Case study

正確な情報をいち早くスムーズに伝達し合える
高信頼性の実力、防災システムに求められる
高度なミッションを日立電線がクリア。
東京都
関東大震災による大規模な災害を経験している東京都にとって、防災への備えは大きな課題のひとつです。
災害時における円滑な情報伝達と、各地における被害状況の正確かつスピーディな把握は、
それ以上の被害を食い止めるためにも、
またいち早く対策の意思決定を行うためにも不可欠なテーマです。
東京都全域に張りめぐらされた、
ビジュアルコミュニケーションネットワークの役割りと、
その導入効果についてうかがいました。

システム要求の高いハードルを
超えたのは、日立電線の
技術力と製品の高信頼性。

のになりません。
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発生した場合でも、
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ていたコマ送りの映像システムに比べ、数

速に復旧できるしくみが大前提となります。
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最近、地震や津波のニュースが頻繁に聞

いつ発生するかわからない災害は、
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かれる中、
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ム障害の復旧を待ってくれないのです」と

費用対効果も大きいと、
当時をふり返りなが

防災へ向けたさまざまな取り組みは切実な
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ミッションクリティカルな環境を確保。
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東京都は、都庁内にある防災センターを中
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心に、93ヶ所の区市町村役所と18拠点の
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河川監視カメラを設置し、防災行政無線を

内閣府との連携はもちろん、
東京23区や伊

将来的には、
ビデオ会議システムをそういっ

中核ネッ
トワークとした大規模な防災システム

豆諸島、小笠原諸島など東京都に属する

た用途にも使おうと検討しています」。
また、

を構築している。都庁と立川防災センター

離島との大規模な防災訓練など、東京都
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東京都防災センターとしての今後の課題
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さらに、大地震が発生した際の人的・物的
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いつでもどこ

はなく、
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被害を大幅に軽減するために、
「大都市大

からでも映像と音声をやり取りできるよう、
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「システムの使用

震災軽減化特別プロジェクト」が防災科学

搬型端末システムの発想からカスタマイズ

率が上がるということは、災害が頻繁に発

技術研究所を中心に発足しており、
これら

されたものだ。

生していることを意味します。稼働率が低

のプロジェクトとも連携しながら、都市機能

多地点接続サーバMGC-50の運用管理に

いのは結構なことなのです」
と話す。

の維持と都民の生命・財産を守るためのし

は、
日立電線の
「ConferenceNavigator」
を

今後のシステム運用について、
古田課長は

くみ作りに、
今後とも邁進していきたいと語っ

採用。また、
アドレスブックの管理や設定変

このように語る。
「以前、
防災の観点で人を

てくれた。

更などをWebベースで一元的に行える端

集め、
研修会を行うことが計画されました。

末管理ソフトウェア「Global Management
System（GMS）」の導入も予定している。
さらに、すべてのネットワーク上でバックアッ
プ回線が用意され、
いつ災害が発生しても
システムの稼動がスムーズに行えるよう、
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とと、防災会議の映像を保存していつでも
ステムを構築している点だ。
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今後は防災訓練ばかりでなく、
防災研修会などの
会議用途にも活用予定。
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