
公共情報コモンズの普及促進について 

2012年10月 
総務省情報流通行政局地域通信振興課 



東日本大震災における防災行政無線の状況 
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防災行政無線から「避難の呼びかけ」を「はっきりと聞き取ることができたのは約半数である。 

残りの半数を補うため情報伝達手段の多様化の必要性が求められている。 

41.3% 

57.1% 

1.7% 

聞こえた 聞こえなかった DK/NA

（N=303） 

 近辺に防災無線
がなく聞こえな
かった。 

 聞こえた気がす
るが耳に入らな
かった。 

防災無線による情報収集の可否 

「情報通信の在り方に関する調査結果」 
（総務省 平成24年３月７日発表）から引用 

「避難の呼びかけ」を聞いた人の 
防災行政無線の聞き取り状況 

「地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方に
係る検討会資料」（第1回 平成24年６月14日）から引用 

112 
（56%） 40 

（20%） 

13 
（6%） 

36 
（18%） 

はっきりと聞き取ることが出来た 
何か言っていたが、聞き取れなかった 
何か言っていたが、覚えていない 
呼びかけはしていなかったと思う 
（聞いていない） 

全体 
N=201 

→112（56%） 
→ 40（20%） 
→ 13（ 6%） 
→ 36（18%） 
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システムの目的・効果 

 
○ 住民への情報伝達手段の多様化が必要（防災行政無線を補完できる情報伝達手段の確保） 
 
○ 災害情報の提供は、情報発信者（地方公共団体等）と情報伝達者（放送事業者等）との間で授受 

→ 個別の１対１のシステムを介する場合、発信者、伝達者の数が増えてくると、 
  そのたびにシステム構築費が発生、複雑な規律の策定や各システム間の連携も必要 

→ 非効率、最適化は困難 
 
○ 発信者と伝達者の間に、共通基盤（コモンズ）を構築 

→ 発信者の手間の簡略化が可能、 受信者は一元的に情報入手 
→ 住民は、多様なメディアを介して情報を確保 

→ 地域の安心・安全に貢献 
 

【ｎ対ｎモデル（既存モデル）】 【公共情報コモンズ】 

情報発信者 情報伝達者 情報発信者 情報伝達者 

公共情報 
コモンズ 

NHK 

民放 

ラジオ 

CATV 

新聞 

NHK 

民放 

ラジオ 

CATV 

新聞 

携帯電話 

ポータル 
サイト 

携帯電話 

ポータル 
サイト 

自治体 Ａ 

自治体 Ｂ 

自治体 Ｃ 

自治体 Ｄ 

自治体 Ｅ 

自治体 Ｆ 

自治体 Ｇ 

自治体 Ａ 

自治体 Ｂ 

自治体 Ｃ 

自治体 Ｄ 

自治体 Ｅ 

自治体 Ｆ 

自治体 Ｇ 
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■ 発端は、2007年7月の新潟県中越沖地震の際のNHKの経験 
I. 自治体から発信される災害情報の殆どは、電話、FAX、記者発表等のアナログ情報。 
II. 収集・入力・確認に手間と時間がかかり、放送による住民への情報提供の迅速さ、正確さ、きめ細かさ欠如。 
III.  先進的な自治体では、災害情報を放送事業者等に配信するシステム整備に着手。 
IV.  個別のシステム構築のため、データ形式やシステム間の接続の標準化が課題。 

 
■ 「コモンズ」のメリット（2008年6月研究会報告：参考１参照） 

I. 情報発信者（自治体等）にとっては、「コモンズ」への入力のみで、「コモンズ」に参加している放送事業者・通信
事業者を通じ、広く住民に情報を伝達することが可能。 

II.  情報伝達者（放送事業者、通信事業者等）にとっても、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な伝達が可能。 
III.  住民や隣接自治体は、テレビ、ラジオ、携帯電話等の多様な媒体から、地域の安心・安全情報を入手可能。 

