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 1  はじめに

9・11同時多発テロやスマトラ沖の地震・津
波などを契機として，緊急情報や警報を公衆に
的確に伝えるための調査・研究が世界各国で
広範に行われるようになった。公衆に対する新
たな警報配信システムとして，普及が進む携帯
端末のネットワークを利活用しようという傾向が
国際的にも顕著になっている。

アメリカでは「警報及び応答ネットワークに関
する法律」（WARN Act: Warning, Alert and 
Response Network Act）が制定され，商用移
動体通信を結集した全米規模の警報ネットワー
クが構築されることになった。一方，日本では
携帯ネットワークで一般向け緊急地震速報が配
信されるようになった1）。

こうした国際的な動向を踏まえ，第3世代携
帯（3G）の標準仕様を策定する国際プロジェク
トである3GPP（3rd Generation Partnership 
Project）では，携帯ネットワークを使って公衆
警報システム（PWS：Public Warning System）
を構築する際の要件をまとめた。また，PWS
のサブシステムである地震津波警報システム

（ETWS：Earthquake and Tsunami Warning 
System）の技術仕様書を作成した。

本 稿（ 下 ）で は，3GPPに よ るPWS と

ETWS，アメリカのWARN Actをめぐる動向
を取り上げ，警報を手際よく効果的に伝えるた
めにどのような考え方や技術が採用されようと
しているのか明らかにする。また，ワンセグの
技術開発についても紹介し，警報配信と多メ
ディア化，放送の役割についても考察する。

 2  公衆警報システム（PWS）の要件
2（1） PWS の意味と構造

3GPPによると，PWSは携帯ネットワークを
使った警報配信システムの総称である。PWSと
して警報の配信を的確に行うための要件が技術
報告書の形でまとめられている2）。携帯端末の
標準仕様を決める国際プロジェクトが，既存の
同報配信技術の活用にとどまらず，公衆警報の
配信の在り方にまで踏み込んだ意味は大きい。

警報には，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ものや大雨洪水
警報のように，いま少し時間的余裕があるもの
など様 な々バリエーションがある。警報の性格・
種類によって最適の配信システムが使えること
が望ましい。従ってPWSは様 な々サブシステム
を持つ。PWSと地震・津波の警報を配信する
ETWSのようなサブシステムとの関係を図1に
示す。

警報伝達と携帯ネットワーク（下）
～公衆警報システムへの新展開～
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2（2）プライオリティとカテゴリー

PWSの要件としては，最も急を要する場合
の配信時間は可能な限り短く秒単位とすること，
携帯端末の知識が乏しいユーザーや高齢者，
子供にも警報が認知されるようなユーザー・イ
ンターフェイスを備えていること（例えば着信音
やバイブレーション），PWSによってバッテリー
の寿命が大きく損なわれないことなど多岐にわ
たるが，ここでは，配信時間を迅速化するため
にどのような設計思想＝コンセプトが考えられて
いるのか見てみたい。

PWSでは，警報の配信時間を左右する要因
として以下の7点を挙げている。

❶警報のプライオリティ（優先順位），❷警
報に含まれる情報量，❸配信対象エリアの広
さ，❹対象エリア内の加入者（ユーザー）の数，
❺警報の形式（配信技術と端末の性能に適し
た要件が備わっているかどうか），❻携帯ネット
ワークが採用している無線通信の方式，❼配
信に使われる技術（同報配信技術のCBS，B
－SMSなど）。このうち❶と❷は迅速化のコン

セプトに直結するものであると考える。
PWS によれば，❶の警報のプライオリティ

は，警報を発信する政府機関や地方自治体と
いったWNP（Warning Notification Provider）
が定める規則ないしはネットワーク事業者の方
針に従って決められる。通常の場合には，警
報はネットワークに送られてきた順番に処理さ
れるが，複数のWNPがネットワークと繋がって
いて，それぞれ警報を送る場合には，プライオ
リティに従って配信の順番が決められる。

