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ているとみられる地域を中心にエリアを限定し
たPUSH型 2）の手段で避難勧告等の伝達の検
討を行う必要があるとした。そのため防災行政
無線（同報系）（以下，同報系は割愛）の戸別
受信機の普及促進と，携帯キャリア各社が提
供中の緊急速報メールのエリア細分化等を進
めていくという方針が打ち出された。報告書の
内容は，6月に公表された中央防災会議「防災
対策実行会議」の「総合的な土砂災害対策の
推進について 3）」の報告にも盛り込まれた。

しかし，検討会を傍聴し取材を進めると，
果たして議論は十分に尽くされたのだろうかと
の印象を強く持つ。伝達するエリアの設定範囲
や整備を進めるべき手段を巡っては，見解が

 はじめに

2015年4月10日，消防庁は「突発的局地的
豪雨による土砂災害時における防災情報の伝
達のあり方に関する検討会」の報告書 1）を公表
した。この検討会は，2014年8月20日に発生
し74人の犠牲者を出した広島市の土砂災害を
契機に10月から開催され，関係省庁，有識者，
自治体の防災担当者等が参加し4回にわたり
議論が行われた。報告書では特に人口や面積
の規模が大きい市町村において，夜間や早朝
に突発的豪雨が発生した場合，住民の混乱や
市町村による伝達の躊躇につながるリスクを低
減する等の観点から，市町村は危険度が高まっ

2015年4月，消防庁は「突発的局地的豪雨による土砂災害時における防災情報の伝達のあり方に関する検討会」
の報告書を公表した。報告書では，特に夜間や早朝に発生する突発的局地的豪雨において，市町村は危険度が高
まっているとみられる地域を中心に，エリアを限定したPUSH型の手段での避難情報等の伝達を検討すること，そ
のため防災行政無線（同報系）の戸別受信機の普及促進と，携帯キャリア各社が提供中の緊急速報メールのエリア
細分化を進めていくという方針が打ち出された。

しかし，検討会を傍聴し取材を進めると，果たして議論は十分に尽くされたのだろうかとの印象を強く持つ。伝
達するエリアの設定範囲や整備を進めるべき手段を巡っては，見解が分かれ折り合い点が余り見つからず，また，
市町村の特性の違いが大きすぎて共通項で括って論じることにも限界があったからである。報告書では，伝達手段
の整備に際しては全国一律の方針が示された。今後，特に規模の大きい各市町村には，地域特性，費用対効果，
目まぐるしく進展する情報通信環境を見極めながら，手段を組み合わせ最大の効果を図る，高い“メディアデザイ
ン力”が求められることになるが，どこまで実効性があるのだろうか。

本稿では消防庁の検討会の議論と報告書のポイントを整理し，その作業を通じて，進展する情報通信環境の中
における災害情報伝達のあり方について考察する。
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以上の問題意識の下，本稿では，今回の消
防庁の「突発的局地的豪雨による土砂災害時
における防災情報の伝達のあり方に関する検討
会（以下，検討会）」の議論と報告書を読み解
き，積み残した課題を整理したい。そのことを
通じて，進展する情報通信環境の中における災
害情報伝達のあり方について理解を深め，各
市町村における検討の議論に少しでも寄与でき
る知見を提示したい。

 1. 今，なぜ
       エリア限定防災情報なのか？

エリアを限定した避難勧告等については，発
令と伝達，共に検討が促されている。なぜエリ
ア限定なのか，検討会の詳細に入る前に簡単
にまとめておく。なお，エリア限定は，土砂災
害以外の災害，河川の氾濫や最近頻発してい
る火山災害等にも当てはまると思われるが，本
稿では検討会がテーマにしている土砂災害に
絞って論を進める。

１－１気象の状況
図１は，時間降雨量50ミリ以上の豪雨の年

間発生回数と，土砂災害の発生件数の過去30
年の推移を示したものである。豪雨と土砂災害
の発生件数の増加を長期的なトレンドとして見
て取ることができる。

こうした状況に加え，近年では，積乱雲が
同じ場所で次 と々発生し，ある特定の地域に
対し，長時間，集中して大量の雨をもたらす

“バックビルディング現象”と言われる現象が
各地で観測されている。広島市の土砂災害も
この現象が引き起こしたとみられている。台風
のような進路予測がある程度可能な災害に比

分かれ折り合い点が余り見つからず，また，市
町村の特性の違いが大きすぎて共通項で括っ
て論じることにも限界があったからである。そ
のため，報告書が示した方針にどれだけの実
効性があり，市町村による手段の整備にどこま
で現実性があるのかについては，課題が残っ
たと言わざるを得ない。

