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JTEC の最近の活動から
地上デジタル放送を用いた EWBS

（緊急警報放送システム）の海外展開（中南米）
阪口 安司

（放送技術部長）

地上デジタル放送日本方式（ISDB-T）の採用国は
20 カ国（日本を含む）に上る。我が国は総務省を中
心に実用化のための技術支援に取り組んでいる。
ISDB-Tの特筆の一つであるEWBS（緊急警報放送）は、
防災用の国の基盤通信システムとして導入を期待され
ている。JTEC では、総務省事業を請負って、現地の
要求条件に適合化させた EWBS 送受信システムの技
術開発、ペルーや中米の国々における実証導入支援に
取り組み、その有効性を示してきた。ここでは、その
取り組みの概要について紹介する。

１． 中南米においてEWBSに求められる要求条件
津波警報などの緊急情報をいち早く国民に伝える情

報通信の仕組み「早期警戒システム（Early	Warning	
System）」は、日本ではエリアメールなど携帯端末に
よる手段が充実しているが、中南米ではチリなどの国
を除いてはほぼ “白紙 ”の状態にあり、導入に向けた
検討が行われている。EWBS は「早期警戒システム」
の一つのオプションとして期待され、ペルー、コスタ
リカ、エルサルバドルでは、日本の支援のもとに実証
導入が図られ、評価が行われている状況にある。
日本国内では携帯端末等が発達し、EWBS は補完

補完的な情報伝達手段と言える。一方、中南米におい
ては、放送電波（EWBS）を国の防災情報を伝達する
インフラ（通信手段）として位置付け、基幹的な役割
を果たすことを期待されている。従って、日本の
EWBS 運用そのままでは受け入れられず、特に “ 警
報を逃さずに信頼性の高い ”システムとしての改良が
求められた。また、中南米では日本のように放送局に
災害情報を伝達する義務が課されている訳ではなく、

災害情報が届いていない放送局も少なくない。そうし
た放送運用の違いに適合化させた対応を図る必要が
あった。以下に EWBS に求められる要求条件の比較
を整理した。

ISDB-T 採用 20か国（図の赤・朱塗りの国）

表 1　EWBSに求められる要求条件の違い

中南米で期待される EWBS運用

日本の EWBS運用
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２．EWBS文字伝達システムの開発
JTEC では、複数の日本メーカと協力して、現地適

合化させた『EWBS 文字伝達システム』を開発した。
ISDB-T の文字情報伝達の仕組みである “ 文字スー
パー ”を活用して防災関連情報を伝達し、さまざまな
タイプの受信機に表示させるシステムである。
既設の地デジネットワークに信号を簡単に挿入で

き、ワンセグ信号を活用することで、広いカバレージ
と強靭な伝達特性を簡便かつ低コストで実現できる。
このため、防災情報伝達システムが未発達な中南米諸
国において導入しやすいアドバンテージがある。また、
送信・受信をトータルとして開発したことで、内蔵音
など文字スーパーの制御コードを活用して、受信機種
別ごとあるいは警報の種類ごとの識別伝送を実現して
いる。機器テストや訓練モードも考案して実装し、さ
まざまな運用パターンに対応させた。

（1）EWBSインサーター（送信側）
ISDB-T で定められた放送 TS（BTS）に対して、緊
急フラグや文字スーパーなどの EWBS 信号を任意に
挿入、差し替え多重ができる。BTS 段階に挿入する
ことで、多様なメーカの ISDB-T 放送機が運用されて
いる中南米において、メーカフリーな実装が可能と
なっている。放送局のマスターは勿論のこと、中継
TV放送所に設置しローカル情報を差し入れることも
可能である。EWBS インサーターと防災機関に設置
する制御端末（PC）はネットワークで簡単に接続す
ることができる。ペルーでは VPN構成の IP 接続を
マイクロで結ぶことで、回線の信頼性とセキュリティ
を高めている。SET2019（ブラジル放送機器展）に出展した

「EWBS文字伝達システム」

中南米向け EWBS文字伝達システム

中南米 EWBSー様々な運用パターンに対応
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（2）EWBS受信モジュール（受信側）
EWBS 受信機の普及促進のため、多様な受信機に

