緊急地震速報による効果的な受配信システムの考察
古 屋 圭 一
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Effective use of Early Earthquake Information System
日本が世界に先駆けて、地震発生時に発生する初期微動（Ｐ波）から震源や地震の規
模（マグニチュード）等の震源情報を瞬時に解析し配信する緊急地震速報を実用化し
た。緊急地震速報は予報と警報の二種類あり、予報は時間が経過していくに従って複
数の地震計で観測され、そのたびに震源や規模を繰り返し解析・数次に渡って配信す
ることでより正確な情報に絞り込まれていく、一方、警報はテレビやラジオで放送さ
れるもので、Ｐ波が２ケ所以上の地震計で観測され、最大震度が５弱以上と推定され
て初めて一度だけ発表される。当然、警報は予報より後の配信となり、震源の近くで
は既に揺れている中で緊急地震速報（警報）が流れるといった警報の遅延（情報が間
に合わない）が起こる。そもそも警報や予報の予測震度には予測に用いる経験式が持
つ誤差から

1 程度の予報誤差は生じる。地震計の故障や雷サージ（雷による異常な電

流）による誤作動、プログラムや設定のミスなどが原因とする誤報もあったが、予報
をもとに任意の地点の地震動予報の通知結果で誤報とされているものの多くは、緊急
地震速報（予報）の 1 観測点によるものや深発地震によるものを排他したり、2 観測点
以上の比較的精度の高い予報を計算処理し、さらに得られた予測震度を報知する閾値
設定を高めにするなどである程度、抑制することができる。そのような対処なく、配
信される緊急地震速報（予報）を単に計算しそのまま通知すると、利用者の目的に合
わない情報となり、結果的に誤報として報道されている現状がある。予報誤差が大き
く出たりすることは今後の予報精度の向上で改善されるであろうが、誤報が多くなれ
ば、国民の緊急地震速報に対する不信感を与え、広く普及しない要因となっているこ
とは非常に残念である。予報業務許可事業者が気象庁の緊急地震速報（予報）をもと
に利用者の目的や居場所に応じた配信システムを構築することで誤報を大幅に少なく
できるとして緊急地震速報を活用した事前防災システムについて考察した。
本書によって、予報業務許可事業者が、利用者の目的、通知場所に応じた配信シス
テムの構築並びに受信端末の設計をするための指針として提案するものである。

記述 2011 年 2 月 13 日

*1 安価に事前に災害を検知出来る、フィールドの施設、設備の監視、
計測、遠隔制御システム等の開発プロデュースし、防災システムの構築
を推進。
阪神淡路大震災により３人の家族を亡くした事で地震から生命と財産を
まもれる緊急地震速報通報を含めた防災システムの開発、事前防災等を
含めたシステム構築をライフワークとしている 。 k 1 . f u r u y a @ g m a i l . c o m
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1.緒

論

る落雷や人為的な衝撃、観測機器の障害による誤報
も、緊急地震速報（予報）に含まれる場合があるこ

1.緒 論

とを踏まえたシステムの構築する必要がある。

気象庁は、地震発生後、全国約1,000カ所に地震計
のうち、震源に最も近い地震計で捉えた初期微動

気象庁の緊急地震速報電文形式を下記に記載する。

（Ｐ波）を解析し、直ちに震源、地震の規模及び各

緊急地震速報コード電文フォーマット

地の震度等を推定し、地震検知から数秒で迅速に緊
急地震速報を提供している。
緊急地震速報は気象業務法で地震動予報と地震動
警報に位置づけられ、地震発生後、全国約200地域を
対象に発表される。地震動警報は緊急地震速報（警
報）として地震動の大きさが概ね震度５弱以上と予
想される場合に、地震の発生時刻、発生場所（震源）

