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 1  はじめに

国民の安全を脅かす自然災害や事故・事件，
伝染性の疾病，食品汚染などの緊急情報がど
のように発信され，国民一人一人に的確に伝え
られたか？ 公衆に対する「緊急情報伝達」の
在り方を検証することはジャーナリズムにとって
大きな課題である。

近年は政府機関や自治体のサーバーの処理
能力が高速化している。また出先の端末や各
機関との間を結ぶ伝送路も大容量化しつつあ
る。緊急情報の発信は技術的にはスピードアッ
プが図られる環境にある。この傾向は，過去
の知見が比較的豊富でデータベースが構築しや
すい自然災害の警報伝達で顕著である。警報
を含む緊急情報の発信が速くなれば，情報を
広く一般国民に伝えるメディアは配信の速度や
手際良さを問われることになる。

放送は一度に何十万人もの受信者に向けて
情報を伝えることができる。通信でこれをやろ
うとすれば，サーバーや交換機が輻輳して情
報が遅延するおそれがある。従って公衆に警
報を配信するメディアとしては長らく放送が主

役を務めてきた。
しかし，2007年10月に一般向け緊急地震速

報がスタートすると，国内の携帯事業者2社1）

は，国際標準仕様の同報配信技術を使ってそ
の配信を始めた。一般向け緊急地震速報は秒
単位の迅速性が求められる警報である。これ
によって携帯のネットワークは警報配信の本格
的な機能を帯びることとなった。

本稿上巻では，警報伝達の流れや配信の
要件を論じた上で，その論点から同報配信技
術による警報配信を考察する。一般向け緊急
地震速報は国際的にも注目度が高く，第3世
代携帯（3G）の標準仕様を策定する国際プロ
ジェクトが携帯ネットワークによる配信時間に
ついて分析を行っている。それについても紹介
したい。

また下巻では，携帯ネットワークによる新
たな警 報 配 信システムであるPWS（Public 
Warning System）のコンセプトや最新の技術
動向について論じる。警報配信が多メディア化
する中にあって，放送の役割を捉え直そうとい
うのが上・下を通した狙いである。

警報伝達と携帯ネットワーク（上）
～同報配信と一般向け緊急地震速報～

メディア研究部　福長秀彦
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 2  考察・警報配信の要件
2（1）本稿で取扱う「警報」の定義

「警報」とは何か？ 学術的に明確な定義があ
る訳ではない。しかし用語の意味が曖昧なまま
議論を進めると混乱を招くおそれもある。先ず
は，本稿が念頭に置く「警報」の意味を説明し
ておきたい。

本稿で取扱う警報はあくまでも一般公衆を
対象とする「Public Warning Service」である。
従って家庭や事業所に設置された火災報知機
や踏切の警報機が鳴ったとしても広く公衆を対
象とする訳ではないので，区別して考える。ま
た水防警報のように専ら防災機関のいわば「プ
ロ」に向けて発信される情報も対象外とした。

警報の内容としては，国民の安全に対する
脅威を周知するもので，例えば緊急地震速報
や津波警報，噴火警報，弾道ミサイル情報な
ど全国瞬時警報システム（JｰALERT）で送信
されるような情報を念頭に置いている2）。また，
警報などに伴って自治体が出す避難指示や避
難勧告，津波警報と同時に発表される予報区
ごとの到達予想時刻や予想される津波の高さな

どの情報も「Public Warning Service」である
から，広い意味で警報と考えることにする。
「緊急情報」は「警報」よりも広い意味で使わ

れることが多い。緊急情報のうち，発信する仕
組みが法的・制度的に保証されているのが「警
報」であると考える。警報の「伝達時間」，「配
信時間」の定義については，警報の流れに沿っ
て次節で説明したい。

2（2）警報の End To End

「リスクの探知」→「警報発信」→「放送・通
信ネットワークによる配信」→「公衆によるリス
ク回避」の流れを図1に示す。

❶ 政 府 機 関（GWNP：Gove r nmen t a l  
Warning Notification Provider）や自治体

（MWNP:Municipal Warning Notification 
Provider）の出先のセンサーが異常を検出す
る。この段階では , センサーの感度や配置が
適正かどうかが問われる。