実装する基本モジュール “EWBS 受信モジュール ”の
開発を行った。EWBS 信号が乗った特定の放送局の
地デジ（ワンセグ）信号を常時監視し、EWBS 信号
が来ればデコードして、緊急フラグおよび緊急メッ
セージ（文字スーパー）を出力する。
中南米でも街のあちこちに電光掲示板やスピーカな

どの情報端末が見られる。これらに本モジュールを実
装することで、警報表示器としての応用が可能になる。

（3）EWBSサイネージ（受信側）
次に EWBS 受信モジュールを実装した文字表示端

末（EWBS サイネージ）を開発した。役場や消防な
どの防災拠点、ショッピングセンターなど人が集まる
公共施設への設置を想定している。
意外な設置場所として、ペルーでは地域に数多くあ

るラジオ放送局での導入が進んでいる。ラジオブース
に設置して警報受信時には表示メッセージをそのまま
ラジオ放送で読み上げてリスナーに警報を伝えること
が想定されている。そもそもラジオ放送局に災害情報
が届いていないことが日本の常識とは違って驚かされ
たが、放送局の電波に乗せられた災害情報を報道目的

で他の放送局が活用する。そういう発想がされ、また
実際に採り入れられることに、日本との文化・習慣の
違いを感じさせられ非常に興味深い。
サイネージの応用として期待されているのは災害発
生後の情報伝達（表 1の “事後情報 ”）だ。例えば避
難所に設置して、ライフライン復旧状況やボランティ
ア活動など避難所に生活する人々に必要な日常生活情
報をきめ細かく流す応用が期待されている。

（4）EWBSセットトップボックス（受信側）
通常の STB	はチューナーを一つしか持たないため、
EWBS を運用する放送局を視聴中であれば EWBS を
受信するが、他の放送局を視聴中には警報を逃すとい
う問題があった。我々が開発した STB は、EWBS を
監視する専用チューナーを別に実装することでEWBS
メッセージを逃すことなく受信することが可能となっ
ている。また、HDMI-CEC 機能を活用して、▲自動
的にテレビを起動させ、▲当該HDMI ポートに視聴
を切り換える機能を持たせた。

リマ市内ラジオ局で運用中の EWBSサイネージ
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HDMI-CEC 機能：CEC（Consumer	Electronics	
Control）とは、HDMI ケーブルを通じてテレビやレ
コーダーなどの機器間で制御信号をやり取りすること
により、お互いを操作するリンク機能で、本 STB で
は “共通コマンド ”であるワンタッチプレイ機能（電
源オフだったテレビが自動的に電源オンし、入力が自
動的に切り替わる機能）を利用している。
中南米ではケーブルテレビの視聴世帯が多く、こう

した世帯では（地デジを活用した）EWBS は活用で
きないことが課題とされていたが、本 STB は、ケー
ブルテレビを視聴中であってもHDMI ポートを切り
替えて EWBS 情報を表示できるため、現地の従来の
評価を一変させるインパクトを与えることとなった。

本 STB の有用性「警報を逃さない」CEC機能を確
認するため、ペルーおよびコスタリカにおいて、地元
電気量販店の協力を得て店舗に並べられた市販のテレ
ビ機種との接続試験を試みた。結果、一部のテレビを
除き大手メーカのほとんどのテレビにおいて自動起動
を確認できた。
この STB は一般家庭での活用はもちろんのこと、