項目の詳細は、気象庁地震火山部 「配信資料に関する技術情報(地

の推定位置、地震発生場所の震央地名を付して、強

震火山編)第２１６号 緊急地震速報の配信について」を参照。

い揺れ（震度５弱以上）が予測される地域名、予想
される震度及び地震動の到達予想時刻を発表し、国

気象庁の緊急地震速報電文は 150 バイトの内容

等の防災関係機関やＮＨＫ等報道機関に配信し、マ

で構成されている。気象庁が配信してくる本電文を

スメディアを通じて一般の利用者に速報される。地

利用者の目的に応じて活用するシステムを考察する

震動予報は緊急地震速報（予報）として地震動の大

事で誤報を激減させ、より高速に多くの利用者に配

きさが概ね４以下であると予想される場合に、地震

信をする事が出来る。

の発生時刻、発生場所（震源）の推定位置、地震発

気象庁電文には発生した地震で予測震度、猶予秒

生場所の震央地名を付して、予想される最大震度３

数を求めるに必要な、地震 ID、発生時刻、緯度、

以下の時に予測震度を、または予想される最大震度

経度、マグニチュードの他、担当気象台等の付帯要

４以上の時には予想震度、予想される地域名の予測

素も含まれている。

震度及び地震動の到達予想時刻を発表し、（財）気

気象庁から送信されてくる緊急地震速報電文だけ

象業務支援センターを通じて任意の場所や特定の目

では、利用者の居る場所への予測震度、猶予秒数を

的の利用者に向けて配信される。

求める事は出来ない。電文で知る事が出来る事のは、

これら気象庁が発表する地震動警報と地震動予報
の緊急地震速報はいずれも定型電文形式（ｷﾝｷﾕｳｼﾞｼﾝ3

予測最大震度と発生マグニチュードのみである。
電文には震源地の緯度、経度、深さが記述されて

（または4）ｷｼﾖｳ（またはｵｵｻｶ）、ﾅｳｷﾔｽﾄ3（または4）
ｷｼﾖｳ（またはｵｵｻｶ）の電文ヘッダー名及び気象庁また

いるために、これを利用者が、震源地場所等を判る
ように地域名称として通知する必要がある。

は大阪管区気象台発信局、ヘッダーに付く”3”はコー

緊急地震速報による予測到達震度、猶予秒数の通

ド電文で”4”はコード+漢字かな電文）で、そのままの

知方法としては、

電文形式で（財）気象業務支援センターにネットワ

① 地域に発生した最大震度のみ通知させる方法

ークで接続する一般の事業者が受信選択したヘッダ

② センター装置で地域を更に細分化して演算し

ーの電文のみ配信されている。

通知する方法

予報業務許可事業者は主に緊急地震速報（予報）
③

を基に利用しようとする場所での予想震度や地震動

などがあるが、利用者の居場所へ正確な予測震度、

の到達予想時刻を演算し、利用者の目的に応じた通

猶予秒数を知らすためには、利用者端末自体が震源

知とするためには、配信される緊急地震速報（予
報）”ﾅｳｷﾔｽﾄ3 ｷｼﾖｳ”の電文を十分に考察するとともに、
予報には遠く離れた震源など地震観測網の検知能力

情報を基に端末設置場所へ正確に到達猶予秒数を計
算する③の方法が最も精度が高い。
気象庁の緊急地震速報電文には、標準時刻を端末

による予報の誤差、余震や群発、同時に発生する地
震の波形解析技術や予測に用いる実験式に含まれる
誤差などの技術的限界があることを踏まえた予報精
度に応じた通知内容の検討、さら地震観測点に対す

利用者の端末が演算して通知する方法

へ送信する仕組みや、居場所の緯度、経度、地盤増
幅率を通知する仕組みは当然ながら入っていないた
め、下記の仕様とした。
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2.システムの基本仕様決定

緊急地震速報を利用者端末へ予測震度、猶予秒を

① 利用者端末に標準時刻に NTP サーバーから得

知らせるために、緊急地震速報を高速で送信できる

た時刻と同期させる。これは、利用者端末が

電文配信サーバーを構築し、緊急地震速報電文を要

ずれていた場合に予測猶予秒数の計算誤差を

約し本目的に必要な震源情報だけを送信するサーバ

排除するために必須である。

ーとする本構成がベストと考えた。

② 利用者端末設置場所の情報（緯度、経度、地

項目名

盤増幅率）を設定し、震源情報により利用者
設置場所への予測到達震度、猶予秒数を演算
させる。

桁数

開始フラグ
filter
QAKID
filter
電文区分

1
1
10
1
1

filter
送信区分

1
1

filter
電文送信日時
filter
地震検知日時
filter
緯度
filter
経度
filter
深度
filter
マグニチュード
filter
地震 ID
filter
地震 No 1
filter
予備
filter
終了フラグ
合計

1
12
1
12
1
5
1
6
1
5
1
3
1
8
1
1
1
1
1
1
80

震源地から利用者までの距離が判らないと震
度、猶予秒数を予測演算する事が出来ない。
③ 利用者の引越等による端末設置場所情報の更
新は、サーバー側の該当端末の設定を変更す
る事のみで、自動更新が出来るようにする。
この事で利用者端末を回収し設定する必要を
無くした。
④ プロバイダ回線の状態等により取得 IP アドレ
スが変更しても端末を特定出来るように固有
の ID 番号で管理した。
⑤ 緊急情報を受信する性質から TCP/IP にて専用
ポートで、緊急地震速報を即時受信出来るよ
うに常時サーバーと接続させた。
⑥ 数分に１回、端末よりサーバーにアクセスさ
せ時刻同期と端末設置場所が更新された場合
は同期させるようにした。

STX(0x01)
,(0x2C) 区切り文字
固有識別子
,(0x2C) 区切り文字
電文の種類
0：テスト / 1：本番 / 2：設定
6：ACK 応答 / 9：ヘルスチェック
,(0x2C) 区切り文字
詳細な電文の種類
0：緊急地震速報 / 1： 緊急地震速報解除
4：ヘルスチェック 9：設定 or リクエスト
,(0x2C) 区切り文字
電文送信日時
,(0x2C) 区切り文字
地震の検知日時
,(0x2C) 区切り文字
00.00〜99.99
,(0x2C) 区切り文字
000.00〜999.99
,(0x2C) 区切り文字
000.00〜999.99
,(0x2C) 区切り文字
0.0〜9.9
,(0x2C) 区切り文字
地震 ID(緊急地震速報 ID 下 8 文字）
,(0x2C) 区切り文字
地震 No（緊急地震速報番号 2 桁目）
,(0x2C) 区切り文字
地震 No（緊急地震速報番号 1 桁目）
,(0x2C) 区切り文字
ETX(0x03)
表１