❷センサーが収集した情報は通信回線で
GWNP や MWNP のサーバーに送られる。
そこでは，センサーの情報を照合・解析して

図1　警報の生成・伝達フロー

一部はクロード・シャノンの通信モデルを参考に作成
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警報を発信するかどうかを決める。解析の
力量と警報発信の適否，発信にかかった時
間，警報の表現の仕方などが問われる。

❸警報は放送メディアや通信の携帯ネット
ワーク，インターネットなどに転送される。
J-ALERT や自治体の同報系防災行政無線
によって公衆に直接伝えられる場合もある。
従って，このフェーズには公衆が持つ受信端
末までが含まれる。ここで問われるのが次
節で述べる警報の配信要件である。

❹受信端末が受信した警報を公衆は認識し，
避難などのリスク回避の行動をする。最後に
検証されるべきは警報に基づいて公衆が的
確に行動できたかどうかである。
再び用語の定義に戻る。本稿では警報の「伝

達時間」（Transmission time）は，リスクが探
知されてから警報の形で公衆の端末に届くまで
の時間を意味する。また，警報の「配信時間」

（Delivery time）とは，放送や通信のネットワー
クが警報を受け取ってから公衆の端末に届くま
での時間とする。

2（3）警報配信の最適要件

上記❸の放送や通信のネットワークが警報を
効果的・最適に配信するためには，どのような
事柄が必要となるのか？ 要件を以下に示す。

（イ）同報配信性
前述した通り，警報を一度に多数の公衆に，

ネットワークを輻輳させることなく配信する必要
がある。「Mass Notification」に対応できるこ
とが求められる。

（ロ）迅速性
リスクの種類によって，最接近するまでの時間

に幅がある。従って警報によって求められる迅
速性が異なるが，配信時間（Delivery time）は，

どのような場合でもできるだけ早い方が良い。
（ハ）認知性

端末が発する警報の意味を公衆がすぐに正
しく理解できることが「認知性」である。端末
が常に身近にあれば認知性が高まる。
「同報系防災行政無線のスピーカーの音声が

聞き取りにくい」場合などは認知性に難がある
例である。

（ニ）普遍性
ネットワークにアクセスしている公衆の数が

多いことや，ネットワークを使って警報が出され
た地域の住民だけでなく，通勤・通学者，観
光客などにあまねく周知する必要がある。

（ホ）操作性
受信端末は操作しやすく公衆が扱い慣れた

ものであることが望ましい。端末に限らず警報
の伝達には操作に習熟したネットワーク機器を
使うのが妥当なやり方である。

（へ）確実性
放送や通信のネットワークを通して配信され

る警報は端末に確実に届けられなければなら
ない。端末に届く到達確率を充分な水準とする
ため，システムや機器には当然ながら高い信頼
性が求められる。

加えて最近では，送信される信号の悪用を
防ぐセキュリティもITU（国際電気通信連合：
International Telecommunication Union）な
どで奨励されるようになってきている3）。

（ト）地理的選別性
これは（へ）の確実性とも関係する要件であ

るが，被災のおそれがある地域だけを選別して
配信できること（Geographic-targeting）を意
味する。警報の対象となっている地域に限定し
て配信できれば，対象外の地域の受信者のた
めに，該当地域の一覧などを送らなくてすむ。
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これによって危急の場合には，送信するデータ
がコンパクトになり，配信が迅速化する。

また，被災のおそれがない地域を除外できる
ので，長期的には警報の信頼性を高め，「オオ
カミ少年効果」を減らす効果があるとする見解
もある4）。

 3  メールによる警報配信の限界

携帯ネットワークを使って警報を配信するの
にメール・同報配信・ワンセグ5）の3つの方法が
考えられる。メールは電話に比べると輻輳しに
くい。電話は発信者と着信者がリアルタイムで
会話するために1つのチャンネル（通信路）を占
有する。これに対してメールでは，1つのチャン
ネルの中を複数の発信者のメールがパケットの
形で移動する。チャンネルの利用効率はメール
の方が高く電話よりつながりやすい。