学校の教室や病院の待合室など予めテレビが設置され
た公共場所での応用が考えられている。

（5）EWBSゲートウェイ（受信側）
最後に紹介する EWBS 受信機器は “EWBS ゲート
ウェイ ”だ。ペルー防災庁から、庁内イントラに接続
されている PCに警報を知らせる仕組みが欲しい、と
リクエストされたことが開発のきっかけであった。
イントラのヘッドエンドで EWBS を受信し、警報
がくればネット上にメッセージをプッシュ通知する仕
様で、これをWiFi ルーターに適用する発想はすぐに
浮かび開発に及んだ。これにより、直接 EWBS 信号
を受信させるには待機電力消費によるバッテリー消耗
の問題で難しいと考えられていたスマホなど携帯端末
への EWBS 信号伝送が実現した。また、EWBS ゲー
トウェイは受信したテキスト情報を音声合成してス
ピーカ等の音声表示端末に出力する機能も有する。
EWBS を一般のエンドユーザーに伝えるためには
EWBS 専用受信機を購入してもらう必要がある。し
かし、WiFi ルーターや館内音声など共聴システムな
どの既設の通信システムのヘッドエンドに EWBS
ゲートウェイを設置すれば、その通信システム内の受
信端末（スマホやスピーカなど）をそのまま活用して
EWBS を受信できるようになる。この “ 既設利用に
よる通知範囲の拡大 ”のコンセプトは、現地で高い評
価を得られ期待が寄せられ始めている。

コスタリカの電気店にずらりと並ぶ TV受信機

EWBSゲートウェイ試作機とデモの様子
（2019.9 ペルー・アレキパにて）
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３．中南米各国への導入状況
本開発「EWBS文字伝達システム」は総務省事業を

通じて、中南米の各国に導入実証を進めている。各国
における日本からの技術支援、導入状況は以下の通り。

各国とも機器は良好に動作している。システムに対
する現地の評価は非常に高く、ペルーでは本格的な運
用が開始されている。
今後の普及に向けたポイントは “ 運用レベルの向

上 ”だと考えている。どこの国も機器整備の拡大や運
用体制の構築、そのための政府予算の確保など一から
立ち上げなければばらない状況にある。端的に表現す
ると『優れた車はあるけれども、道路がない。運転で
きるドライバーがいない』という状況だ
以下、ペルー、コスタリカ、エルサルバドル、ブラ

ジルでの取り組み状況についてトピック的にお伝え	
する。

（1）ペルー　EWBS運用の定着に向けて
ペルーは「EWBS 文字伝達システム」の運用が最

も進んでいる国である。前述したように一部のラジオ
局では民間購入による EWBS サイネージの導入が進
んでいる。しかし、まだまだ運用がスムースに行われ
ている訳ではない。防災庁から不用意な EWBS 信号
が発せられることが度々あり、ラジオ局にとっては
EWBSが “ 狼少年 ”になり、挙げ句の果てにサイネー
ジの電源が切られてしまう。本当の災害が起こった時

には大丈夫だろうか？　見ていて不安にもなるが、今
まで早期警戒システムを持ったこともなく、使ったこ
ともない国では、最初の運用はこんなものなのだろう、
そう腹をくくって、運用向上のための技術支援に取り
組んでいる。現在、システムの専門家を長期で現地に
派遣して、EWBS 運用の業務標準化、マニュアルや
その他、育成・指導文書を防災庁職員と共同で作成す
るなどの支援を行なっている。国際協力は設備を整備
したら終わり、では決してない。運用定着による普及
が真の目的であることを常に忘れずに技術支援に取り
組んでいる。
ペルーは国土が広い。自然災害も、海岸部の広域的
な津波災害、また、アンデス山中の大雨・土砂崩れ、
アマゾン川の氾濫、高山地区の冷害など、局地的な災
害もあり、多種多様な EWBS 運用を想定しておく必
要がある。このため、EWBS も全国運用／ローカル
運用、地域コード割当の工夫など運用のルール化、標
準化が重要になってくる。今後、地デジネットワーク
が全国に拡大するにつれ、EWBS 運用も全国へと拡
大していく。「EWBS 文字伝達システム」はこうした
ペルーの将来を見越した要求条件に適合化させるため
にソフトウェア改良を行ない、高い完成度を得るに
至っている。EWBS の運用レベルが向上すれば、自
ずと受信機の普及が進んでいくものと期待している。

ペルー・アンデスに建つ TV送信施設
1970 年の大地震による氷河決壊により、麓の村が飲み込まれ 2万
人が死亡した地区。今後、将来的にはデジタル化して EWBS運用が
行われ、地域防災に役立つことが期待されている

日本の支援による EWBS導入状況（中南米）
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（2）コスタリカ “ワンセグ EWBS” に高い評価
2019 年 3月、コスタリカにおいて防災庁、通信省、