オフセッ
ト
+00
+01
+02
+12
+13

+14
+15

+16
+17
+29
+30
+42
+43
+48
+49
+55
+56
+66
+62
+65
+66
+74
+75
+76
+77
+78
+79

4.本仕様で得られた結果

⑦ 上記⑥での通信により、端末の死活監視を実

① 気象庁が計画を進めている気象情報の電文を

施して異常を発生した場合サーバーに通知さ

XML 電文に統一する変更が実施されても本サーバ

せるようにした。

ーで受理した電文を要約電文に変更改修する事で利

⑧ 端末接続側の短時間のネットワーク異常時に

用者端末へ送信する要約電文を変更する必要は無い。

復帰を促すため数分に１回、数回ネットワー

すなわち利用者端末を回収して気象庁から配信出

クをリセットする等の対策を実施した。

来る XML 電文に合わせる等のプログラム変更をす

⑨ 気象庁電文から利用者が必要な、地震情報
（地震 ID,緯度、経度、深さ、マグニチュード）
最低限必要な項目を要約電文とした。

内容

る必要がないという大きなメリットを生む。
② また、指定時間隔（数分）に 1 回、利用者端
末より本サーバーへ通信させネットワーク、利用者

3.緊急地震速報要約電文の決定
緊急地震速報電文を予測震度、到達猶予秒数を求
めるに必要な要素である震源地情報のみを要約し
て送信、受信とも 80 バイトのパケット、STX＋
アスキー文字列＋ETX で構成した。未使用領域
はすべて'9'となる。80 バイト電文の構成として
表１に示す。
利用者端末において標準時刻の同期と、これらの
利用者端末の設置場所情報の設定が出来る仕組み等

端末の死活を監視し、サーバーで障害を感知する事
で利用者、管理者等にメール等で異常を通報させる
事が出来る。
③ 利用者が移転する場合、住所を管理者に通知
する事で、サーバーのデータベースの該当端末の緯
度、経度、地盤増幅率を変更する事により、自動的
に該当利用者端末の設定情報を更新出来る。
5.地盤増幅度検索データベース
“地盤増幅度”とは、各地域の地盤の堅さを係数と

も別途に予報許可事業者が構築する必要があるが、
これも 80 バイト電文として別途定めた。

して国土地理院、防災科学研究所等が地盤をボーリ
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ング調査し、全国を 250m~1Km メッシュに分割

緊急地震速報を精度の高い情報として採用するた
めには少なくとも設置地震計が 2 点から 3 点の観

して発表されている。
住所等を入力する事で利用者端末設置地盤増幅度

測により得た情報が必要とされる。

を検索するためのデータベースを構築必要がある。

① 緊急地震速報は 1 つの発生地震により、観測

予測到達震度を正確に求めるために必要な係数であ

地震計が取得したデータをベースに震源情報を分析

る。Web より住所を入力する事で、利用端末使用

するため順次予測結果を、複数報配信してくる。

場所の地盤増幅度を検索出来るデータベースを制作

第 1 報として地震計の設置 1 地点のみの観測で電

し、Google の地図上で確認出来るようにした。

文として送信されてくる報が多くある。
誤報配信をさせて大きな影響がでる公共機関への
配信は、観測で判定された電文の Rk 項目を監視し
て 1 地点のみ観測地点で決定された電文を排除す
る事で誤報を低減する事が出来る。
② 電文には予測最大震度のみ記述され、予測マグ
ニチュードが記述されていない報がある。これは、
地震計が１箇所でも 100GAL を超えた数値を測定
通知した場合に送信される。予測マグニチュードが
記載されていない報の利用者端末への配信を削除す
る事で誤報を軽減する事が出来る。
③ 50Km 以上の深さで発生した深発地震を観測予
測した場合に計算した予測マグニチュードを受信し
た場合、気象庁が採用している演算式は“司、翠川
教授の論文”による理論を採用している。この演算
式は深発地震によるマグニチュード予測計算に限界
がある。

図１

深発地震では、実測値より震度 1 以上を上回る

地盤増幅度の提供は、防災科学研究所が 500m

事がある。この計算結果を含んだ電文を、司、翠川

メッシュ、新たに 250m メッシュでデータベースと

教授の演算式を搭載した利用者端末で計算すると震

して提供されている。国土地理院は 1Km メッシュ

度１以上上回る値を通知する可能性がある。この事

のデータベースを提供している。

も誤報を配信する要因となっている。

計測値採用時に注意すべきは測定の深さが相互に、

これらを考慮して、利用目的に応じた配信を実施さ

工学的基盤が異なるため、気象庁予測演算式は国土

せる事で誤報通知と見なされる事を大きく排除する

地理院のデータを使用しているため補正係数を乗じ

事が出来る。

たプログラム修正が必要である。緯度、経度は、
Tokyo Datum を採用する。

7.深発地震の予測演算の補正 について

注意すべきは、埋立地等における地盤増幅度が

緊急地震速報として配信する限り、深発地震によ

調査されていない地域が存在する。これらの場所の

る予測震度を正確に計算し通知しない事は問題があ

地盤増幅度の決定は近隣地域の計測値を考察して入

ると考えた。本問題を解決するために”NPO 法人リ

力する必要が生じる。サーバーのデータベース該当

アルタイム地震情報利用者協議会”と共同で深発地

端末の地盤増幅度を自動的に入力すると間違いを起

震による予測震度誤差を排除するために補正演算式

こす可能性があるため手動入力としている。

を開発した。
距離減衰式の補正手順

6.誤報通知となる要因の排除

計測震度を推計するためには、震源情報（位置、深さ、規模）、

緊急地震速報の配信開始以降、誤報が問題となっ

対象地点における地盤増幅率と震源までの最短距離を利用する。

ている。誤報配信の要因としては、落雷、発破作業

特に距離減衰式については前述したとおり、過去に多数の研究が

によるもの等があるが、緊急地震速報電文の要素で

存在する。その中においても、一定の評価を受けている、司・翠

精度の確からしさを“Rk”により判別する事が出来る。
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川（1999）を原式として K-net での実測値との比較を行い、妥当