PWSでは，大災害などの場合には，多数
のWNPから様々な警報がネットワークに殺到
して配信に手間取ることがないように，警報
配信のプライオリティを統制管理する必要があ
るとしている。そしてプライオリティの統制管
理を行う特殊な機関（Aggregation Agency＝
Aggregator）を想定している。図2の（イ）は，
この機関がある場合で，幾つかのWNPが発
信した複数の警報は，一旦この機関に送られ
る。この機関では警報に優先順位をつけて順
番に携帯ネットワークに転送する。図2の（ロ）

図1　PWSとETWSの関係

3GPP TR22.968V8.0.0（2008-03）をもとに作成
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は，幾つかのWNPが携帯ネットワークと直接
繋がっている場合で，複数の警報はWNPと
ネットワーク事業者の間で合意された優先順位
に基づいて順番に配信される。

❷の警報に含まれる情報量については，迅
速性が求められる警報の場合には情報内容

（メッセージ）の分量が多いと配信の速度が遅
くなるので，情報量は可能な限り短くなければ
ならないとしている。しかし，その一方で，警
報の一環として避難経路や地図などをデータ量
が多い画像や音声の形で配信しなければなら
ない場合もありうる。

警報の情報量は求められる災害の段階に応
じて最適化されなければならない。しかし，警
報を発信する政府機関や自治体といったWNP
は必ずしも情報量を最適化できないかもしれな
いとしている。

警報をタイムリーに配信するためにPWSで
は，情報内容（メッセージ）を緊急性のレベル
に従って3つのカテゴリーに類別し，情報量を
最適化する方法を例示している。

3つのカテゴリーとは，①危急（Critical），②

厳しい状況（Severe），③普通（General）の3
段階で，例えば津波の場合には，津波発生の
おそれを伝える警報は，①危急（Critical）とし
て最小のデータで迅速に配信する。一方，避難
施設の情報などは，③普通（General）に類別
される。③は避難所への経路なども表示できる
ように，可能な限り大量のデータで配信される。

携帯ネットワークで各種の警報を迅速かつタ
イムリーに伝えようというPWSでは，警報のプ
ライオリティとその統制管理，警報の情報内容

（メッセージ）を緊急度に応じたカテゴリーに類
別するコンセプトが提唱されている。

 3  地震津波警報システム（ETWS）
3（1）ETWS の特徴（プライオリティ）

前述したように，ETWSはPWSのサブシス
テムである。地震と津波に関する警報を，迅速
かつタイムリーに最適な形で配信しようというも
ので，同報配信技術のCBS（Cell Broadcast 
Service）をベースとしたシステムである。3GPP
によって国際標準規格となる技術仕様書が作成

図 2　WNP- 携帯ネットワークの接続構成
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されている3）。
ETWSの最大の特徴は，プライオリティとカ

テゴリーの考え方を採用している点である。警
報を緊急度に従って，PrimaryとSecondary
の2つのカテゴリーに類別する。Primaryは
最も迅速に伝えるべき警報で，日本の一般向
け緊急地震速報や津波警報などがこれに当
る。Secondaryはいま少し時間的猶予がある
場合の警報で，避難の指示や勧告などを含む。
PrimaryとSecondaryの2つが同時に発信さ
れた場合には，緊急度のプライオリティの高い
Primaryから順番に配信される。

同じ1つの警報であっても警報に含まれる情
報要素をPrimaryとSecondaryに分けることも
ありうる。

例えば，一般向け緊急地震速報の内容は，
地震の発生時刻や震源の推定値，震央，震
度4以上が推定される地域名などから成る。
ETWSはCBSに依拠した技術であるから，被
災のおそれがあるエリアを絞り込んで警報を端

末に配信することが可能である。従って警報の
全部をPrimaryとして配信するのではなく，先
ずは一般向け緊急地震速報が出されたことな
どを伝え，震源や震度などの詳細をSecondary
として配信することも可能である。これによって
配信の迅速化を図ることができる。