自治体などが防災情報のメールをインターネッ
ト経由で携帯端末に送ることなども一般的に
なっている。

メールによる警報の配信は，対象となる端末
がさほど多くなければ可能だが，端末の数が
非常に多くなってくると輻輳のおそれがある。

例えば自治体が警報のメールをインターネット
経由で携帯端末（A）に送る場合を図2で考え
てみる。
❶携帯ネットワークのゲートウェイ（関門交換機）

内には，メールサーバーがあって，端末（A）
宛てのメールを受信すると，（A）のメールア
ドレスを電話番号に変換して転送する。

❷中継交換機は配下の複数の加入者交換機の
うちどれが端末（A）を管轄しているのか特
定して（A）の電話番号を送る。
❸～❻加入者交換機は管轄地域の全携帯端

末に一斉呼び出しをかけ，（A）が応答。（A）と
の間でユーザー認証，着信接続要求などの応
答を繰り返しながらメール着信の手続きを進め
る。その結果，端末（A）～中継交換機間に
通信パスが設定される。
❼ゲートウェイ内のメールサーバーはメールを端

末（A）に送信する。

図 2　メール送信の流れ

『携帯電話はなぜつながるのか』中嶋信生・有田武美著（日経 BP 社）第 5 章をもとに作成
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ここで重要なのは，ネットワーク側と1台の
端末に過ぎない（A）が応答を繰り返しながら，

（A）専用の通信パスを設置していること，つま
りネットワーク側と端末は一対一の関係にある
ことである。

複数アドレスへの同時送信であってもネット
ワークは各端末と一対一の応答を繰り返し，そ
れぞれ個別に通信パスを設定する。このように
一対一の非常に煩雑な手続きが必要であるこ
とから，何万，何十万という端末に一度に警報
を送ろうとすれば，手続きの処理が追い付か
ずにネットワークが輻輳するおそれがある。輻
輳は警報配信の遅延を招く。

また，警報配信に備えてメールアドレスの収
集や管理が必要となる。迷惑メールなどによる
アドレス変更に対処したり，警報が届かなかっ
たアドレスをデータベースから削除したりしなけ
ればならない。

 4  同報配信技術による警報配信
4（1）同報配信機能の特性

一般向け緊急地震速報の配信に使われる同
報配信技術は，メールのようにネットワークと端
末が一対一で応答することはない。この技術で
は，各端末が共用して使う通信制御用の「共通
チャンネル」を使う。警報はネットワーク側から
各端末へ下り方向に一方的に送られる。放送の
ように一対多の関係である。これによって処理
が簡略化され，輻輳することなく一度に多数の
端末に警報を送り届けることができる6）。

またメールアドレスを使わないので，アドレス
を収集・管理する手間はかからない。

4（2）CBS と B-SMS

警報配信に採用されている方式としては，
CBS（Cell Broadcast Service）とB-SMS

（Broadcast-Short Message Service）の2種類
がある。いずれも第3世代携帯（3G）の国際プ
ロジェクトが定めた標準技術仕様である7）。

このうちCBSによる警報配信はNTTドコモ
が行っている。NTTドコモの場合，一般向け
緊急地震速報の他に，国の機関・地方公共団
体と契約を結んで津波警報などの各種警報や
避難情報をCBSで配信するサービスも行ってい
る。CBSで一般向けの緊急地震速報が配信さ
れる流れを図3に示す。
❶気象庁は地震波が 2 つ以上の観測点で観測

され，震度 5 弱以上が推定される場合に，
震央（震源の真上）と震度 4 以上が推定さ
れる地域コードなどを送信する。

❷携帯ネットワークの同報配信装置である CBC 
（Cell Broadcast Center）は，気象庁の電
文をデータベースで解析して震央の地名や震
度 4 以上の市区町村名を割り出し，それら
の地域をカバーしている交換機や無線ネット
ワーク制御装置を特定する。同報配信を指
示するメッセージを作成して，緊急地震速報
のデータと共に該当する交換機に送る。