（２）実測データとの比較によって、より適合度の高い補正項の

な補正を行う。

導入を行う。

基本距離減衰式

補正１（B 値）

原式は、司・翠川（1999）とする。

１）補正の考え方
補正１として深い地震ほど震度が大きく出る不具合の是正を行う。

V600

：基準基盤（Ｓ波速度 600m/s）における最大速度
B：震源距離補正数(km)

(cm/s)

Mw

：モーメントマグニチュード

D

：震源の深さ(km)

x

：断層最短距離(km)

B を以下のとおりに定義する。
(5-3)
x： 震源最短距離(km)
A:

係数 (ここでは A=150 とした)

震源最短距離

補正の結果

断層長の推計

A の値を、150 としたときの新たな実験式と元の司・翠川の式と

宇津（1977）の式を用いてマグニチュードから相似則により予

の対比を、図に示す。なお、この値は

測される断層の長さを算出し、その 1/2 を半径とした球を設定し、

実測値に合うように定めたものである。なお、観測データと合わ

その球面からの距離を最短距離とする。

せるにあたり、基準基盤(Vs600m/s)からの地盤増幅率(

）を 1.5

と仮定する。
：断層長
：マグニチュード（気象庁マグニチュード）

補正２（計測震度補正：ΔＩ）

上記式を用いてマグニチュードから相似則により予測される断層

実測データとの比較によって、より適合度の高い補正項の導入

の長さを算出し、その 1/2 を半径とした球を設定し、その球面か

を行う。

らの距離を最短距離とする。

1) 対象となる地点の計測震度の算出

なお、断層長の 1/2 よりの距離よりも近い観測点に対しては、

第３項で計算された地表での最大速度から以下の式を用いて、

震源最短距離を 3km とする。

地表での最大震度を予測する。 なお、この式は震度４以上を対
象としている。

気象庁マグニチュード(Mjma) から モーメントマグニチュード

(1) 評価点での地表における最大速度 PGV の推定

(Mw) への変換
使用する距離減衰式では、Mw を使用しているが、計算されるマ
グニチュードは、気象庁マグニチュード（Mjma） となっている

（仮定）

た
め、下記式を用いて Mjma から Mw へ変換する。

(2)地表における最大速度 PGV と計測震度 Ijma との関係式(翠

モーメントマグニチュードの推計

川・他:1999)
(4<I<7)

気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードの関係式よ
り、気象庁マグニチュードからモーメントマグニチュードを得る。

Mw

：モーメントマグニチュード

Mjma

：気象庁マグニチュード

Ijma

：計測震度

この補正演算式により現時点までに発生した深発
地震による誤報通知は生じていない。今後継続して
深発地震による実測震度値と比較検証を実施し、補
正値を修正し精度を高めていく計画である。
問題は東日本と西日本を、関西を中心として大ま

距離減衰式の補正
上記原式に対して、大きく 2 点の補正を行う。

かに分割した場合、東西でプレート構造の違いがあ

（１）

るため、プレート構造を考慮した補正についても今

深い地震ほど震度が大きく出る不具合の是正

後考察を必要とする。ｓ
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補正前の推計計測震度図（Ｍ５）

深度別補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ５）
補正１の推計計測震度図（Ｍ５）

補正２の推計計測震度図（Ｍ５）

補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ５）

補正前の推計計測震度図（Ｍ６）

補正１の推計計測震度図（Ｍ６）
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補正２の推計計測震度図（Ｍ６）
補正前の推計計測震度図（Ｍ７）

補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ６）
補正１の推計計測震度図（Ｍ７）

補正２の推計計測震度図（Ｍ７）

深度別補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ６）
補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ７）
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深度別補正結果と K-net 計測震度実測値との比較図（Ｍ７）

8.緊急地震速報をインターネット回線で利用者
端末へ送信するシステムの開発
インターネット IPv4 による受配信システムとし

図 1:緊急地震速報配信システム構成図

JMBSCサーバーから配信された緊急地震速報を端

て開発した。本システムでは、TCP/IP でサーバー
と利用者端末間を常時接続し専用ポートに要約電文

末が受信するまでには図2に示すように

を送信するようにした。緊急地震速報の特性から、

1. JMBSCサーバーからVPN もしくは専用線のデータ伝送に必要な

高速で利用者端末に対して配信をする必要があるた

時間Tn1

め、全利用者端末に約 250ms で電文の送信を完了

2. 中継サーバーが電文を解析し、電文変換を行い送出する時間Ts1

させる事を目標に設計した。

3. 中継サーバーから配信サーバーへLAN上を伝送する時間Tn2

緊急地震速報をインターネットIPv4にて配信する配

4. 配信サーバーが受信し、接続されている端末へ送出する時間Ts2

信事業を実施する場合に、1台の配信サーバーに接続

5. インターネット上を伝播する時間Tn3

出来る端末の接続数がビジネスモデル構築に大きく

を合計したものとなる。

関与する。開発の“電文中継サーバー”、“配信サーバ
ー”について配信時間、最大接続台数を各方面から考
察した。
① 緊急地震速報電文配信サーバーの伝送時間の
図 2:データ伝播時間

