円もかかるものを、５０、６０箇所建てなきゃいけない。
そういうものと比較すると、非常に衛星は安い。そういう意味で単純な比較でいくと、多分
この災害時に有効なこれだけの手段のものをほかの代替手段でやると、多分衛星にかなうも
のは本当はない。
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ただ、再整備が全然進まないのは、普段使いでやれないという点で、これは衛星も地上も
同じで、災害時に有効なもののためだけに投資ができるのかというところが難しい。
○委員 東日本大震災の発災当時に災害対策本部にいて、通信手段が非常に限られている中で、
この衛星通信を使って、東京事務所や、ほかの県と連絡させていただいたというのが非常に
印象に残っている。システムも第二世代を２３年度から２４年度にかけて整備している。
一方で、庁内のネットワークシステムについても、地上系の通信網を一部バックアップと
して災害に備えていこうという改修を２４年度に行った。ＬＧＷＡＮとの接続は、バックア
ップをする意味でも非常に我々としても助かるのではないかなという印象を持っている。
常時接続の部分については、本当にそういうような形になれば非常に有効な手段になると
思う。中山間の市町村にとっては非常にありがたいシステムになるのではないかなと思う。
普通の携帯電話の基地局の整備事業もやっており、特に中山間の未整備の市町村からは、
基地局の整備の要望が実は非常に多くあるが、人口が少ないところに民間の事業者も乗って
くれないという事情もあるので、行政だけでも常時接続できるものができれば、非常にあり
がたいと感じた。
○委員 日常業務では庁内のネットワークの運用管理をやっていて、ＬＡＳＣＯＭの衛星は防
災担当課がメーンでやっている。比較的ネットワーク的には恵まれた地域で、狭い中に人口
が多いので、民間のキャリアがネットワークをほぼ張りめぐらせている状態で、出先機関も
含め、１０年ぐらい前から光ファイバーを放り込んでいるような形になっている。実際、業
務の中で、衛星通信は、地上系が切れたときというイメージしか持てておらず、コストが響
いてくるというのが気持ち的にある。
ただコストが響いたとしても、非常時は、逆に言うとここしかないとかという形になると
思う。キャリアにしても、どのみち地上局で、場合によったら潰れるので、全くそんなのに
関係ない衛星に移動基地局で運用できるというのがメリットだと思うが、それ以上のメリッ
トとなると、普段自分がそこで困っていないので、出てこないのが現状。
○オブザーバー 普段使いでの使い道という話で、以前に、住所情報等の受け答えをやるなら
ば、ＬＧＷＡＮ回線を使えという通知をしたが、市町村から言うと、およそ非現実的。何と
か電話でできないかと思い、今のＬＧＷＡＮ回線で電話をつけてやれないかと考えたが、今
の仕組みだと、かなりコストがかかって難しく、ペンディングになっている。平成３０年に
ＬＧＷＡＮ回線が更新されるので、そのときにそういう電話もできるような形の機能を持た
せればいいのではないか。
この衛星のお話をお伺いしていると、行政上の結んでいる国、地方行政機関しか使わない
専用線であれば、そこに出てくる電話番号などは、必ず相手は行政機関なので信頼ができ、
電話でもいいとなる。一般の公衆回線だとそれはわからないので、そういうものを区別でき
る回線があるなら、普段使いでも窓口や現場では使うところもあるのではないかなと思う。
そのための機器は整備しなくてはいけないので、コストの問題はあるが、地方財政措置をつ
けて整備すれば、できなくはないのかなという感じはする。
○委員 出身省で、毎年訓練で衛星携帯電話を使ってやりとりをしており、新潟の地震があっ
たときも、本省から出先機関に衛星携帯電話で電話をしたという経験があり、非常にメリッ
トはあると思うが、一方で東日本大震災でも、全然連絡がとれない中で衛星携帯電話が使わ
れたというケースをお伺いして、いろんなメディアでどのようなメリットがあり、逆にどう
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いうところが弱いといった議論をした場合、なかなかそれぞれのメディアの区別がついてい
ないのではないかと思った。
○座長 この衛星システムのポジショニングについて、どういう位置付けなのか比較をして、
ポジションを出すものを作っていただきたい。
○委員 最近で言えばヘリサットシステムを導入しつつあるが、そういうものも普及していか
ないといけない。衛星携帯電話も、３．１１のときに非常に有効だったし、地方交付税措置
してあり、首長さんに持っていただけるようにはしてあるので、整備をしておいてほしいと
いう思いはある。
○委員 ＬＧＷＡＮに関する一番大きな課題は、番号制度の情報連携のための回線としてＬＧ
ＷＡＮが使われるので、それに対応したシステムを整えることが重要。次期のＬＧＷＡＮを