❸交換機は該当する無線ネットワーク制御装置
に上記の情報を転送。

❹無線ネットワーク制御装置は，緊急地震速報
の配信対象となる端末群のエリア（Cell）を
特定。Cell をカバーする基地局に同報配信
の指示＋緊急地震速報データを無線区間用
の信号に変換して送る。

❺基地局経由で「共通チャンネル」上の一般向
け緊急地震速報が端末に伝えられる。
一方，B-SMSはKDDIが一般向け緊急地震
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速報の配信に使っている方式である。図4aに
B-SMSによる配信の流れを示す。

B-SMSでは，同報配信の核となる役割を果
たす装置が BSD（Broadcast Short Message 
Service Dispatcher: B-SMS配信装置）と
SMSC（Short Message Service Center）に分
かれている。

BSDは受信した気象庁の電文から配信エリ
アを決定し，同報配信するメッセージを作成す
る。SMSCは受信したメッセージが緊急地震
速報であることを識別して，該当する端末群の
エリア（Cell）に配信されるように制御情報を付
けて交換機に転送する。
図4bは「共通チャンネル」を使った一般向け

図 3　CBSによる緊急地震速報配信イメージ

図 4a　B-SMSによる緊急地震速報配信イメージ

図 4b　共通チャンネルによる配信イメージ（B-SMS）

NTT　DOCOMO テクニカル・ジャーナル　Vol.5 NO.4 より作成

KDDI 編「携帯電話における緊急地震速報の配信サービス」
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緊急地震速報の配信イメージである。端末は
共通チャンネルで自分に割り当てられたスロット

（時間枠）を監視して電話やメールが着信してい
ないかどうかを確認しているが，このスロットを
使ってB-SMSの配信を事前に各端末に伝える。
その後で該当する全端末にB-SMSメッセージ
による一般向け速報を配信する。勿論ネット
ワーク側からの一方的な送信である。

4（3）最適要件から見た考察

同報配信技術による一般向け緊急地震速報
の配信を，2（3）に掲げた警報配信の最適要件

（ロ）～（ト）と照らし合わせて考察する。
（ロ）迅速性

CBS，B-SMSとも警報の配信時間は10秒以
内である8）。

後述するが，一般向け緊急地震速報は時間
的にシビアな警報である。いま少し接近時間に
余裕があるリスクの警報であれば，10秒以内の
配信はかなり有効であろう。

（ハ）認知性
一般向け緊急地震速報のメッセージは端末

にポップアップ表示されるほか，専用着信音や
バイブレーションで受信者の公衆がすぐに気が
つくように工夫されている。特に専用着信音に
ついては屋外にいる時や高齢者でも聞こえやす
い周波数や音調を採用している。

携帯ならではの特徴として受信者の身近にあ
ることも認知性の面で有利である。

（ニ）普遍性
特定のエリアを指定して，そこに在籍する端

末群に警報を配信するので，メールのように事
前にアドレスを登録している住民などに配信が
限られない。通勤・通学者や観光客も当該地
域にあって作動可能な端末を持っていれば配信

できる。
内容面の普遍性としては，着信音は携帯事

業者間で共通のものが使われている。またメッ
セージの表現もTV放送のテロップを参考に事
業者間で統一されている。

国内の携帯端末の保有台数は1億台を超え，
同報配信技術を使って警報を配信する機種や
事業者が増えれば普遍性がさらに高まる。

（ホ）操作性
待ち受けモード時に一般向け緊急地震速報

がポップアップ表示されるので特段の操作は不
要である。

（へ）確実性
一般向け緊急地震速報が端末に届く到達

確率は，共通チャンネルの送信電力を適正な
レベルにすることなどによって充分な水準に設
計されている。但し，電波状態が悪い場合や
通話中・メールの送受信中，端末の電源がOff
になっている時には，端末は受信することが
できない。