Secondaryは1回限りでなく，災害の各段階
で必要に応じて複数回にわたって配信すること
も考えられる。

3（2）ETWS の概略と配信時間（要件）

図3はETWSの 概 略 図 で あ る。 破 線 の
枠 内がETWSである。 複 数のWNP（ 警 報
発信機関）から警報が直接あるいは前述の
Aggregatorを通じて携帯のネットワークの同
報配信装置，CBC （Cell Broadcast Center）
に送られる。警報はCBCから交換機や無線
ネットワーク制御装置を経由して端末群のエリア

（セル）をカバーする基地局に転送される。プラ
イオリティに従って基地局は端末にPrimaryと

図 3　ETWSの概略（イメージ）

3GPP TR22.168V9.0.0（2008-06）をもとに作成
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Secondaryの警報を順番に配信する。
ETWSは地震と津波に特化したシステムであ

るので，配信時間の大幅な短縮が求められる。
Primaryの配信時間は4秒以内としている。

緊急地震速報の場合，現行のCBSによる配信
時間は10秒以内，最速の場合は6秒というか
ら，かなりのスピードアップが図られている。配
信時間の短縮化のため，送信するデータは少
量のバイトに制限され，簡潔なテキストや着信
音，バイブレーションで表現される4）。

一方，Secondaryは配信時間が特に明示さ
れている訳ではないが，様 な々警報が発信され
て情報が混み合っている場合でも確実に配信
されることが要件とされている。画像や音声で
も送信できるようにデータの分量を多くすること
を想定している。

3（3）ETWS による配信の手順

図4は図3に示したETWSによる警報配信
の流れを技術的手順に沿って捉え直したもので

ある。ETWSでは，どのようにして配信時間を
短縮しようとしているのかを図4の手順に従っ
て説明したい。

❶警報発信機関のWNPが警報を携帯の
ネットワークの同 報 配 信 装置，CBC （Cell 
Broadcast Center）に送る。

警報の内容はフォーマット化されていて，「本
文（メッセージ）」の他に，「災害のタイプ」や「被
災のおそれがある地域」など一定の様式で記さ
れている。このうち「災害のタイプ」としては，
地震，津波，地震＆津波，テスト，その他の
5種類である。

❷ CBCは，警報の「被災のおそれのある
地域」を参照して，該当地域の交換機や無線
ネットワーク制御装置を特定。それらに同報
配信を指示し，警報の内容である「本文（メッ
セージ）」，「災害のタイプ」などのデータを転
送する。

❸無線ネットワーク制御装置は配信対象とな
る端末群のエリア（Cell）を割り出し，Cellをカ

図 4　ETWSの手順

3GPP.TR23.828V8.0.0（2008-9）及び 3GPP.TS23.041V8.2.0（2009-03）などをもとに作成
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バーする基地局に同報配信指示＋警報のデータ
を無線区間用の信号に変換して送る。

❹基地局（NodeB）は，担当するCell内の
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，本来は待ち受けモードの端
末にこれから同報配信される情報を読み込ませ
るためのものだが，ETWSの場合には，ペー
ジングのメッセージに「災害のタイプ」に基づく

「ETWS Indication」という信号を付け加える。
この「ETWS Indication」がPrimaryの警報に
関する情報である。

❺ページングメッセージを受け取った端末は，
「ETWS Indication」を読み取り，Primaryとし
て，ごく簡単なテキストや着信音，バイブレー
ションでユーザーに警報を伝える。

❻基地局（NodeB）は，共通チャンネルによっ
て警報の「本文メッセージ」を同報配信する。

❼端末はページングによって同報配信の情報
を読み込むように仕向けられているので，警報
の「本文メッセージ」を受信し，Secondaryとし
てテキストや着信音，バイブレーションなどに
よってユーザーに警報を伝える。

ETWSは❹・❺のページングによって迅速化
が図られている。CBSの場合には，ページング
→同報配信情報（警報）の読み込みまでに一定
の時間がかかっているが，ETWSは，ページン
グでとり合えず第一報（Primary）を伝えようと
いう仕組みである。