土砂災害は，降雨条件だけでなく局所的な
地形・地質条件等によって引き起こされること，
切迫性を河川水位の上昇のように目視で確認す
るのが難しいことなどから，発生場所や発生時
刻の予測が困難な災害である。そのため，ハ
ザードマップ等で日頃から自らの住む地域の特
性を把握し，特に“立ち退き避難”が求められ
るような災害リスクの高い地域に住む人たちに
は，市町村の避難勧告等の発令・伝達を待た
ずして身の安全を早期に確保するなどの“自助”
が強く求められる。しかし，突発的局地的豪
雨，特に夜間，早朝のそれにおいては，“自助”
の気づきとしてもPUSH型の情報伝達は命綱の
1つであり，そしてその情報は，“自分事”と捉
えなければならないエリアの人に限定して的確
に届けられればそれに越したことはない。夜間
から早朝にかけての突発的局地的豪雨が頻発
し，エリア限定のPUSH型伝達を可能とする手
段も増えている中，確かに今が検討を行うタイ
ミングであることは間違いないであろう。ただ，
伝達手段の整備を行う各市町村には，地域特
性，費用対効果，目まぐるしく進展する情報通
信環境を見極めながら，手段を組み合わせ最
大の効果を図る，高い“メディアデザイン力”
が求められることになる。報告書では全国一律
の方針が示されたが，これをゴールとするので
はなく，ケーススタディなど更なる具体的な議
論が必要なのではないかと筆者は考える。
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べ，こうした突発的局地的豪雨は，限られた
地域に大きな被害をもたらす可能性があるこ
と，事前の予測が困難で対応に急を要するこ
と等もあり，対象エリアを限定し，PUSH型で
避難勧告等を伝達することができないか考え
られてきているのである。

１－ 2　防災気象情報の状況
こうした気象の変化や，それに伴う土砂災害

等への対応策として，ここ1 ～ 2年，相次いで
防災気象情報のメッシュ化，つまり，格子状に
細分化した小エリア単位での予測情報の提供
が開始されている。
表1は検討会報告書において，防災情報の

発表単位とエリア限定の可能性についてまとめ
たものであるが，（１）の防災気象情報の③がそ
れにあたる。一番上にある「土砂災害警戒判
定メッシュ情報 4）」は，2013年6月に気象庁が
公表を開始したものであるが，5キロメッシュ
毎に土砂災害発生の危険度を5 段階に判定し
た結果を色分けして表示し，10 分毎に更新し
ている。また都道府県によっては，更に細かく
1キロメッシュで表示しているところもある。ま
た雨については，1キロメッシュで1時間先まで

の予報を5分毎に更新する「降水ナウキャスト」
に加え，2014年8月から気象庁では，250メー
トルメッシュの「高解像度降水ナウキャスト5）」
の提供も開始している。

 

以上のように，これまでは①②のように，発
表単位が市町村，もしくは府県予報区毎であっ
た防災気象情報が，かなり細分化されたエリア
で提供されるようになってきている。このことも，
市町村によるエリア限定の避難勧告等の発令・
伝達を後押しする背景の1つとなっている。

１－ 3　政策の状況
土砂災害対策において，エリア限定の避難

勧告等の発令の検討が具体的に明記されたの
は，2013年10月に起きた伊豆大島の土砂災
害を契機に2014年4月，10年ぶりに改訂され
た，内閣府による市町村向けの「避難勧告等
の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン 6）（以
下，ガイドライン）」である。このガイドライン

図1　拡大する豪雨と土砂災害

〈出典〉国土交通省・社会資本整備審議会河川分科会資料

〈出典〉消防庁検討会報告書より一部抜粋

表１　防災情報の発表単位とエリア限定
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は，市町村に対し避難勧告等の発令について，
都道府県と気象庁が発表する土砂災害警戒情
報を判断基準とすることを基本とした上で，土
砂災害防止法に基づいて指定された土砂災害
特別警戒区域（以下，レッドゾーン）や警戒区
域（以下，イエローゾーン），指定はまだだが都
道府県が調査し公開している土砂災害危険箇
所について，避難勧告等の発表単位として予
め決めておき，土砂災害警戒情報を補足する
メッシュ情報で基準を超えた領域と重なった区
域に対し避難勧告等の発令を検討する必要が
あるとしている（図2）7）。

その後，国土交通省でも，2015年2月に10
年ぶりに「都道府県と気象庁が共同して土砂災
害警戒情報を作成・発表するための手引き8）」
が，4月には8年ぶりに「土砂災害警戒避難ガ
イドライン 9）」が改訂され，同様の内容が示さ
れた。これらの発令の議論と並行して，本稿
が扱う消防庁の検討会では，伝達をテーマに
議論が進められてきたのである。

１－ 4　市町村の状況
言うまでもなく，エリア限定で避難勧告等の

発令・伝達を行う主体は市町村である。今回
の検討会でまず念頭におかれたのは，合併し

て広域化した自治
体であった。検討
会のメンバーとして
参加した市町村の
うち，和歌山県田
辺市と秋田県仙北
市は1,000平方キ
ロメートルを超える
面積を抱えている。
東京23区が626平

方キロメートルであることをみても，その面積が
いかに広大であるかが分かる。現在，全国で
2市のように面積が1,000平方キロメートルを超
える自治体は29，東京23区を超える面積があ
る自治体は136存在している。こうした自治体
は広域であるだけでなく，地形や気象条件が
全く異なる，つまり多様な災害のリスクを抱える
地域を包含している。そのため，こうした自治
体は他の自治体以上に，エリアを限定して避難
勧告等を発令・伝達することを考えなければな
らない実情がある。　

人口の多い都市部の自治体も，検討会の議
論の念頭におかれた。メンバーであった神戸
市は人口が150万人以上，神奈川県横須賀市
も40万人を超える人口を抱えている。前述の
田辺市の人口は8万人弱，仙北市は3万人弱と
いうことを考えると，一言で市町村といっても
全く条件が異なることが分かる。こうした都市
部においては，全域，もしくは広域に避難勧
告等を発令すると，数十万人が一挙に避難対
象となってしまう。