考察
緊急地震速報を大量の端末に配信する場合、図1に

● Tn1は接続回線の種類および物理的な距離（中継サーバーを東京

示すように、気象業務支援センター（以下、JMBSC）

に置くか大阪に置くか等）により大きく変わる。中継サーバーを東

から送出されたデータを中継サーバーで受信し、そ

京に置き、64Kbpsの専用線で接続した場合、平均すると25[ms]程度、

のデータを複数の配信サーバーを介して端末に配信

場合によっては50[ms]程度となる。また、中継サーバーを大阪に置

する。通常、JMBSCサーバーと中継サーバーは専用

き、64KbpsのVPN回線で接続した場合、60[ms]程度、場合によって

線もしくはVPNで接続し、中継サーバーと配信サー

は120[ms]程度となる。

バーは同一の場所に置かれるのでLAN接続となる。

● Ts1はサーバーのCPU、メモリ、ハードディスクの性能、接続さ

配信サーバーと端末はインターネット接続となる。

れる配信サーバーの台数によって変化する。
● Tn2は100Mbpsや1GbpsのLAN接続となるので、無視できる。
● Ts2はTs1 と同様に、サーバーのCPU、メモリ、ハードディスクの
性能、接続される端末の台数によって変化する。
● Tn3は配信サーバーが接続されているインターネットサービスプ
ロバイダの回線種類、端末が接続されているインターネットサービ
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スプロバイダの種類、物理的な距離、データを伝送する時間帯によ

事例１および事例2のサーバーは配信サーバーで、JMBSCサーバ

って変化する。 100Mbpsの光回線に接続されている場合、概ね

ーから配信された緊急地震速報について最初の端末にデータを送信

10[ms]から100[ms]となる。

した時刻、最後の端末にデータを送信した時刻について調査したも

中継サーバーと配信サーバーで、ほぼ同じようなプ
ログラムが動いているので、Ts1 とTs2での所要時間

のである。事例１は端末が約90台、事例2は端末を約20台接続さし
ている。

は同等とみなすことができる。 Ts1およびTs2の所

事例1では全端末にデータを送出するのに平均2.96[ms]、事例2で

要時間を次の2ページに示す事例1および事例２から

は1.92[ms]の時間が掛かっている。 接続されている端末の台数か

考察する。

ら、1台の端末に送出するのに必要な時間は事例1では0.036336[ms]、

事例1

事例2では0.096842[ms]となる。

サーバースペック

事例1のサーバーは1GB のメモリを搭載したIntel(R)

Debian Etch 1GB RAM Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz

Pentium(R)Mprocessor1.73GHzのCPUであり、
事例2のサーバーは512MB のメモリを搭載した Intel(R) Pentium III
(Coppermine) processor 1GHzのCPUである。
端末接続台数の多い事例1を用いて考察すると、1台の端末に要す
る送出時間が単純に比例すると、すると以下のようになる。

上の表に示すように、十分な容量のメモリ、十分
高速なCPU、十分高速なハードディスクを搭載した
サーバーを用いればサーバーでの所要時間はネット
ワークでの所要時間に比べて十分に小さいと言える。
事例2
サーバースペック
Debian Etch 512MB RAM Intel(R) Pentium III (Coppermine) processor
1GHz

以下に中継サーバー配下に接続される配信サーバ
ーの台数、配信サーバー配下に接続される端末の台
数ごとに接続できる端末の総数とサーバーの総数を
示す。表中の伝播時間はJMBSCサーバーからデータ
が送出され端末に到達するまでに必要な時間を表す。
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上の表から分かるように、中継サーバーに接続され
ている配信サーバーの台数、配信サーバーに端末の

使用する事で安価に高信頼性のサーバーを構築する
事が出来る。

台数にデータ伝播時間は大きく影響を受けない。た

プログラムは 8G バイトのコンパクトフラッシュ

だし、配下に接続される端末の台数にしたがってサ

メモリの約６割で充分に作動し 1,000 台の利用者端

ーバーのスペックを上げる必要があり、またOS自身

末に高速で電文を配信、端末の設置場所情報の更新、

のパラメータ調整が必要となってくる。

標準時刻同期、死活監視等を担当する。気象業法に
定められた 2 年間の緊急地震速報受信ログ、端末

配信サーバーは最初から多くの台数を用意する必
要はない。最初は中継サーバー1台、配信サーバー1

作動情報ログ保管は外部 USB メモリに保存出来る

台から始め、接続端末数が多くなってくるにつれ配

ようにし、PC 等に容易に取り込めるようにした。

信サーバーを増設すればよい。
次に、緊急地震速報を配信サーバーから端末に配
信するインターネット側のネットワークについて考
察する。 配信サーバーから送出される電文は80バ
イトである。このデータにIPヘッダー24バイトと
TCPヘッダー24バイトが付加されて少なくとも128バ
イトのデータがそれぞれの端末に送信されることに
なる。接続されている端末の台数と必要とされる帯
図2