国営放送の三者連携の協力を得て、実電波による受信
評価試験を実施した。弱電界受信および移動体受信（計
10 箇所）で測定を実施、全ての受信ポイントにおい
て安定的な受信特性を確認でき、EWBS 受信（ワン
セグ）の強靭性を実証できた。コスタリカは山がちな
地形である。山陰など地形条件でフルセグが受信でき
ない地区でもワンセグでは受信可能、受信が厳しい地
区においてもアンテナを立てれば受信できることを実
証して見せた。また、移動体受信は列車、車、さらに
船舶（海上保安庁の協力を得て実施）にサイネージ受
信機を持ち込んで実験を行なった。結果、非常に安定
した受信特性を見せることができた。現地の人たちか
らは高い評価の声があがった。ワンセグは災害時の情
報伝達のまさに “申し子 ”であると自信を深めた。

コスタリカでは、本 EWBS システムの優位性を確
認、運用本格化に向けた政府予算・体制づくりが検討
されている。

（3）エルサルバドル：日本製 STBへの期待
エルサルバドルは中南米では最も遅く ISDB-T を採

用（2017 年 1月）した国だ。他国に遅れまいと急ピッ
チでのデジタル化を敢行。2021 年末にはASO（アナ
ログ放送停止）を計画している。ASO時に各国、政
策として検討されるのが STB の国民への無償配布で
ある。コスタリカ政府は我々日本に対して、ASO用
に EWBS 機能を搭載した STB を作って欲しい、と依
頼されたのが 2018 年 3月であった。それが上述した
EWBSセットトップボックスの開発のきっかけとなっ
た。エルサルバドル政府による STB 大量調達の情報
は、中国メーカにも敏感に伝わっており、中国メーカ
による参入アプローチは盛んに行われているようだ。
そうした中、我々日本が開発した STB は “ 警報を逃
さない信頼性 ”を強みとしており、外国製 STB とは
技術面で圧倒的な優位性評価をエルサルバドル政府か
ら得ている。今後、コスト面でも外国製に負けないよ
うに対策をとり、STB 調達を勝ち取れるように日本
メーカによる奮闘を期待したいところだ。

（4）ブラジル：12月に実証実験を実施予定
ブラジルは自然災害が少ないために EWBS 導入に
はあまり積極的ではなかった。しかし、ここへきて周
辺国での EWBS 導入の動きに刺激されてか、EWBS
に対する関心が高まってきている。使用用途として自
然災害ではなく、ダム決壊や原子力発電など人的な災
害が心配される地区での活用が検討されているのが他

（防災庁、通信省、国営放送）

移動体受信実験（左：車、右：船舶）

コスタリカ　三者連携による EWBS導入（2019.3）

エルサルバドル政府に対する EWBSデモ（2019.8）
中国製 STBとの比較デモを行い、日本製STBの優位性を示した
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国とは違う特徴と言える。
今年 12 月には日本の協力により首都ブラジリアで

EWBS 実証実験を行うことが決定している。ブラジ
ルで EWBS の導入を進めることの意義はブラジル 1
カ国に止まらない。中南米に出回る地デジ ISDB-T の
送信・受信機材はブラジル国内規格が参照され開発、
市場展開される構造となっている。ブラジルでの
EWBS の普及が実現すれば、そのまま中南米全域で
の EWBS 普及を後押しすることを意味する。ブラジ
ルの実証実験はぜひ成功させたいと考えている。

４．まとめ
中南米の EWBS は日本とは運用スタイルが異なる。
このため現地要求条件に適合化させた「EWBS 文字
伝達システム」の技術開発に取り組んだ。開発システ
ムはペルーはじめ中南米の ISDB-T 採用国に順次、導
入実証を図り、さらに運用の定着に向けた技術支援に
取り組んでいる。今後、日本メーカによる受信機の普
及拡大に期待し、日本の放送技術が海外の防災・減災
に貢献出来ることを示していきたい。

EWBS実証実験を予定している地デジ送信鉄塔
とカバーエリア（首都ブラジリア）
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