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災害時の情報通信

災害時の災害時の災害時の災害時の情報通信情報通信情報通信情報通信

ＥＭＩＳＥＭＩＳＥＭＩＳＥＭＩＳ衛星電話衛星電話衛星電話衛星電話トランシーバートランシーバートランシーバートランシーバー

済

災害現場での「情報」の重要性

★情報を制する者は災害を制す★情報を制する者は災害を制す★情報を制する者は災害を制す★情報を制する者は災害を制す

★情報伝達の失敗が現場活動の失敗につながる★情報伝達の失敗が現場活動の失敗につながる★情報伝達の失敗が現場活動の失敗につながる★情報伝達の失敗が現場活動の失敗につながる

� CCCCommunicationは、CSCSCSCSCCCCATTTATTTATTTATTTのCCCCである。

� 情報の収集と伝達は、安全かつ有効な活動に必須
である。

� 不適切な情報伝達や誤った情報は、現場活動を誤っ
た方向に導いたり、災害対応機関を危険に晒す。

衛星電話
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衛星電話のセットアップ

1.1.1.1. 設置場所の設定設置場所の設定設置場所の設定設置場所の設定

– コンパスを衛星電話とともに携行コンパスを衛星電話とともに携行コンパスを衛星電話とともに携行コンパスを衛星電話とともに携行

– スラヤ衛星携帯電話スラヤ衛星携帯電話スラヤ衛星携帯電話スラヤ衛星携帯電話 ：南西：南西：南西：南西

– インマルサット（インマルサット（インマルサット（インマルサット（BGANBGANBGANBGAN）））） ：南：南：南：南

– ワイドスターワイドスターワイドスターワイドスターⅡⅡⅡⅡ ：南：南：南：南

– イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム ：上方：上方：上方：上方

2.2.2.2. アンテナ方向調整アンテナ方向調整アンテナ方向調整アンテナ方向調整

3.3.3.3. 電源投入・バッテリー残量確認電源投入・バッテリー残量確認電源投入・バッテリー残量確認電源投入・バッテリー残量確認

4.4.4.4. PINPINPINPINコード（パスワード）入力（必要な場合）コード（パスワード）入力（必要な場合）コード（パスワード）入力（必要な場合）コード（パスワード）入力（必要な場合）

5.5.5.5. 衛星アンテナレベル（受信レベル）調整衛星アンテナレベル（受信レベル）調整衛星アンテナレベル（受信レベル）調整衛星アンテナレベル（受信レベル）調整

6.6.6.6. 通信準備完了通信準備完了通信準備完了通信準備完了

アンテナの方角・仰角の調整

南

約45度

ワイドスターワイドスターワイドスターワイドスター////
インマルサットインマルサットインマルサットインマルサットBGANBGANBGANBGAN

アンテナレベル（受信レベル）を見ながら微調整すること

00 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ 呼出キー呼出キー呼出キー呼出キー
ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ
発信番号発信番号発信番号発信番号

ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

（国番号の代替）（国番号の代替）（国番号の代替）（国番号の代替）

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号
（（（（0はついていない）はついていない）はついていない）はついていない）

端末の種類に端末の種類に端末の種類に端末の種類に
よって異なるよって異なるよって異なるよって異なる

（（（（CallCallCallCallキー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法1a1a1a1a：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ⇒⇒⇒⇒ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

00 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ 呼出キー呼出キー呼出キー呼出キー
ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ
発信番号発信番号発信番号発信番号

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号
（（（（0はついていない）はついていない）はついていない）はついていない）

端末の種類に端末の種類に端末の種類に端末の種類に
よって異なるよって異なるよって異なるよって異なる

（（（（CallCallCallCallキー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法1b1b1b1b：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ・ｲﾘｼﾞｳﾑ⇒⇒⇒⇒ｲﾘｼﾞｳﾑｲﾘｼﾞｳﾑｲﾘｼﾞｳﾑｲﾘｼﾞｳﾑ

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法1c1c1c1c：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ･ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ･ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ･ｲﾘｼﾞｳﾑ：ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ･ｲﾘｼﾞｳﾑ⇒⇒⇒⇒固定電話･携帯電話･ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ固定電話･携帯電話･ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ固定電話･携帯電話･ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ固定電話･携帯電話･ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ

00 ⇒⇒⇒⇒ 81 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒⇒ 呼出キー呼出キー呼出キー呼出キー
ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ・ｲﾘｼﾞｳﾑ
発信番号発信番号発信番号発信番号