域幅を以下に示す。実際はさらにイーサネットヘッ
ダー等の情報が付加されて送信されるので、ベスト

プロバイダの回線等により利用者端末のネットワ

エフォート型でなく帯域確保型で下の表の2倍の帯域

ーク取得 IP アドレスが変化しても利用者端末を認

を確保する必要がある。

識させるために固有の ID 番号を端末に割振りサー
バーで管理させた。これにより端末側は DHCP 設
定でもサーバーと通信が可能となる。

また、固定IPアドレスもサーバーの台数分だけ必要
となるので、インターネットサービスプロバイダを
図 3 利用者端末設定画面（一例）

選定する際に考慮する必要がある。

上位サーバー2 台から緊急地震速報の電文を受信さ
緊急地震速報の目的から高速配信をする事を鑑みて

せる対応を実施した事で、緊急地震速報の受信確率

も、各配信サーバープログラムは１台の配信サーバ

を向上した。

ーで 1,000 台の端末への配信が実施出来る性能であ
る。

③ 利用者端末用基板仕様
利用者端末への予測震度、猶予秒数の通知には、

② 緊急地震速報配信、管理サーバーのソフ

サーバー側で、地域単位に演算し通知する方法もあ

トの開発

るが、予測計算結果の精度を高めるため利用者端末

通常のサーバーハード仕様の場合、250ms~

により個々に演算する方式を採用した。

500ms 以内に利用者端末への送信を完了させる事
を目的とした事から 1,000 台の端末接続を管理の上

④ 専用デバイスの開発

限数とした。

利用者端末とサーバーとを確実に通信させ、緊急

サーバーについては各社ハードを検討してきたが、

地震速報を受信するためにトランス付の LAN コネ

近年低消費電力で発熱の少ない、インテル社の

クタを接続するだけで通信出来る専用のデバイスと

ATOM1.6GHz 程度の CPU 等を搭載し、シリコン

して、既存の LAN ASIC を Field Processor として

ディスクで起動するサーバーを配信サーバーとして

改修開発し搭載した。16ch の入力端子により機器
異常、供給電源切り替り等を入力させる事で
‐ 10 ‐
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SNMP Trap にて監視サーバー等へ配信できる。ま

S 波到達後の防災制御復帰は放送設備の場合、本装

た、ネットワーク経由して 16ch の出力端子から機

置が放送設備を継続して制御すると避難誘導等の放

器を操作する事が出来る。

送が出来なくなるためアナウンス終了後に自動復帰
させ、ガスの遮断等については自動復帰させるとガ
ス漏れを発生するために手動復帰させる仕様とした。

図 4 FieldProcessr

これらは各制御端子単位に設定する事が出来る。
放送設備を起動して放送開始するまでに時間が掛か

Field Processor の Serial ポートより送信された緊

る設備があるが、３秒起動を最大として緊急地震速

急地震速報電文を受信し予測震度、猶予秒数を演算、

報通知アナウンスを１秒から３秒間遅延させる設定

音声アナウンス文言を内蔵し音声通知出来る専用デ

を可能とした。

バイス EQ Processor を開発した。

入力端子の短絡、SW を押す事で配信サーバーに

音声データ等は外部 Flash ROM に内蔵しており各

電文を送信し、配信サーバーからメール送信サーバ

国語の音声アナウンス文言に対応する事が出来る。

ーを経由して“安否確認メール等”を送信出来るよう

予測震度、猶予秒数の詳細アナウンスと公共施設へ

にした。

の曖昧アナウンス、チャイム音等での通知選択が出
来る。
演算方法は気象庁式、深発地震補正式の 2 つを選
択出来る。

図 5 EQ Processor
これらのデバイスの開発により通常は既存デバイ
スを採用する事で LAN、Φ、CPU,音声用デバイス、

図 6 演算基板

各種メモリを搭載して設計する必要があり複数の部
品が必要となるが、主要デバイス 2 個で構成出来
る事で故障率を低下させ、高信頼性で、廉価な端末
を製造する事ができた。
⑤ 緊急地震速報利用者端末の開発
下記、Field Processor と EQ Processor による緊急
地震速報通報端末用基板を利用目的別に開発した。
図 7 設定、表示基板
A:産業用基板
本基板はインターネット回線に接続して、利用

インターネット回線に接続する事でサーバーと自
動で接続を開始し、スピーカから設置場所への S

者の居る場所への到達予測震度、猶予秒数の演算を

波到達予測震度と猶予秒数を音声と表示、震度レベ

実施し、音声アナウンスと光で通知する。演算基板

ルの LED 点光でどの制御端子が作動したかを通知

と液晶表示・設定基板で構成している。防災制御出

する事が出来る。

力端子を３ch 所持し、各 ch 毎に作動震度閾値の設

基板サイズ 80×100mm

定を行える。キャンセル報を受信した場合の専用制
御端子を持たせた。

B:SOHO 用基板

各防災制御接点単位に自動、手動 SW を押す事
で制御の復帰事が出来る。
防災制御用端子 1ch を使用し、放送設備を起動
して音声アナウンスを放送する事が出来る。

本基板は防災制御接点を 1ch 実装し、放送設備
を起動して音声アナウンスを放送する事が出来る。
メール送信電文を、配信サーバーを経由してメール
サーバーに送信する事が可能。各種設定、ログの確
認は専用 PC アプリで行える。
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また、緊急地震速報以外に気象庁が定めた地域コー
ドの設定をする事で“気象警報、注意報”の音声アナ
ウンス文言も搭載させている。
気象業務支援センターに追加申請し“気象警報、注
意報”を受信し、サーバープログラム改修を実施す
る事で、緊急地震速報受信回線を使用し、これらの
サービス提供も実現出来る。
基板サイズ 80×80mm

図 10
9.その他メディアによる受配信システム
1:インターネット IPv6 による受配信
NTT が提供する IPv6 緊急地震速報配信サーバ
ーに接続し、同社の“ドットネット”という IPv6 回
図8

線サービスに同社のインターネットプロバイダーサ
ービスに追加入すれば受信できる。しかし電文をブ
ロードキャスト配信するために利用者端末が確実に
電文を受信したかの確認が出来ない。また端末設置
場所の地盤増幅度の正確な設定が出来ない問題があ
る。
2:ケーブルテレビ網による配信
ケーブルテレビ網を利用する事で緊急地震速報要
約電文を変調し高周波にのせて同一放送網へブロー
ドキャスト送信する事が出来る。これにより複数の
配信サーバーを準備する必要が無いため設備構築費