2014年10月の台風18号では，一部の自治
体で全域に避難勧告が発令され，全国で約
360万人が避難勧告の対象者となり，混乱が生
じた 10）。一方で，2014年8月の広島土砂災害

図 2

〈出典〉中央防災会議「総合的な土砂災害対策の推進について（報告）」参考資料より一部抜粋
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では，広島市が携帯キャリアの運営するPUSH
型の情報伝達手段である緊急速報メールを活
用しなかった。メディアの取材に対し広島市は

「対象地域を超えて強制的に配信されるので混
乱を招く」と考えたと回答している11）。都市部
の自治体では，混乱を恐れて避難勧告等の発
令・伝達を躊躇しないためにも，また，危険
が迫っている地域の住民に情報を“自分事”と
して捉えてもらうためにも，エリア限定を考え
る必要があるのである。

１－ 5　伝達手段の状況
東日本大震災以降，消防庁では，防災行政

無線の屋外スピーカーについて，倒壊や電源
喪失のおそれがあったり，風水害時には聞こえ
づらいなどの課題を抱えたりしていることを踏
まえ，災害情報伝達手段の多様化を強く進め
てきた 12）。これを受け市町村では，PUSH型
とPULL型を組み合わせた複数の手段の整備
を進めてきた（表2）。そして最近では，PUSH
型伝達の中でエリア限定ができる手段が増え
つつある。これらの具体的な手段は後ほど紹
介したい。

 2. 検討会が積み残した論点

ここからは，検討会の報告書のポイントと，
そこに至るまでの議論の論点を整理する。報
告書は，前半はエリアを限定した避難勧告等
のPUSH型伝達について，後半は市町村の体
制整備や平時における住民とのリスクコミュニ
ケーションについてまとめられている。後半も
極めて重要な内容ではあるが，本稿は情報伝
達をテーマにしているため，前半部分について，
伝達範囲と伝達手段という2点に分けて論じて
いく。

2 －１　どこまでエリアを限定するのか？
1点目は情報の伝達範囲についてである。報

告書では市町村に対して，特に夜間や早朝の
土砂災害における避難勧告等は範囲を絞り込
んで発令し，伝達は発令対象区域より広めに
設定することを検討すべきとしている（図3）。
そしてそのエリアについては，地区単位，中学
校区単位，支所単位，旧市町村単位等，一定
の分かりやすい設定にすべき，としている。

検討会ではこのエリア限定のあり方を巡り，

表 2
図 3

〈出典〉消防庁検討会報告書より一部抜粋 〈出典〉消防庁検討会報告書の概要より一部抜粋

PUSH 型の
主な情報伝達手段の例

PULL 型の
主な情報伝達手段の例

・市町村防災行政無線（同報
系）（屋外スピーカー・戸別
受信機）

・緊急速報メール
・自動起動対応の防災ラジオ

を用いたコミュニティFM
・IP 告知システム
・登録制メール
・Lアラート（公共情報コモン

ズ）情報に対応したスマート
フォンアプリ※

・ 携帯メール
※民間業者が開発・運用して
いるもの

・Lアラート情報に対応した
テレビ・ ラジオ・ホームページ

・CATV
・コミュニティFM 
・市町村ホームページ 
・SNS
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専門家の間で意見が分かれていた。東洋大学
の中村功教授は，避難勧告等による避難の促
進効果を高めるためにはできるだけ限定的に
発令し，それをPUSH型で伝達していくこと
が求められるとし，土砂災害警戒判定メッシュ
情報で基準を超えたエリアと，レッドゾーン・
イエローゾーンなどの危険地域が重なった場合
には，例えばその5キロ周辺が浮き出てきたり，
伝達を自動化するシステムを作っていけるとい
いのではないか，と提案した。一方，静岡大
学の牛山素行教授は，そもそもエリアを限定
した情報伝達を強調しすぎると市町村は業務
が煩雑になるなど却ってきちんと伝達できなく
なってしまう危惧があるとし，自治体で可能な
範囲の対応でいいのではないか，との見解を
述べた。

参加した自治体の考え方も様々であった。
市町村合併で広域化した自治体では，市主

導と旧市町村役場（支所）主導の2つの実態
が示された。東京23区とほぼ同じ面積を抱え
る山口県萩市では，市を24のエリア（ほぼ小
学校区）に分け，日頃からクマの出没や火災の
情報，道路の渋滞情報などを細かく伝達して
おり，避難勧告等の伝達の運用もその延長線
上に位置づけていた。山口県が県下の市町村
に提供している土砂災害警戒判定のための1キ
ロメッシュ情報や雨量計，その他様々なデータ
から市が総合的に判断し，校区単位で発令・
伝達を行っているとのことであった。一方，市
の90％以上が山林で，沿岸部と山間部に住民
が分散して住んでいる和歌山県田辺市では，
合併前の１市2町2 村の単位の支所によるオペ
レーションを基本としており，そのため実態と
して同じ市であっても5つのエリア限定の発令・
伝達にならざるを得ないとのことであった。ま