3（4）警報の公共性と個人間の通話

ETWSもCBSをベースにしたものであるか
ら，❹で示した通り，待ち受けモードの端末が
ページングの情報を受け取ることができなけれ
ば警報の配信ができない。待ち受けモードでな
く，通話中やメールの送受信中には，端末とネッ

トワーク側は音声通話用のチャンネルやデー
タ通信用のチャンネルを使って一対一の交信を
行っているので，同報配信用の共通チャンネル
で送られるページングの情報をキャッチできな
い。このためネットワークが警報を送信しても
端末には届かない。

同報配信はネットワーク側から端末に一方的
に情報が送られるので，ネットワーク側は，ど
の端末が警報を受信できなかったのか把握し
ていない。そこで該当エリアの全端末に向け
て再送信を繰り返すことになるのだが，一刻を
争って配信するPrimaryの場合には，再送信
は余り意味がない。Secondaryには再送信が
有効である。

ETWSの技術仕様書（Version9.0.0）には，
今後考慮すべき「高度な要件」として，待ち受
けモードにあるかどうか端末の状態に係わらず
配信することを掲げている5）。「人命に係わるリ
スクを少しでも多くの公衆に伝えられるように」
ということであろう。

しかし，個人間の通話やメールの交信を遮っ
て警報を伝えることは，仮に技術的には可能で
あったとしても，微妙な問題を孕んでいる。情
報の送り手と受け手が一対多の関係にある放
送では，通常の番組を中断して災害情報などを
伝えることがある。しかし通話やメールの場合
には，個人間の一対一の交信であって，やりと
りされている情報の中身はそれぞれ異なり，そ
の重要性も個 人々の認識によって異なる。端末
のユーザーが，被災した後で救助を求める通話
をしている場合も考えられるであろう。

警報配信の公共性によって個人間の通信
を中断できるのか？ 受信者（加入者）への説
明責任と合意形成が先ずは必要とされるであ
ろう。
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 4  WARN Act による警報システム構築
4（1）経緯（WARN Act/CMAS）

9・11同時多発テロや2005年のハリケーン・
カトリーナなどを契機として，アメリカでは国家
的なレベルで警報システムの見直しが行われて
いる。2006年6月には，戦争やテロ攻撃，自
然災害などに効果的・柔軟に対応できる総合
的な警報伝達システムの構築を求める大統領命
令が出され，この実現のために，同年10月に
連邦議会で，「警報及び応答ネットワークに関
する法律」（WARN Act : Warning, Alert and 
Response Network ACT）が可決された。

WARN Actには，携帯や無線呼出し（beeper）
などの商用移動体通信を結集して，全米規模
の新たな警報システム（CMAS : Commercial 
Mobile Alert System）を構築するためのプロセ
スや手続き，日程が決められている。

WARN Actの規定により，連邦通信委員会
（FCC : Federal Communications Commission）

や携帯などの通信事業者，連邦緊急事態管理庁
（FEMA : Federal Emergency Management 
Agency）などをメンバーとする委員会が発足
し，1年がかりで必要な技術要件や手順を盛り
込んだ勧告をまとめた。勧告に基づいてFCC
では，2008年4月以降，CMASを運用するた
めの規則（REPORT AND ORDER）を次 と々
策定し，現在は関係機関が2010年中の運用を
目指してシステムの開発を行っている。
図5にCMASの概略図を示す。
CMASでは，どのようなカテゴリーやプライオ

リティの考え方が採用され，Aggregatorはどの
ような役割を担うのかを図5に沿って解説する。

4（2）カテゴリーとプライオリティ

CMASでは，様 な々WNPから発信される警
報のタイプを，① Presidentia l Alerts，②
Imminent Threat Alerts，③Child Abduction 
Emergency/Amber Alertsの3種 類のカテゴ
リーに分類6）している。

図 5　CMASの概略図
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FCC FIRST REPORT AND ORDER （Releared:April.9.2008 In the Matter of the commercial Alert System）をもとに作成
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①のPresidentialは国家的危機，非常時
の際に大統領が全国民に向けて出す警報で
ある。