図 9 上記基板用 PC 設定アプリ例

用を低減出来るメリットがある。しかしながら電文

これらの基板には、接続配信サーバーを 2 台登録

を利用者端末が確実に受信した事を確認する事が出

出来るようにし 0 系サーバーが故障しても 1 系サ

来ない。回避方法として数回、同じ電文を送信する

ーバーに移行出来るようにした。

事で受信精度を向上させる事が出来る。

⑤利用者パソコン用通報アプリ
専用端末以外に、パソコンにインストールする事
で緊急地震速報電文を上記①の配信サーバーから受
信して利用者が居る場所への予測震度、猶予秒数を
画面にポップアップして音声アナウンスと画面によ
り震源地情報を通知するアプリを開発した。
問題は、パソコンの電源を常時 ON しておく必

図 11

要があるが、複数台のパソコンが常に起動している

上記は IPv4 で配信サーバーと接続し、緊急地震速

オフィスや教育機関、コンビニ、銀行等への導入は

報電文を CATV 高周波放送網へ送信する。TCP/IP

効果的と考える。

でサーバーより電文を受けて FSK Transmitter へ

パソコンの USB インターフェース等を経由して放

電文を送信する基板。電文放送周波数は各社により

送設備を起動させる事も可能である。

異なる。
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利用者端末は CATV 受信のアンテナ端子に同軸

一般に通知させるベストな方法として、多くの利

ケーブルで接続し電文を復調して EQ Processor で

用者が所有する携帯電話による緊急地震速報の通知

予測震度、猶予秒数を演算通知させている。

方法がある。現在 NTT ドコモ社や au 社では緊急

3:モバイル放送による配信

地震速報電文を UDP により携帯電話に配信してい

移動体でも緊急地震速報を受信出来るモバイル放
送衛星のパイロット放送波を使用した緊急地震速報

る。しかし利用者が、該当地域を選択し、その地域
に対しての最大震度のみしか知る事は出来ない。

電文の送信による通報装置も開発したが、モバイル

各個人が所有する携帯電話や急速に普及してきた

放送事業の主たる映像配信事業が地デジ放送等に押

スマートフォンや既存の携帯電話に通知させるため

され撤退を余儀なくされた事により本配信サービス

には携帯電話会社の無線基地局、Wi-Fi 提供プロバ

を停止せざるを得なくなった。移動機として有力視

イダ等の協力を得て各基地局で緊急地震速報を受信

されてきたが残念な結果となった。

し、基地局における予測震度、猶予秒数を演算し基
地局に接続されている携帯電話に対して演算結果を
送信する事で、利用者は通報アプリにより自分が居
る基地局エリア内への予測震度、猶予秒数を知る事
が出来る。
気象業務支援センターより送られるナウキャスト３
電文は記述したように重たいため UDP にて送出す
る電文は震源情報（地震発生時刻、発生位置（緯度、

図 12

経度、深さ）、マグニチュード）のみの要約電文と
して全ての網に送信するだけで済む。

10.その他利用者端末への実施すべき対策
利用者端末の機能として目的に応じた震度設定が
出来、S 波到達前に防災の為の機器制御が震度閾値

本システムの構築は高額と考えられ各キャリアー
は導入を躊躇されると考えるが、下記の基板を搭載
した装置を各基地局に設置する事が出来る。
WAN 側で緊急地震速報を受信し、本基板で各基

を超えた場合に実現出来る機能、放送設備を起動す
るための制御、放送設備等への音声ライン出力も必

地局への予測震度、猶予秒数を演算し結果を LAN

要である。

と Serial ポートへ出力する仕様としている。

放送設備は起動制御を開始してから音声アナウン

本基板に開発済みの LAN 専用 ASIC と緊急地震速

スを放送が実施出来るまでに数秒掛かる事より、緊

報用デバイスを搭載する事で安価に装置を製造する

急地震速報をアナウンスする場合の頭切れを防止さ

事が可能である。

せる事から約 1 秒~3 秒のアナウンス開始の遅延設
定が出来る機能を搭載し、また、夜間に近隣への放
送による騒音苦情を防止するタイマー機能も搭載し
た。
その他、CATV 端末ではアンテナラインからの
落雷によるバリスタでの保護、各放送アンテナ近隣
地区の強電界エリア、各種ノイズに対するニュウッ
出力ポートへの EMI 対策等を施した。

図 13
名刺サイズの基板

11.一般利用者への効果的通知方法の考察
テレビやラジオ放送により該当地域への最大予測

前述した安価なシリコンディスク型サーバー等と

震度を通報するシステムが確立されているが、利用

接続する事で 1,000 基地局の上記基板搭載装置へ送

者の居る場所に、どれくらいの震度の S 波が来る

信する事が出来る。

か？を知る事は出来ないし、到達猶予秒数を知る事

是非共、政府、各通信会社の協力を得て本システム

が出来ない問題がある。

を整備し、緊急地震速報のみならず多くの災害情報

最大の欠点はテレビやラジオ等の電源をつけてい

配信システムとし整備をして頂たく提案する。

ないと知る事が出来ない。
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12.事前防災制御装置の考察

により作動し、無線中継装置の 100m エリア程度の無

近年発表された緊急地震速報による利用者端末を使

線センサーを通信制御する事が出来る。

う事で S 波到達前に多くの装置を防災制御する事が

下記を、無線センサー装置に接続出来る防災機器の参

出来る。例えば事前にガスを遮断し、夜間には事前に

考として開発した。

照明やテレビを点ける等が実現出来る。工場では震度
レベルに応じた自動機器制御を実施する事で危険回避
や、損害を軽減する事が出来る。
AC電源制御基板 AC電源の供給、停止が可能。

自動防災システムを確率する事で人は避難する事だ
けに専念出来る。
緊急地震速報は近年整備されたため、これらの防災
機器を制御するためには、有線による配線を実施する
必要があるため、外部に配線をする必要から工事費用