た，更に細かいエリア限定についても，和歌
山県が提供するメッシュ情報も参考にしつつ，
メインの判断は危険地域について十分に把握
している支所レベルで降雨や河川の水位など
の状況に応じて行っており，それを市で共有し，
発令・伝達するとのことであった。

都市部では，かなり細分化して伝達しようと
考えていたのが神奈川県横須賀市で，市内に
ある1,121か所のイエローゾーンに対して個々に
伝達する方法を検討中とのことであった。検討
会では，“こんなことが起きている”と広く伝え
る情報提供ではなく，“あなたが危ない”を当
該住民にいかに伝えるかをしっかり検討すべ
き，と訴えた。一方，同じ都市部の自治体で
ある神戸市は，現状の土砂災害警戒情報の精
度の低さ13）を考えると細かくエリアを限定して
避難勧告等を発令・伝達することは難しいとし，
限定したとしてもせいぜい１区から数区の行政
区単位のレベルに留まるとのスタンスであった。
一方で，レッドゾーンなど特に危険な地域に住
む住民については予め電話番号を登録してお
き，グループ化して伝達する手段を別途講じて
おり14），その手段の高度化には頭を悩ませて
いる様子であった。このように都市部の2市で
は，同じエリア限定伝達でも，狭域，もしくは
広域と狭域の2系統が想定され，実際にそれ
がPUSH型手段の運用でどの程度実現可能な
のか，という問題意識を持っていた。

結局，報告書では前述した通り，伝達する
エリア設定の単位は，地区から旧市町村まで
という非常に幅のある書きぶりとなった。それ
はすなわち，市町村は全域ではなくエリアを限
定して避難勧告等を伝達することには努めるも
のの，その範囲については個々の実情に応じて
日頃から検討しておくべき，との必要性が示さ
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れるに留まったことを意味している。ただ，筆
者は今回，検討会に参加した複数の自治体を
取材しただけだが，特性毎にいくつかのカテゴ
リー分けはできそうである。今後，各市町村
が検討を深めていくためにも，もう少し詳細な
ケース例が提示されることが求められるのでは
ないだろうか。いずれにせよ，各種ガイドライ
ンの改訂により，立て続けに市町村に対しエリ
ア限定の発令・伝達の検討が求められている
中で，検討会で具体的な市町村の実情が議論
されたことは大いに意義があったと言えよう。

2 － 2　どの伝達手段がふさわしいのか？
　2 点目は活用する PUSH 型の伝達手段につ
いてである。これについては，防災行政無線の
戸別受信機と携帯キャリア 3 社が提供する緊
急速報メールの 2 つが中心に据えられた（表
3）。戸別受信機については，これまでも市町
村が屋外スピーカー等と一体で整備する場合
には国からの地方財政措置 15）の対象であっ

たが，戸別受信機のみを追加整備する際には
支援がなかった。しかし 2015 年度からは，追
加整備についても特別交付税によって財政支
援措置（措置率 7 割）16）を行うこととし，それ
により受信機の出荷台数を増やし，価格を下
げて普及を図るとした。また緊急速報メールに
ついては，現在，政令市以外は市町村単位に
なっているエリア設定を，携帯キャリア各社と
細分化に向け協議していくとした。それ以外の
手段は補完的に活用するとされた。

しかし，この報告書の方針については，手
段を選択する側の自治体の参加者からも，ま
た専門家からも，いささか違和感を持って受け
止められた印象があった。それはなぜだったの
か。以下，検討会の議論を詳細に振り返りなが
ら考えてみたい。

エリア限定 PUSH 型伝達手段の 3 分類

議論をみていくにあたり，エリア限定が可能
なPUSH型伝達手段を筆者なりに3つに分類し

てみた。①旧来から導入されてい
る手段のうちエリア限定の仕組み
が備わっているもの，②技術的に
はエリア限定が可能であるが現状
では行われていない，もしくは限
定的にしか行われていないもの，
③エリア限定の機能を備え新たに
台頭してきている，または開始が
予定されているもの。これをまとめ
たのが表4である。

①としては，防災行政無線（屋
外スピーカー・戸別受信機），IP
告知システム，登録制メール，そ
して，電話やFAXで特定のグルー
プに伝達する方法 17）がある。②と

表 3

〈出典〉消防庁検討会報告書より一部抜粋
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しては，携帯キャリアが市町村に無償で提供
している緊急速報メール（市町村単位。政令市
のみ行政区に対応），Lアラートに対応した防災
アプリ18）（市町村単位。政令市のみ行政区に対
応），自動起動対応のコミュニティFM19）（基地
局毎の伝達やグループ毎の起動が可能）があ
る。③としては，ケーブルテレビ事業者等が提
供し始めている，防災行政無線の音声やその
他の防災情報を，CATV網を使って簡易端末
もしくはセットトップボックス経由でテレビを自
動起動させ伝達するサービス 20）（郵便番号でエ
リア限定が可能），Lアラートには連動していな
いがスマホアプリによる自治体向けのエリア限
定伝達サービス 21）や自治体自らが運用するアプ
リ，そして放送では，地デジ放送波の空き帯域
を活用したエリア放送や，現在，全国で基地
局の整備を進め，2015年秋からサービス開始
予定の地デジ化後の跡地であるVHF帯域を活
用したV-Lowマルチメディア放送の自治体向け
サービス 22）がある。