②のImminent Threatはハリケーンや大規
模なたつまきなど安全を脅かす緊急事態を通
知する警報である。②はさらに細分化され，（a）
Urgency（避難などのリスク回避行動が直ちに，
あるいは一定時間内に必要とされる場合），（b）
Severity（人命・財産に大きな脅威がある場合）

（c）Certainty（災害などの危険が観測された
か起こる確率が50%以上ある場合）の区別が
ある。

③のChild Abduction Emergencyは，子供
の誘拐や失踪に関する警報である。

3つのカテゴリーのプライオリティは，①の
Presidentialが他の2つに優先して配信される。
また，CMASの端末では，②と③は受信設定
をoffにすることができるが，①はできない。

4（3）Aggregator

図5に示すようにCMASでは，Aggregator
／アラート・ゲートウェイという機構が介在す
る。様々なWNPから発信される警報は一旦
Aggregatorに送られる。Aggregatorは，警
報が法律に基づく然るべき機関から適正な手
順によって発信されたものであるかどうか認証
を行う。問題がなければアラート・ゲートウェ
イに転送する。転送に際しては，前述の①
Presidentialを最優先する。他の②と③の警報
はWNPから届いた順番に従って転送する。

アラート・ゲートウェイは，送られてきた警報
のデータを基にして，携帯などモバイル事業者
用に最大90文字から成るテキスト表示の警報
メッセージをつくる。つまり，警報の内容をモ
バイル事業者が編集しなくてすむように，この

段階で一定のフォーマットを整えておこうという
訳である。

このAggregatorとアラート・ゲートウェイは，
連邦機関のFEMAが管理運営を行う予定であ
る。FEMAは当初，州・地方自治体の警報を
認証する法的な権限を持たないとして難色を示
していたが，FCCの強い要請もあって，この
役割を担うこととなった7）。

4（4）モバイル事業者の配信

携帯などの事業者はCMASによる警報の配
信を行うかどうか自主的に選ぶことができる。
配信を全面的に，あるいは部分的にしか行わ
ない事業者は，その旨を端末のユーザーに通
知しなければならない8）。

CMASによる配信を選択した事業者は，警
報を自前のネットワークでゲートウェイ→交換機
→基地局→端末といった順に転送する。警報
の配信に際しては，（上）で説明した地理的選
別性（Geographic-targeting）が求められてい
る。これは警報を該当地域に限定して配信す
ることを意味するが，どこまで細かく地域を絞
り込めるかは基地局の数や配置などモバイル事
業者の設備能力による。CMASでは，原則と
して配信できるエリアが郡（county）レベルよ
り広くならないことを求めている。

端末が表示する警報のメッセージは前述した通
り，最大で90文字のテキストである。複数の言
語を使うことが検討されたが，配信時間を短縮す
るために結局英語だけとなった。高齢者や障害を
持つユーザーのために認識しやすい着信音やバイ
ブレーションの機能が備えられることになってい
る。この他，端末が通話中やデータの送受信中
の場合には，救助を求める通信中であることも考
えられるとして，警報の割り込みを禁止している。
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4（5）CMAS と放送との関係

CMASでは，公共テレビ局は特別な役割を
担うことになっている。FEMAが管理運営を
行う予定のアラート・ゲートウェイから警報メッ
セージを受け取り，これをモバイル事業者にリ
レーする。商務省からの資金提供を受けてから
18 ヶ月以内に，全米の公共テレビ局は，警報
メッセージの受け渡しを可能にする設備と技術
を，デジタルテレビ用の伝送装置に組み込むこ
とになっている9）。

 5  ワンセグと警報配信
5（1）ワンセグの普及と遠隔起動

ワンセグは地上デジタル放送サービスの1つ
で，2006年4月から放送が始まった。これまで
の3年間で，ワンセグ対応の携帯端末の出荷台
数は累計で5,700万台を突破した。2009年4月
に出荷された携帯端末188万3,000台のうち，
80.7%にワンセグの機能が搭載されている10）。
アクセスが可能な公衆の数が多いほど，警報
配信ツールとしての有効性が増してくる。ワンセ
グは放送であるから，一度に多数の公衆に対し
て警報を送ることができる同報配信性を持つ。
輻輳のおそれはない。