ガス遮断電磁弁ガスの元栓を遮断する事で２次災害を防止。

や露出配線の見栄え面からも問題が生じる。これを解
決するために下記の無線式防災制御装置を開発してい
る。
ドアー自動開閉装置大きな揺れで家屋が歪む前にドアーを少し開

□無線防災中継装置
く事で救助がしやすい

ペット開放装置 家屋倒壊から離れさせる。

図 14
本中継装置へ緊急地震速報利用者端末の設定震度閾
値に達した時に作動する制御出力を、入力端子に接続
する事で、自動で防災制御対象機器を無線センサー装
置を経由して制御する事が出来る。

赤外線学習装置 テレビや照明の自動点灯として活用可能

図 16

また、地震による決定的被害で通信出来ない以外、
遠隔地（外出先）から WEB サーバーにアクセスして
施設、設備の被害状況の確認が出来、異常をメールサ
ーバー経由で送信する機能を有する。

防災制御
装置

利用者端

サーバー

末

防災機器

□無線センサー装置
平均 187.5ms

最大 682.5ms
225ms
412.5ms~907.5ms

図 15

総遅延時間

例としては、S 波到達前に自動で無線子機に接続され

図 17

たガス遮断電磁弁を閉鎖したり、照明やテレビを ON

上記はサーバーが緊急地震速報を受けて防災機器が作動するのに

させる等が可能となる。マッチ箱程度のサイズで電池

掛かった実測時間を示す
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この他、各種店舗で棚から物が落下する事を防止する装置、

る事が出来る。経済的な問題を持つ諸外国には高価

工場のラインを制御するシーケンサ等と接続する事で幅広い

な地震計を導入し、地下深くに埋め込む工事費を負

事前防災システムを構築する事が可能である。

担する事は大きな障害である。

本無線センサー装置には 1ch のセンサーの ON/OFF

そこで、ゲーム機器等に実装される MEMS 3 軸

を感知する接点、1ch の外部機器を ON/OFF させる接

加速度計と安価な速度計を採用する事で安価に P

点出力、1ch の温度センサー、1ch の各種計測装置を

波を収集する事が出来る。生活振動から P 波だけ

接続出来る AC-DC コンバータを備えている。

を抽出するアルゴリズムを搭載する事で、通常地震

火災センサー、簡易気象観測装置、土石流発生セン

計は地表より 100m 以上の深さにボーリングして設

サー、堤防決壊センサー、環境測定装置等と接続する

置する必要があるが、何処にでも容易に設置する事

事で各種の災害情報を通知する事が出来る。

が出来る。
山岳地等への電源、通信インフラが整備されてい
ない場所へ設置し P 波を分析したい場合も、太陽

13.災害デジタルサイネージシステムの普及

電池等で駆動し、地表に設置出来る安価な“無線観

緊急地震速報のみならずセンターサーバー装置におい

測装置”を開発する事で震源情報分析サーバーとパ

て各種の情報を収集し、通知出来るシステムとして提

ッケージ化して、S 波到達を事前に通知するシステ

供する場合、テレビやラジオでは電源を ON にして

ムを諸外国へ提供する事が可能である。

いないと情報を受信出来ない問題が生じる。
専用装置を開発する事で様々な災害情報を通知する
災害デジタルサイネージ装置を提供する事が出来る。
下記は専用組込み装置とした。

図 17
しかし、LAN 機能搭載のデジタルフォトフレームや、
スマートフォン、タブレット等もデジタルサイネージ
図 18

端末として有効活用が出来る。
災害情報通知のみならず、上記無線システムと連動

この無線振動観測ポイントより送付されたデータ

させる事で、ホームセキュリティ、家族見守り、家電

を屋内装置へ送信し、インターネット等を経由して

機器操作端末としての活用も可能である。

P 波データの分析から震源情報の分析を行う事で開
発済みの緊急地震速報通報装置により予測震度、猶

14.諸外国への地震事前通報システム

予秒数を通知できる。

諸外国において地震の P 波を取らえて分析する
事により、緊急地震速報と同様のサービスを展開す

国内では、現存の地震計に加えて大学、研究機関
等へ本地震観測データの提供も可能である。
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しかし、気象業務法の定めにより本分析により得
た結果を広く国民に通知する事は出来ない。しかし
特定利用は可能である。
本システムを導入する事で緊急地震速報だけでは
通知時間に余裕の無い、直下型地震にも対応する事
が出来る。
15.今後の課題と目標
緊急地震速報による利用者端末で単に予測到達震度、
猶予秒数を通報させる目的だけでなく、S 波到達前に
防災制御を自動で実施出来るシステムを整備する事で、
多くの２次災害を防止する事が出来る。人は避難する
事にのみ集中すれば良い。気象庁が提供する緊急地震
速報を利用者の使用目的と公共機関、公共施設への速
報を利用者の使用目的を吟味して正しく緊急地震速報
を活用する事を、予報許可業務を認可された事業者、
製造メーカが精査してシステムを構築し、情報提供を
する必要があると考える。
また前述した、一般利用者への携帯電話、スマート
フォンへの配信システムを提案装置の導入をあわせて
見直す事で、多くの国民の生命を守る事が出来る。政
府、携帯電話会社の協力を得て広く国民が、事前に大
きな揺れの来る前に知る事が出来るインフラ整備を実
現したく広く協力を求める。
諸外国にも安価に事前に地震発生を通知出来る技術
構築は現在の日本の技術を持って提供する事が可能で
ある。是非これらのシステムを裕福でない諸国にも、
普及させ世界中の人々を災害から一人でも多く提供し、
地震から一人でも多くの生命を守れる事を念願する。
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