同報配信技術の特性として，ネットワーク側
から端末に向けての一方的な送信であるため，
ネットワーク側はどの端末が警報を受信できな
かったか把握していない。

端末に向けて繰り返し警報を再送する方法
があるが，一般向け緊急地震速報のように秒
単位の迅速性が求められる場合には再送信は
そぐわない。

（ト）地理的選別性
同報配信技術では配信エリアを限定すること

が可能である。CBS，B-SMSともに一般向け
緊急地震速報の電文に含まれる地域コードか
ら，該当する端末群のエリア（Cell）を特定し，
配信している。
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 5  3GPP による配信・伝達時間の分析
5（1）CBS の配信時間

CBSを定めた国際プロジェクトの3GPP（3rd 
Generation Partnership Project）は，CBSに
よる配信でどの位時間がかかるか分析を行い，
一般向け緊急地震速報で求められる迅速性に
ついて考察している9）。

3GPPの分析によれば，CBSによる配信時間
は8.4秒で10），専ら無線ネットワーク制御装置～
端末間で時間がかかっている。この区間では
警報は共通チャンネルにのせて送られるが，そ
れを端末に読み込ませるには幾つかの手順が
必要である。手順とそれぞれの所要時間を示し
たのが図5である。技術的細目に踏み込むが，
同報配信技術の迅速性を語る上で「肝」となる
部分であり，警報の配信を例に分かりやすく記
しておきたい。
❶無線ネットワーク制御装置は同報配信装置
（CBC）からの指示を受けて，警報の対象と

なるエリア（Cell）の全端末に一斉呼び出し
（ページング）をかける。このページングは，
待ち受けモードの端末に，これから送られる

「報知情報」を読み込むよう仕向けるもので
ある。

❷「報知情報」には，各端末が共通チャンネル
上の警報を読み込むかどうか判断する上で
必要となるシステム情報が含まれるが，無線
ネットワーク制御装置は，このシステム情報
を最新のものに更新するよう基地局（NodeB）
に要求する。

❸基地局（NodeB）はシステム情報を更新した
「報知情報」を端末に送る。ページングから
ここまでで 5.72 秒。

❹無線ネットワーク制御装置は共通チャンネル
による警報配信のスケジュールを端末に知ら
せる。

❺ 0.5 秒以内に警報配信が開始される。1 ペー
ジ分 0.12 秒で配信が完了する。
❶～❺までに8.4秒かかる。

図 5　CBSの手順（配信時間の内訳）

3GPP TR22.968 V8.0.0 AnnexB FigureB.2 をもとに作成
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5（2）試算・一般向け速報の伝達時間

一般向け緊急地震速報を伝達（地震波の探
知から警報を端末に届けるまで）するのに時間
の余裕がどの位あるのだろうか？

一般向け緊急地震速報は，地震が起きた際
に最初に伝わる初期微動＝P波（Primary）と
遅れてやってくる主要動＝S波（Secondary）の
僅かな到達時間差を利用して，被害をもたらす
恐れがあるS波の到来を当該地域の公衆に事
前に警告しようというものである。

3GPPの分析では先ず，一般向け緊急地震
速報を公衆に伝達するためのP波とS波の到達
時間差を試算している。

P波の速度を毎 秒7km，S波を毎 秒4km，
震央から最短距離の地域を10kmから50kmと
すると，P波とS波の到達時間差は，震央から
10kmの地点では，10÷（7－4）≒3秒，50km
の地点では50÷（7－4）≒17秒となる。つまり震
央から10km ～ 50kmの地点では3秒から17秒
の間に一般向け緊急地震速報を伝達しなければ
ならない。

それら伝達時間のうち，地震の探知システム
（気象庁）が携帯ネットワークに一般向け緊急
地震速報を送るまでに約5 秒かかるとしてい
る11）。さらに警報を認知した端末のユーザー
が安全な行動を取るのに2 ～ 3 秒かかること
を考慮に入れると，ネットワークによる配信時
間を秒単位で短縮することが重要であるとして
いる。

5（3）配信時間の短縮効果

配信時間の短縮がどれ程効果があるのか，
3GPPは一般向け緊急地震速報が運用される
前の2004年に起きた中越地震のデータを使っ
て試算している。
図6は短縮の効果を示したものである。図