以下，検討会の議論について，①の有効活
用をどう進めるか，②の機能拡張をどう進める
か，③の可能性をどうみるか，という観点から
みていく。

① 既存手段の有効活用について

事務局から議論のたたき台として示された
「エリアを限定することが可能な情報伝達手段
比較表 23）」には，防災行政無線，登録制メー
ル，IP告知システムの3つの既存手段があげら
れていた。検討会ではこれらについては活発な
意見交換が行われた。

まず防災行政無線については，検討会に参
加した自治体全てが，全域もしくは一部での整
備を行っており，エリア限定伝達についても，
旧市町村・行政区単位レベルでは運用の実績
がある自治体が少なくなかった 24）。しかし，屋
外スピーカーが聞こえないということはもとより，
戸別受信機に対しても初回から，整備はしてい
たが激しい雨の時には部屋の中でも聞こえにく
く，持ち出すこともできないので不便，設置に
はコストがかかりすぎるため整備できない等の
意見が相次いだ。更に，デジタル化に伴う課題
もあげられた。中継局（再送信子局）の数がア
ナログの時よりも必要で，戸別受信機の整備に
も戸別のアンテナが必要な世帯が増えるので躊
躇している，アナログであれば戸別受信機もデ
ジタルより安価 25）である等である。ちなみにデ
ジタル防災行政無線の整備にかかる費用である
が，全域に屋外スピーカーを整備するには，小
規模な町村で2億円前後，大規模な市レベル
になると数十億～百億円を超す所もある26）。こ
れには国からの何らかの財政支援があるとはい
え，自治体側の費用負担は少なくない。更に戸
別受信機については，１戸あたり4 ～ 6万円，
電波強度によっては戸別アンテナも必要で，そ
の費用は別途4 ～ 5万円かかるという27）。この
ため，防災行政無線は自営無線網であることか
ら，耐災害性があり市町村が柔軟にエリア限定
の伝達を運用できるメリットはあるものの，費

表 4

①既存手段
（エリア限定機能付き）

②既存手段
（エリア限定機能一部）

③新規手段
（エリア限定機能付き）

防災行政無線
　（屋外スピーカー）

緊急速報メール CATV 事業者等の
新サービス

　（戸別受信機） Lアラート
対応アプリ 自治体アプリ

IP告知システム コミュニティFM
（自動起動機能付き） エリア放送

登録制メール 　 V-Low マルチ
メディア放送　

グループ機能付き
電話・FAX 　 　

消防庁資料及び取材に基づき筆者作成
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用対効果の面から考えると，システム全体にし
ても追加の戸別受信機整備にしても，市町村が
今後整備していくにはかなりのハードルがある
との認識が大勢を占めた。

2つ目は，市町村が運営する登録制メールに
ついてである。この手段は数十万円の費用で
導入できることもあり，検討会に参加した自治
体の全てで運用が行われていた。また，どの
エリアの情報が入手したいかを住民が登録す
ればその情報だけが届くようなエリア限定伝達
のシステムも比較的簡易に組めることから，田
辺市では旧市町村単位，萩市では24のエリア
単位での運用を行っていた 28）。しかし，登録
の際にドメイン指定が必要なこと29），携帯の機
種交換をした時の再登録の煩雑さ，これに若
年層のメール離れ等も相まって，どの自治体も
登録者数は伸び悩んでいた。最も積極的に活
用している萩市ですら，登録者数は全人口の
15％程度とのことであった。こうした実情に対
し，イエローゾーン・レッドゾーンに住む住民
には強制的にメールを登録してもらう等の措置
が必要ではないかとの問題提起もなされたが，
それ以上この議論が深まることはなかった。

3つ目はIP告知システムについてである。こ
れは非都市部に対する地域情報通信基盤整
備等の交付金により，光ファイバー敷設と共に
整備されたケースがほとんどである。検討会で
は2011年に交付金 30）を活用して住民に費用負
担なしで導入した熊本県阿蘇市から，メリット
とデメリットについて報告が行われた。メリッ
トとしては，市役所からエリア限定で各家庭に
情報を伝達できることに加えて，地元の区長等
も設定したグループに対して情報を伝達できる
ため，避難勧告等の伝達以外にも，個別の呼
びかけや安否確認などのきめ細かなやり取り

ができること，デメリットとしては，有線である
ため断線や停電のリスクがあること31）があげら
れた。市では2年後にシステムの更新を控えて
おり，それに億単位の費用がかかることが目下
の悩みであるとのことであった。IP告知システ
ムも防災行政無線同様，新規整備にも維持に
も多額の費用がかかり，そのため国の財政支
援を前提とし，かつ自治体の費用負担も大きい
システムであるということが確認された。

② 既存手段の機能拡張について

これについては，ほとんど議論は深まらな
かった。緊急速報メールやLアラートに対応す
るアプリは民間事業者によって無償提供されて
いる手段であり，会議に事業者がメンバーとし
て参加していなかったこともあって，提供中の
市町村単位のサービスの前提を云々する議論は
しづらかったのではないかと推察される。また，
コミュニティFMについては，事務局側が，エ
リア限定が可能な手段として当初は認識してお
らず，専門家から都市部では防災行政無線より
現実的ではないかとの指摘を受け，初めて資料
に掲載するというレベルであった。