日本の日本の日本の日本の
国番号国番号国番号国番号

相手先番号の最初の相手先番号の最初の相手先番号の最初の相手先番号の最初の
0000を除いた番号を除いた番号を除いた番号を除いた番号

端末の種類に端末の種類に端末の種類に端末の種類に
よって異なるよって異なるよって異なるよって異なる

（（（（CallCallCallCallキー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）キー、受話器キーなど）

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

事業者事業者事業者事業者
識別番号識別番号識別番号識別番号

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合

010 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒
国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

XXXX ⇒⇒⇒⇒
事業者事業者事業者事業者

識別番号識別番号識別番号識別番号

122 ⇒⇒⇒⇒

010 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒XXXX ⇒⇒⇒⇒

010 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒

ﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝ
解除番号解除番号解除番号解除番号

※※※※ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、NTTNTTNTTNTT東日本・東日本・東日本・東日本・NTTNTTNTTNTT西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス
※※※※事業者事業者事業者事業者識別番号とは、識別番号とは、識別番号とは、識別番号とは、KDDIKDDIKDDIKDDI：：：：001001001001、、、、NTTNTTNTTNTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：0033003300330033、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：0061006100610061
等。各電気通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電等。各電気通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電等。各電気通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電等。各電気通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電
話から利用可能な国際電話サービス。話から利用可能な国際電話サービス。話から利用可能な国際電話サービス。話から利用可能な国際電話サービス。

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法2a2a2a2a：固定電話：固定電話：固定電話：固定電話⇒⇒⇒⇒インマルサットインマルサットインマルサットインマルサット

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録済の場合

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録なしの場合

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号事業者事業者事業者事業者
識別番号識別番号識別番号識別番号

●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合●ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽの国際区分登録を解除する場合

010 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

XXXX ⇒⇒⇒⇒
事業者事業者事業者事業者

識別番号識別番号識別番号識別番号

122 ⇒⇒⇒⇒

010 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXXXXXX ⇒⇒⇒⇒

010 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX

ﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝﾏｲﾗｲﾝ
解除番号解除番号解除番号解除番号

※※※※ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、ﾏｲﾗｲﾝ・ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽは、NTTNTTNTTNTT東日本・東日本・東日本・東日本・NTTNTTNTTNTT西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス西日本に登録する電話会社選択サービス
※※※※事業者事業者事業者事業者識別番号とは、識別番号とは、識別番号とは、識別番号とは、KDDIKDDIKDDIKDDI：：：：001001001001、、、、NTTNTTNTTNTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：0033003300330033、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：0061006100610061等。各電気等。各電気等。各電気等。各電気
通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電話から利用可能な国際通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電話から利用可能な国際通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電話から利用可能な国際通信事業者の海外通話用番号。これらは、事前の申込み手続き不要で、固定電話から利用可能な国際
電話サービス。電話サービス。電話サービス。電話サービス。

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法2b2b2b2b：固定電話：固定電話：固定電話：固定電話⇒⇒⇒⇒イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム

●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（NTTNTTNTTNTTﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓ////ｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑ////ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）⇒⇒⇒⇒インマルサットインマルサットインマルサットインマルサット

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（auauauau））））⇒⇒⇒⇒インマルサットインマルサットインマルサットインマルサット

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（SoftBankSoftBankSoftBankSoftBank））））⇒⇒⇒⇒インマルサットインマルサットインマルサットインマルサット

010 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒
相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒005345

010 ⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒

※NTT※NTT※NTT※NTTドコモドコモドコモドコモ『『『『WORLD CALLWORLD CALLWORLD CALLWORLD CALL』』』』サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。

※au※au※au※au国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み手続き手続き手続き手続き不要。不要。不要。不要。

※※※※ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。
※※※※国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法3a3a3a3a：携帯電話：携帯電話：携帯電話：携帯電話⇒⇒⇒⇒インマルサット（事前手続不要）インマルサット（事前手続不要）インマルサット（事前手続不要）インマルサット（事前手続不要）
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●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（NTTNTTNTTNTTﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓﾄﾞｺﾓ////ｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑｳｨﾙｺﾑ////ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）ｲｰ・ﾓﾊﾞｲﾙ）⇒⇒⇒⇒イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（auauauau））））⇒⇒⇒⇒イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（●携帯電話（SoftBankSoftBankSoftBankSoftBank））））⇒⇒⇒⇒イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム

010 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX005345

010 ⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX

※NTT※NTT※NTT※NTTドコモドコモドコモドコモ『『『『WORLD CALLWORLD CALLWORLD CALLWORLD CALL』』』』サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。

※au※au※au※au国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み国際電話サービス利用。申込み手続き手続き手続き手続き不要。不要。不要。不要。

※※※※ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。ソフトバンク国際電話サービス利用。申込み手続き不要。
※※※※国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。国際電話利用限度額の設定ある場合も。限度額超えると発信停止。

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法3b3b3b3b：携帯電話：携帯電話：携帯電話：携帯電話⇒⇒⇒⇒イリジウム（事前手続不要）イリジウム（事前手続不要）イリジウム（事前手続不要）イリジウム（事前手続不要）

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒

※NTT※NTT※NTT※NTTドコモドコモドコモドコモ『『『『WORLD CALLWORLD CALLWORLD CALLWORLD CALL』』』』サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。

010

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法4a4a4a4a：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ⇒⇒⇒⇒ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前手続必要）手続必要）手続必要）手続必要）

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX

※NTT※NTT※NTT※NTTドコモドコモドコモドコモ『『『『WORLD CALLWORLD CALLWORLD CALLWORLD CALL』』』』サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。サービス利用。申込み手続き不要。

010

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法4b4b4b4b：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ：ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ⇒⇒⇒⇒ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続不要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続不要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続不要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続不要）

相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号相手先ｲﾘｼﾞｳﾑ番号

⇒⇒⇒⇒ XXXXXXX010

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

⇒⇒⇒⇒
事業者事業者事業者事業者

識別番号識別番号識別番号識別番号

XXXX

※※※※事業者識別番号とは、事業者識別番号とは、事業者識別番号とは、事業者識別番号とは、KDDIKDDIKDDIKDDI：：：：001001001001、、、、NTTNTTNTTNTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ：0033003300330033、、、、
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ：0061006100610061等の番号を利用する場合。これらは、携帯電話等の番号を利用する場合。これらは、携帯電話等の番号を利用する場合。これらは、携帯電話等の番号を利用する場合。これらは、携帯電話
及びワイドスターでの利用には、事前の申込み手続きが必要。及びワイドスターでの利用には、事前の申込み手続きが必要。及びワイドスターでの利用には、事前の申込み手続きが必要。及びワイドスターでの利用には、事前の申込み手続きが必要。

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法5b5b5b5b：携帯電話：携帯電話：携帯電話：携帯電話////ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰ⇒⇒⇒⇒ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続必要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続必要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続必要）ｲﾘｼﾞｳﾑ（事前手続必要）

相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号相手先ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ番号ｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号ｱｸｾｽ番号

⇒⇒⇒⇒ 870 XXXXXXX⇒⇒⇒⇒010

国際電話国際電話国際電話国際電話
認識番号認識番号認識番号認識番号

⇒⇒⇒⇒
事業者事業者事業者事業者

識別番号識別番号識別番号識別番号

XXXX

ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法ﾀﾞｲﾔﾙ方法5a5a5a5a：携帯電話：携帯電話：携帯電話：携帯電話////ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾜｲﾄﾞｽﾀｰ⇒⇒⇒⇒ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前手続必要）ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前手続必要）ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前手続必要）ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ（事前手続必要）
データ通信に向く衛星携帯電話

・インマルサット・インマルサット・インマルサット・インマルサットBGANBGANBGANBGAN
（（（（Broadband Global Area NetworkBroadband Global Area NetworkBroadband Global Area NetworkBroadband Global Area Network））））

・・・・NTTNTTNTTNTTドコモドコモドコモドコモ
ワイドスターワイドスターワイドスターワイドスターⅡⅡⅡⅡ

平時からの準備

• 使用方法の習得と定期的な動作確認

（使用に慣れることが重要）

• 定期的なバッテリーの充電（予備を含む）

• 通信方法（発信番号）の携行（カード等）

EMIS
Emergency  Medical  Information  System

広域災害救急医療情報システム広域災害救急医療情報システム広域災害救急医療情報システム広域災害救急医療情報システム
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緊急時入力

詳細入力

医療機関等・支援状況モニター

入院病棟の倒壊、
または倒壊の恐れ

①倒壊状況

②ライフライン・サプライ状況

電気

水道

医療ガス

医薬品・資機材

③患者受診状況

④職員状況

⑤その他

※緊急連絡先

医療機関等・支援状況モニター