通信の同報配信技術では，一般向け緊急地
震速報は，ユーザーが何もしなくても端末の待
ち受け画面にポップアップ表示される。しかし
ワンセグの場合には，ワンセグのスイッチが入っ
ていなければユーザーに警報を知らせることが
できない。そこで，ユーザーが操作しなくても
遠隔起動でワンセグの放送が立ち上がる仕組
みが考えられている。緊急警報放送システムの
導入がこれに当る。

5（2）緊急警報放送システム

緊急警報放送システムは，特定の警報が出
された時に，放送局から特殊な信号を送信し
て，受信機を待機状態から放送へと遠隔起動
させる仕組みである。緊急警報放送には2種
類のカテゴリーがあり，第一種は「大規模地震
の警戒宣言」と「災害対策基本法に基づく都道
府県知事または市町村長からの放送要請」，第
二種は「津波警報」である。

緊急警報放送システムは1985年から運用が
開始され，現在ではBSデジタルや地上デジタ
ル放送でも実施されている。しかし，緊急警
報放送を受信できるワンセグの端末は未だ実用
化されていない。普段持ち歩くことが多い携帯
端末にこの機能が実装されれば，警報配信の
有効性が増す。

ワンセグは地上デジタル放送サービスの1つ
であるから，緊急警報放送システムの手順は12
セグメントを用いるハイビジョンや標準画質のマ
ルチ番組編成の場合とあまり変わらない。手順
をかいつまんで説明する11）。

放送事業者が緊急警報放送を送出する時に
は，PMT（Program Map Table）とTMCC

（Transmission and Multiplexing Configuration 
Control）の2つの信号を使う。

ワンセグなどの地上デジタル放送では，映像
や音声，字幕などの素材は188バイトの各種パ
ケットに小分けされるが，ヘッダーにはパケット
の中身を表わす識別子が付いている。ある番
組に含まれる映像や音声などのパケットの識別
子を集めたものがPMTで，緊急警報放送を出
す時には，この中に緊急情報記述子を書き込
む。緊急情報記述子は，「start_end_flag」・「第
1種／第2種種別」・「地域符号」などから成る。
緊急情報記述子の構造を図6-（a）に示す。
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TMCCは変調方式などの情報を伝える伝送
制御信号である。図6-（b）はTMCCのイメー
ジである。全部で204のビット列のうち26番目
に緊急警報放送用の起動フラグが付いている。
放送事業者は緊急警報放送を開始する場合に
はフラグを0から1に変える。

一方，ワンセグの端末は，TMCCのフラグ
が1に変わったのを確認した後，PMTの緊急
情報記述子を監視し，「start_end_flag」が1に
なっていれば，緊急警報放送を受信する。

TMCCのフラグが0に戻った時点もしくは
PMTの緊急情報記述子が削除された時点で緊
急警報放送は終了となる。

緊急警報放送に対応したワンセグの端末が
ないのはなぜか？ ワンセグの場合，情報をの
せる搬送波（キャリア）は432本あり，このうち
制御情報のTMCCは4本で，約0.2 秒ごとに送
信される。緊急警報放送を受信するためには，
携帯端末は1本ないしは数本のTMCCを常時，
監視していなければならないが，これをやると

図 6-（a）PMT 中の緊急情報記述子

図 6-（b）TMCCのイメージ

・ABU（Asia-Pacific Broadcasting Union）の HANDBOOK ON EWBS などをもとに作成

・映像メディア学会誌 Vol.60No.2，pp.138 〜 142（国分秀樹・伊藤泰宏 著）などをもとに作成
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bit203TMCC（伝送制御信号）