③ 新手段の可能性について

これについては初回にアプリに関する問題提
起がなされた。アプリは登録制メール同様，エ
リア設定のシステムが簡易に組めるため，Ｌア
ラートと連動しない市町村単独で運営するタイ
プのものであっても，登録制メールの発展型と
して位置づけられるのではないか，そうした視
点からの発言であった。しかし，アプリがまだ
世の中に余り広がっていないためか，その後の
議論に発展することはなかった。

また，ケーブルテレビ事業者のジュピターテ
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レコムが1年半ほど前から提供し始めている，
防災行政無線をCATV網経由で自動起動する
防災行政無線連動簡易端末については，郵便
番号でエリア限定ができ，既に25を超える自
治体で採用されているにもかかわらず，会では
全く取り上げられなかった。また，三重県尾鷲
市等で既に行われているエリア放送の可能性に
ついても触れられなかった。更にV-Lowマルチ
メディア放送の自治体向けサービスについても，
初回に配布された資料には掲載されていたもの
の 32），サービスの開始時期が見通せないことも
あってか 33），議論されず終いであった。

議論は十分であったか？

このように，事務局がどこまで意図していた
かはともかくとして，検討会の議論は，①の既
存手段の有効活用に偏り，②の既存手段の機
能拡張，③の新手段の可能性についてはほと
んど事例すら提示されなかった。確かに先が
見えない新サービスについて論じるのは困難で
はあるし，既に普及している手段への対策の方
が講じやすいのも理解はできる。しかし，携帯
からスマホへ，メールからアプリへと移行しつ
つある人々のコミュニケーション手段の変化や，
垂直統合から水平分離へと向かう情報通信産
業の変容に鑑みると，検討会の議論はいささか
目の前にある手段に固執しすぎた感は否めない
だろう。

ともあれ，以上の議論を経て，報告書では
前述した通り，防災行政無線の戸別受信機を
財政支援することで普及促進させること，携帯
キャリアの提供する緊急速報メールをエリア細
分化できないか協議することの2点が方針とし
て示された。前者については，検討会の議論
で提起されていた市町村の費用負担という課題

に対し，国からの回答とも受け取れる内容では
あった。しかし，この施策を国をあげて推進し
ていくとなるとかなりの国費が投じられることに
もなりかねず，実際に日本全国のレッドゾーン・
イエローゾーンの世帯に全戸配付するならどの
位の費用がかかるのか一度試算してみたらどう
かと，専門家からは皮肉とも取れる発言も飛び
出した。一方で，都市部の自治体は，財政支
援があろうとなかろうと最初から戸別受信機の
整備は費用対効果の面から検討項目には入って
いなかったため，この方針については当事者意
識を持っては受け止められない様子であった。

後者については，議論の俎上にもほとんど
上っていなかったためやや唐突感はあったもの
の，非都市部の自治体では，旧市町村毎にエ
リア分けを事業者がやってくれるならそれに越
したことはない，という雰囲気であった。ただ，
いざエリア限定の主軸を担う手段として位置づ
けるとなると，最近ではこのメールを受けられ
ない端末がかなりあるのではないか 34）とか，今
後広がるであろう，自社で回線網を持たず回線
を借り受けてユーザーへの安価なサービス提供
を目指すMVNO 35）の端末はどうするのか，等
の課題が最終回で一気に出された。

いずれにせよ，この報告書の方針は，非都
市部の広域自治体には一定の意味があったと
思われるが，都市部の自治体にとってはどこま
で意味があったのかについては正直分からな
かった。

  3. 報告書を受けて　
2-2で述べたように，今回の検討会の報告書

は，伝達手段を提供する事業者側の努力を強
く促すものであった。では，球を投げられた事
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業者は報告書をどう受け止めているのか。
まず防災行政無線のメーカーである。報告

書には，財政支援措置を講ずることで「戸別
受信機の一層の普及を目指し，今後，戸別受
信機の本体価格が大幅に下がる見込みと聞い
ている」と記載されている。主要メーカー 8 社
のうちの1社に取材したが，現在，市町村の
要望をヒアリング中であるという。担当者は，

「戸別受信機は年間10万台程度の市場規模な
ので，ロット数が相当数増えない限り価格を下
げることはなかなか難しいが，メーカーとして最
大限の努力をし，市町村が導入意欲を示す価
格帯まで引き下げたいと考えている。また国が，
レッドゾーン・イエローゾーンの世帯には戸別受
信機の設置を義務付ける等をしていただけれ
ばかなり実効性が上がると考えている」と語っ
た 36）。

一方，消防庁としては，今回の財政支援を
呼び水に，長らく8 社が独占してきた防災行政
無線の市場に，戸別受信機の側から新規事業
者を招き入れ，競争を促したいと考えているよ
うである。そのため報告書にも「メーカーによ
らない調達が可能になるよう環境整備を進め
る」との文言が盛り込まれた。ただしデジタル
の場合は，信号を音声に変換する音声コーデッ
クの機能が必要なため，アナログ時より参入は
厳しいとも言われる。果たして今後，新規事業
者が参入し，それが引き金となり，ロット数が
爆発的に増えなくても低廉化するという流れは
起きるのだろうか。

また，この消防庁の検討会とは別に，総務
省の総合通信基盤局重要無線室ではデジタル
防災行政無線のシステムそのものの低廉化に
取り組んできた 37）。これは従来の方式から双
方向機能を減らす等の新方式をとることで価