では震度5弱以上の揺れを観測した61の地震
計をS波の到達時間ごとに棒グラフにしている。
X軸はS波の到達時間で2.5秒刻みの間隔にし
てある。Y軸は同じ2.5秒の間にS波を観測し
た地震計の数を示す。

S波の速度Vを毎秒3.5kmとし，地震計まで
のS波の伝播距離Dを
Vで除したのがS波の
到達時刻である12）。　

気象庁が地震の規模
を解析し一般向け緊急
地震速報を出すまでに
5秒，配信時間を前述の
ように8 秒とすると，S
波がくるのと同時か事
前に速報を伝達できる
のは，61の地震計のカ
バーエリアのうち37%に
とどまる。さらに公衆
が安全確保の行動をす

図 6　配信時間短縮の効果
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るために5秒かかるとすると，速報によって安
全を確保する時間がある地域は全体の13%に
まで減ってしまう。

仮に配信時間を3 秒にまで短縮できれば，
74%の地域にはS波と同着か事前に速報が伝
達される。また安全確保の時間がある地域は
37%に増えると試算している。

 6  （上）のまとめとして

広く公衆に安全を脅かすリスクが接近しつつ
あることを公的に周知するのが警報であるとす
るならば，警報を配信するネットワークとネット
ワークを構成する技術・機器は，一定の要件を
満たすものでなければならない。

携帯は90年代以降，急速に国民の間に普及
し，ユーザーインターフェースの点でも進化を続
けている。警報配信ツールとしての潜在力（ポ
テンシャル）は高く，同報配信技術による一般
向け緊急地震速報の配信で本格的な警報配信
機能を帯びることになった。

しかし，一般向け緊急地震速報は，警報を
発信する気象庁，配信する放送・通信ネットワー
クなどにとって，秒刻みの迅速性が求められる
シビアな警報である。警報伝達の各段階で所
要時間を短縮する努力が続けられているが，携
帯ネットワークではCBSの速報性を強化した
地震津波警報システム（ETWS：Earthquake 
and Tsunami Warning System）の運用に向
けて，国際標準仕様が作られている。また，
ETWSを含むPublic Warning Systemについ
て，国際プロジェクトによる研究が進められて
いる。下巻ではこれらについて考察したい。

（ふくなが ひでひこ）

注：
1）NTT ド コ モ が 2007 年 12 月 か ら，KDDI が

2008 年 3 月から配信を開始。2009 年 5 月現在
の配信状況。ソフトバンクモバイルは 2009 年
秋から開始予定。

2）緊急地震速報は震度 3 以上の高度利用者向けか
らが対象。J-ALERT で送信される緊急情報は，
このほか気象警報・東海地震予知情報・航空攻
撃情報などがあり，合わせて 18 種類。

3）例えば RecommendationITU-RBT/BO.1774。
4）米国の NPO である PARTN ERSH I P FOR 

PUBLIC WARNING の 報 告 書，PPW Report 
2004-2「Protecting America's Communities 
An Introduction to Public Alert&Warning」。

5）ワンセグについては下で扱う。
6）携帯ネットワークの国際標準技術仕様書である

3GPP TS 23.041V8.2.0，3GPP2 C.S00150-0 など
に詳解が掲載。

7）CBS のプロジェクトは，W-CDMA などの技
術 仕 様 を 策 定 す る 3GPP（3rd Generation　
Partnership Project），B-SMS の プ ロ ジ ェ ク
トは CDMA2000 などの標準仕様を作成する
3GPP2。

8）最速の配信時間はシステム及びシステムの運用
法或いは端末の受信状態によって異なる。詳
細は明らかにされていないが，NTT ドコモに
よると，最速時間は 6 秒強であるという（2009
年 3 月現在）。

9）3GPP TR22.968 V8.0.0 ANNEXB より。
10）前掲脚注 8 参照。最速の配信時間とは異なる可

能性がある。
11）筆者が 2008 年 9 月時点で気象庁に問い合わせ

た際には 4 秒であった。
12）V と Ｄ の 値 の 根 拠 は 3GPP TR22.968 V8.0.0 

ANNEXB を参照。