ワンセグサービス

緊急警報放送用起動フラグ

送出周期 0.2 秒
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バッテリーが消耗する。ワンセグ用の受信回路
をそのまま使うと，バッテリーは1日程度しか持
たない。現在，NHK放送技術研究所は電力
消費を大幅に減らす受信回路の研究開発を進
めている。これまでに，監視動作を行っていて
も，充電なしで1週間程度は待ち受けモードが
続けられる見通しが立っている。実用化に向け
ては，端末の内部に組み込める受信回路の小
型化などが必要である。

5（3）配信時間の短縮について

デジタルの場合には，動画や音声などのデー
タを圧縮して伝送するので，その分手間がか
かり，ロスタイムが生じる。ワンセグで使われ
ている帯域幅は429KHZで，地上デジタル放
送の実効帯域幅の13分の1，総伝送容量は
416kbpsに過ぎない。そこで圧縮率の高い方式
を使っているが，ロスタイムは4秒程度と12セ
グメントの約2倍である。さらに，現状ではワ
ンセグのスイッチを入れてから放送が立ち上が
るまで数秒かかる。

NHK放送技術研究所では，ワンセグの端末
で一般向け緊急地震速報をよりスピーディに伝
える研究をしている。

仕組みは，伝送制御の付加情報を送るAC 
（Auxiliary Channel）の信号を使う。ACは1
秒あたり約880ビット送ることができるが，この
うち400 ～ 500ビット程度までを一般向け緊急
地震速報のための信号として送信する。

端末のワンセグ用回路は，ACを絶えず監視
する。AC中の起動用信号を確認すると，あら
かじめメモリーに記憶されていた簡単な文字を
待ち受け画面に表示したり，着信音，光などを
出したりして一般向け緊急地震速報をユーザー
に伝える。時間がかかるデータの圧縮伝送はし

ない。ワンセグの放送が立ち上るまで待つ必要
もないので，配信時間の大幅な短縮が可能で
ある。2 秒以下の配信時間を目指している。

ワンセグの場合，ACの搬送波（キャリア）は
8本で，TMCCと同様に0.2 秒ごとに送信され
る。ACの監視による電力消費を抑えること，
端末に内蔵できるよう小型化することなど課題
は緊急警報放送と同じである。

5（4）通信ネットワークとの融合

放送はネットワークと受信端末の関係が一対
多のサービスであるから，個 人々が必要とする
情報だけを抜き出して，それぞれに送り届ける
ことはできない。これに対して通信は，電話番
号やアドレスをもとに一対一の情報交換をする
仕組みであるから，それが可能である。

だからデータ放送で双方向のサービスを受け
ようとすると，放送から通信ネットワークのサイ
トにアクセスして，サーバーから個々の情報を
引き出すことになる。

テレビであれば，そのために通信回線と物理
的に接続しなければならないが，携帯端末は
もともと通信機器なので，その必要はない。ワ
ンセグのデータ放送の画面から通信のインター
ネットや携帯サイトにすぐにアクセスできる。

携帯ネットワークでは，端末が移動しても移
動先の基地局や基地局を束ねる交換機を経由
して通信ができるように絶えず位置の登録・確
認を行っている。機種によってはGPS（Global 
Positioning System）を搭載しているものもあ
り，端末の位置を携帯ネットワークから知るこ
とができる。

通信による双方向と位置確認の機能をワンセ
グのデータ放送と結びつければ，きめ細かな
警報配信を行うことができる。例えば，ETWS
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のSecondary警報に当る避難の指示や勧告が
出され，避難所の施設や避難経路などの情報
が伝達される場合を仮に考えてみよう。

大災害が起きて，屋外の被災者はとりあえ
ずワンセグで特設番組を見ることにした。アナ
ウンサーが避難の指示が出た地域名や避難所
の施設名を繰り返し伝えている。アナウンサー
は避難所の詳しい情報は地上デジタル放送や
ワンセグのデータ放送でも見られると言ってい
る。被災者がワンセグのデータ放送の画面を
開くと，避難所の一覧のほかに端末に一番近
い最寄りの避難所を知るためのボタンが表示さ
れる。クリックすると，端末の位置情報が，携
帯やインターネットの通信ネットワークを介して
自治体やAggregator，放送事業者などのサー
バーに送られる。サーバーは位置情報をもとに
最寄りの避難所と避難経路の地図を被災者の
端末に転送する12）。