格を3割程度引き下げ，市町村への普及を促そ
うというものである。技術規格が決定すれば
2015年度内にも製造が始められる見込みとい
う。こちらも新規事業者の参入促進が1つの狙
いとなっている 38）。

以上のように，防災行政無線を巡る施策は，
災害情報伝達の文脈だけでは捉えきれない競
争政策が背後に潜んでいる。いずれにせよ，
低廉化すればそれだけ市町村にとっては朗報と
なるのだが，今回の消防庁の検討会の座長を
務めた東京経済大学の吉井博明名誉教授は，
こうした競争政策以上に，国はもっと長期的視
野で施策を考えるべきと訴える。自営無線は日
本独自の方法であって限界を迎えつつあり，周
波数の有効利用やシステムの相互運用性を考え
るとシフトチェンジのタイミングに来ている，と
いうのである39）。海外に目を転じると，LTEを
活用した共同利用型の防災ネットワークの構築
も進んできている 40）。市町村が高額のハード
設備を抱え，自前で運営していく時代は果たし
ていつまで続いていくのだろうか。　

ハード設備を自前で持たない方法で耐災害
性の高い放送波を活用する方法を市町村に提
案しているのが，V-Lowマルチメディア放送を
運営する事業者である。全国を7つのブロック
に分け，それぞれの地域で広域型の放送局が
開設される予定だが，ハード事業者は1社のみ
で，現在7ブロック全ての基地局整備に取り組
んでいる 41）。平時からの市町村によるチャンネ
ルの利用や，災害時に市町村が発令する避難
勧告等の情報を放送波で各々のエリアにある
専用端末に伝達する「V-ALERT」というサー
ビスを提案している。端末側に予めエリア設定
をしておいて必要な端末だけに情報を伝達す
るというのはアプリと同様だが，放送波を使う
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ため災害時も輻輳なく確実性の高い伝達がで
きることを事業者はメリットとしてあげている。
専用端末の価格が1万円弱と戸別受信機と比
べて安価なこともあり，防災行政無線の整備
には費用がかかって難しいと考える都市部の
自治体を中心に，2014年から自治体連絡会を
作ってサービス実現に向けて動いている。放
送は2015年秋から福岡を皮切りに順次開始さ
れる予定である。自治体が自営網を持たない
シフトチェンジの一歩となるのか，引き続きみ
ていきたい。

次に，緊急速報メールを提供する携帯キャリ
アである。報告書には「広域な合併市町村に
おいて旧市町村単位などに細分化して送信でき
るようにするため，市町村と携帯会社間で調整
できる枠組みを（中略）構築できるよう，国に
おいて携帯会社と協議し進める」と記載されて
いる。ただ，元を辿ればこのサービスは，東
日本大震災前に有料 42）でNTTドコモが開始し
ていたものを，震災後に無料化し，他の2社も
追って無料で提供を開始したものである。エリ
ア設定を見直すということは，事業者に更なる
負担を強いるということを意味する。また，市
町村の財政負担がないことから，報告書でも
早急に整備率100％を目指すべきとされ，ユニ
バーサルサービスの色彩が色濃くなっている
が，あくまで民間事業者のボランティア的サー
ビスであることを忘れてはならない。また先に
も述べたが，今後は，回線網の所有者とは違
うMVNOの端末が普及していく時代になってく
る。そうすると，これまで垂直統合であるが故
に実現できていた携帯キャリアのこのサービス
も，ユニバーサルなものではなくなっていくので
ある。今後はこの視点も忘れてはならない。

 おわりに

筆者は，目まぐるしく進展する情報通信環境
の中における災害情報伝達のあり方について，
直接，住民等に情報を伝達する市町村の視点
から研究を進めてきた。災害の増加等に伴い，
市町村に課せられる責務は日増しに重くなって
いる。また，今回のエリア限定伝達は，市町
村に対し，災害情報伝達の“多様化”に加え，

“高度化”の検討を求めているといえ，それをな
し得るには，高いメディアデザイン力が求めら
れる。こうした中，自治体側の伝達の高度化と
いう“公助”と，住民の意識の向上という“自助”
をどういうバランスで考えていくべきなのか，今
後も引き続き研究を進めていきたい。

（むらかみ けいこ）

注：
 1） http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_

kento/h26/saigai_dentatsu/04/houkokusyo.pdf
 2） 受け手側の操作を伴うことなく，強制的に情報

が送り届けられる方法。対義語は PULL 型
 3） 「総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ」

による報告。http://www.bousai.go.jp/fusuigai/
dosyaworking/pdf/taisakusuisin/honbun.pdf

 4） 過去の土砂災害発生時の土壌雨量指数を調査し
た上で，首長が住民等への避難勧告等の対応を
適時適切に行えるよう支援するための判断基準と
して都道府県と気象台が定めたもの
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/
bosai/doshakeikai.html

 5） http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
 6） 2014 年 4 月から案を試行，9 月公表

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/
guideline/pdf/140922_honbun.pdf

 7） 3）の参考資料より抜粋
 8） http://www.mlit .go.jp/river/sabo/seisaku/

tebiki_h2702.pdf
 9） http://www.mlit.go.jp/common/001087388.pdf
 10） 山口勝「メディア・フォーカス / 台風 18 号で