どうやるかということの検討を進めていく中では、先ほどの電話の話とあわせて、災害時等
のバックアップ回線をどうするかというのが大きな課題だと考えている。
次回、ＬＧＷＡＮとの接続について議題に挙げていただけるということになっているが、
コストの問題がどうしても出てくる。沖縄県の一部離島の自治体で、衛星通信でＬＧＷＡＮ
に接続しているというのがあることはあるが、ほかのところで利用が進まないのはコスト的
な問題があるからと思っている。
したがって、費用対効果という問題が今のところどうしても最後に出てくるのかと思うが、
技術的な検討とあわせて、次期ＬＧＷＡＮに向けてのいい知恵を出せるように取り組んでま
いりたい。
○オブザーバー 衛星は、様々な伝送路の中の１つの選択肢だと思っている。衛星なので、機
動的な使い方ができるとか、無線であるとかの特徴がある半面、アンテナのついた設備が必
要であるとか、ある程度コストがかかるなどのデメリットがあるのも事実。
その衛星回線を利用ユーザーのニーズに応じて、どのようにネットワーク設計して使って
いただくかというのも千差万別。衛星携帯は料金は安いが、多数のユーザーでコストシェア
できるネットワークを設計して、あのような料金が実現できている。その辺の使い方と費用
対効果のバランスをどのようにとりながら普及促進させるかというこの有識者会議の検討
課題というのは、まさに我々自身の事業における課題でもある。
いろいろと営業活動をしていると、時々自治体から、衛星を検討しているという問い合わ
せが直接入るので、伺ってお話を聞くと、ＬＡＳＣＯＭネットワークのことを現場の方がご
存じないようなケースもある。地域衛星通信ネットワークそのものの存在について十分知ら
れていないようであり、お客様との接点をできるだけ持つ取り組みが重要ではないかと思う。
（１０）末松座長代理による研究事例報告（災害に強い次世代小型地球局(VSAT)）
（資料８）
（末松座長代理からの提言）
○末松座長代理 配付した資料にはないが、過去のＬＡＳＣＯＭ ＮＥＷＳで第一世代の更新
について、色々議論があったが、オールＩＰ化をやっていかないと、通信としていけないの
ではないか。ＩＰ化をすると、その帯域が有効利用でき、アナログ回線を積まなくていいと
いうことになれば、ＶＳＡＴ基地の小型化・低価格化とスリム化・スマート化が進むのでは
ないか。それで使い勝手が向上して、導入件数が増加して、第一世代の更新にもなるという
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理屈が言えたらいいと思う。
被災者への通信手段提供をどのように考えるのか。専用回線のままＬＡＳＣＯＭを持って
いるべきなのか、あるいは自分の携帯電話を使ってメールができたらいいみたいな話をしよ
うと思うと、一般網につながなくてはいけないという話になってくるが、この一般網への接
続の是非も将来的に考えていく必要がある。
多分、使ってもらえるようになれば、将来的にはＫｕ帯だけでは足りなくて、Ｋａ帯に行
かなければいけないという話になるといいなと実は思っている。まだ国内ではあまり使って
いない周波数だが、帯域が非常に広くとれるので、スーパーバードのＢ２にも載っているし、
次号機も載っていると思うが、高負荷になっても使えるというところまで、このようなソリ
ューションも衛星通信事業者として持つべきではないのかなと思った。
○座長 興味深い話なので、技術検討部会で検討して欲しい。
（質疑等）
○委員 １１９番について、衛星電話が普及してきたときに、１１９番をかけたら、どこにつ
ながるのかという話があった。スマートフォンなどで、位置情報を自分で切ってしまう人が
いて、１１９番の指令センターでは位置が特定できなくなってきている。その先にあるもの
という視点で見たときに、技術的な観点から強制出力みたいなものができないものか。
○末松座長代理 アメリカの場合は、法律などで携帯電話の事業者に情報を出せるように義務
化されていたのではないかと思う。スマートフォンになってどうなったかがわからないので、
検討する。
○座長 今の質問は、被災者との通信手段での接続という問題なのか。
○末松座長代理 準天頂衛星を使ったショートメッセージ通信を、内閣府が中心になって実現
しようとしている。ショートメッセージとロケーション情報をセットで１時間ぐらいかけて
送信する。これからシステムができ上がってくるが、衛星系の別のシステムとしてやろうと
している。
○委員 今の説明内容は具体的にＬＡＳＣＯＭの事業とどうつながるのか。例えば機能スリム
化ＶＳＡＴに関係すると考えればよいか。
○末松座長代理 基本的に機能スリム化ＶＳＡＴの次世代というイメージになるのではない
か。
（１１）閉会（16:35）
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