放送と通信を組み合わせることで個 人々の
ニーズにかなった，きめ細かな警報配信が可
能となる。またワンセグによるデータ放送の内
容を補うこともできる。

 6  おわりに

前稿（上）で警報を最適・効果的に配信す
るツールの要件として，「同報配信性」・「迅速
性」・「認知性」・「普遍性」・「操作性」・「確
実性」・「地理的選別性」の7つを挙げた。技
術の進化によって普及率が高まり，それらの幾
つかを満たすか，それぞれのレベルが上がって
くると警報配信ツールとしての機が熟してくる。
携帯ネットワークもそのようにして機が熟し，同

報配信技術を使って一般向け緊急地震速報の
配信を始めた。

3GPPに よるPWSやETWS， アメリカの
WARN Actに基づく規則では，配信を迅速化
するために，緊急度に応じたカテゴリーとプラ
イオリティを警報に設定している。またプライオ
リティの統制管理とセキュリティのために警報
の発信元の認証を行うAggregatorという機構
も考えられている。

放送は，情報量が多い動画などでもすばやく
不特定多数の公衆に送ることができる「Mass 
Notification」が身上である。また放送は，技
術的な配信機能だけでなく，情報の取材・制
作機能も持つ。放送局には警報に付随する様々
な情報がリアルタイムで集積される。インパクト
のある素材構成で公衆の安全を守る番組を制
作することも可能である。

しかし，テレビを常時持ち歩く訳にはいかな
いし，ワンセグやラジオも通常はスイッチをい
れないと視聴できない。アクセス環境には現状
では一定の限界がある。

放送では，警報や警報に関係する情報のう
ちから個 人々の必要とする分だけを抜き出して，
それぞれに送信することはできない。警報伝達
のような国民の安全を脅かす局面では，これか
らは放送と通信が結びつき，互いに補完しあう
ことになって行くであろう。

警報の伝達・配信が高度化・多メディア化す
る中で，警報がどのように発信され，警報に基
づいて公衆が的確に行動できたかどうか，放送
は自らの配信の在り方も含め報道機関として検
証する役割を担っていると考える。検証結果は
番組などを通じて社会にフィードバックし，国
民の安全に資することが望ましい。

（ふくなが ひでひこ）
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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 7 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）3GPP  TR  2 2 . 9 6 8  V 8 . 0 . 0  S t u d y  F o r 
requirements for a Public Warning System

（PWS）service.
3）3GPP TS 22.168 V9.0.0 Earthquake and 

T s u n a m i  W a r n i n g  S y s t e m （ E T W S ） 
requirements。他に技術報告書として 3GPP 
TR 23.828 V8.0.0 がある。

4）前掲 3GPP TS 22.168 V9.0.0 の 5-5（9 頁）。
5）前掲 3GPP TS 22.168 V9.0.0 の 5-2（8 頁）。
6）FCC FIRST REPORT AND ORDER。
7）FEMA　HQ-08-090　May30 2008。
8）FCC THIRD REPORT AND ORDER 及

び FCC New Commercial Alert System（FCC 
Consumer Facts）。

9） 前 掲 FCC New Commercial Alert System
（FCC Consumer Facts） 及 び FCC SECOND  
REPORT AND ORDER。

10）累計出荷台数・搭載率は社団法人電子情報
技 術 産 業 協 会（JEITA:Japan Electronics 
and Information Technology Industries 
Association）の調査。

11）詳細は 地上デジタルテレビジョン放送運用規
定技術資料 ARIB TR-B14 3.8 版中第二編及び
第七編（社団法人電波産業会編）。

12）技術的可能性から考えたもので，実際の運用に
際しては通信ネットワークやサーバーへの負荷
などを勘案する必要がある。