約 360 万人に避難勧告 “空振りをおそれず”住民
に混乱も」『放送研究と調査』2014 年 12 月号

AUGUST 2015
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 11） 2016 年 9 月 25 日　読売新聞
 12） http://www.fdma.go.jp/disaster/syobodan_

katudo_kento/working/02/shiryo_05.pdf
 13） 神戸市の発言は，警戒情報が発令された時の災

害発生率の平均が 4％であるという下記の報告を
もとにされていたと思われる
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/
dosya/24part1/24-1-shiryo3.pdf

 14） 「非常順次通報装置」という仕組み。自動だが，
順番に電話をかけるので時間がかかるのが課題

 15） 緊急防災・減災事業債の対象。元利償還金につ
いて，その 7 割を基準財源需要額に算入

 16） 緊急防災・減災事業（単独分）の対象経費に追加
 17） 横須賀市を始め複数の自治体では，インターネッ

トFAX で，エリアを限定した住民向けに情報を
伝達。神戸市は電話のグループ機能を使って伝
達。また NTT 東日本・西日本は「オフトーク通
信」というグループ機能付き電話サービスを行っ
ていたが，2015 年 2 月末に終了した

 18） Yahoo!JAPAN が提供する防災速報など
http://emg.yahoo.co.jp/

 19） 日本一面積が広い岐阜県高山市では，災害時に
は自動起動し，コミュニティFM の放送が聞ける
ラジオを地元の電器店を通じて販売。放送は市
内一律の内容だが，コミュニティFM 側で避難
勧告等が発令された当該エリアにある端末を限
定して自動起動信号を送ってエリア限定 PUSH
伝達を行っている。岩手県一関市では全戸に自
動起動付きラジオを市が無償提供し，基地局毎
の別放送実施も可能

 20） 簡易端末としては，2014 年 1 月からジュピターテ
レコムが防災行政無線の音声を CATV 網経由
で PUSH 型で伝達する「J:COM 防災情報サービ
ス」を開始。原則，自治体にシステム導入費は
かからないが，一般利用者には端末設置工事費
として 5,000 円，月額利用料 300 円（加入者）～
500 円（非加入者）がかかる。2015 年 6 月 1 日
現在，27 市町村が導入。テレビ端末としてはイッ
ツコミュニケーションズが 2015 年 3 月から「イッ
ツコムテレビ・プッシュ」を，ケーブルテレビ品川
が 2015 年 2 月から同様のサービスを開始してい
る。パナソニックも防災行政無線の操作卓と連動
させて，テレビを自動起動することが可能な「防
災情報連携プッシュ型パーソナルサイネージシス
テム」をリリースしている

 21） 事業者提供サービス例としては
https://j-wavei.jp/groupairplus/（アプリを用い
た自治体向けの音声メッセージ伝達のサービス。
グループ設定し，エリア別に PUSH 型で情報を
伝達することができる）
http://www.ga-ja.com/index.html（6 月に一 般
社団法人化した団体で，予めユーザーが登録し

たエリアに対してや，ユーザーの位置情報と連動
させた PUSH 伝達サービスを自治体向けに提供
していく予定）

 22） http://jichitai.v-low.jp/about/
 23） http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_

kento/h26/saigai_dentatsu/02/shiryo4.pdf
 24） 1）検討会報告書の参考資料を参照
 25） 防災行政無線の信号を受信して自動起動する簡

易端末も販売されている。価格は１万円弱
 26） 価格については，下記の消防庁のパンフレットと

筆者の取材によるもの
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/jouhou/
pdf/bousaimusen2011.pdf

 27） 23）に同じ
 28） 萩市は，登録制メールについては全国的にも先

進的な事例であり，極めてきめ細かな情報を校
区単位で行っている
http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/7/2622.html

 29） 最近発売されたほとんどの携帯端末には迷惑
メール対策が施されているため，迷惑メールと判
別されないよう予めドメイン指定が必要

 30） 地域情報通信基盤整備推進交付金
 31） 最近の事例としては，入江さやか「メディア・フォー

カス / 大雪による停電で IP 電話不通　孤立した
集落で住民の安否確認できず」『放送研究と調
査』2015 年 2 月号 

 32） http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_
kento/h26/saigai_dentatsu/01/shiryo10.pdf

 33） 検討会終了後，2015 年 6 月 12 日に総務省より
九州沖縄広域圏での予備免許が交付された。
ht tp : //www. soumu .go . jp/menu _ news/
s-news/01ryutsu09_02000114.html

 34） 神戸市から，大阪市の避難訓練の際，7 割の端
末しかメールを受信できなかった事例が紹介され
た

 35） 仮想移動体通信事業者のこと
 36） 筆者の取材による
 37） 2014 年 9 月の情通審で答申

ht tp : //www. soumu .go . jp/menu _ news/
s-news/01kiban13_02000035.html

 38） http://www.soumu.go.jp/main_content/000340329.
pdf　21P 参照

 39） 筆者の取材による
 40） 38）に同じ　25P 参照
 41） 2018 年までにハード事業者の VIP は全国で

78.3% のカバー率を目標に整備を進めている。
放送を活用したい自治体があり，そのエリアがカ
バー対象になっていない場合には，中継局を自
治体が誘致してハード事業者にリースする方法も
提案されている

 42） 市町村には当初月額 2 万 1,000 円でサービス提
供されていた