 
■ 実証 

I. 2009年2月 東海地域でTVCML（TV Common Markup Language）を実証 
  ⇒自治体と放送事業者間の共通フォーマットで、BML（データ放送用）とHTML（ホームページ用）への加工が容易。 
II. 2010年2～3月 近畿・東海地域で、災害情報の発信から住民に情報を伝達するまでのシナリオを、放送、エリ

アメール、デジタルサイネージを使って実証。 
 
■ 施策の位置づけ 
    防災白書（2012年度版）、「新たな情報通信技術戦略工程表 改訂版」（2012年7月IT戦略本部決定）等にも 
    盛り込み（参考２参照） 
 
■ 実用化 

I. 2011年6月13日から、「公共情報コモンズ」として、24時間・365日の運用を開始。 
II.  「コモンズ」のサーバの運用は、（一財）マルチメディア振興センターが担当。 
III.  本年9月末時点で、13府県、35メディア等が参加。「コモンズ」への参加は無料。 

実用化までの経緯 
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災害発生時のイメージ 

災害発生時の 
広報関連の現状 

FAX送信 

ホームページ更新 

メール送信 

取材対応 

１回入力による情報伝達 

【テレビ放送】 【読み原稿】 
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データ放送画面 

※ＮＨＫデータ放送画面 
２０１２年６月１９日、台風４号が兵庫
県地域に接近した際、福崎町から避
難準備情報（左）が、多可町からは避
難勧告（下）が発令され、公共情報コ
モンズを介してデータ放送画面に表示
された。 
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情報発信主体 

パソコン 

多様なメディア 
から情報提供 

情報を収集・フォーマット変換 

デジタルＴＶ 

パソコン 

携帯電話 

生活者（住民） 

データの交換方式の統一 

「公共情報コモンズ」とは、ＩＣＴを活用して、災害時の避難勧告・指示など地域の安心・
安全に関するきめ細かな情報の配信を簡素化・一括化し、テレビ、ラジオなどの様々な
メディアを通じて、地域住民に迅速かつ効率的に提供することを実現するもの。 
                                〔（一財）マルチメディア振興センターが運営〕 

災害情報等の授受を共通化する仕組みとして 
①情報の収集・配信等の機能 
②データの出力方式に合わせた変換機能 
 を有する災害情報基盤システム 

情報を提供 

（調整中） 

（調整中） 

公共情報 
コモンズ 

概要 

【地方公共団体】 
・避難情報 
  （準備、勧告、指示） 
・避難所情報 
・災害対策本部設置情報       
・被害情報 
・土砂災害警戒情報 
・お知らせ（イベント）情報 
 
※情報発信を検討中 
【交通関連事業者】 
例：交通機関 
     運行（運航）情報 
  
【ライフライン事業者】 
（ガス・水道等） 
例：ライフライン 
      復旧見通し情報 
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運営主体 
（一財）マルチメディア振興センターが中立的な立場で、公正に運営。 
運営の公営性を確保するために運営諮問委員会を設置。 

利用資格 

発信者は、国・地方公共団体及びライフライン事業者等の法人。 

伝達者は、放送事業者等であり、公共情報の最終的な伝達先である 

地域住民が直接利用することはできない。 

利用料 
利用料は無料。 

接続するための通信費用、連携システムの開発等の費用は自己負担。 

利用ルール 公共情報コモンズサービス利用規約 等 

取り扱える 
情報種別 

①緊急時 避難情報（準備・勧告・指示）、避難所情報、 

       災害対策本部設置状況、被害情報、気象警報・注意報、 

       土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報、水位周知河川 

②平常時 河川水位・雨量情報、イベント（お知らせ）情報 

利用条件 
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導入効果 （その１）  

 ① 地域住民のメリット 

  ■ 緊急事態発生時には、身近なメディアを通じて、迅速に正確な情報取得ができる  

    テレビ、ラジオ、携帯電話等、多様なメディアを通して、地域住民の誰もが、いつでも、どこでも、

分かりやすい形式で地域の安心・安全に関わる情報を確実、迅速に入手できる 

 

  ■ 誰もがどこにいても、緊急情報の取得ができる 

   外出先や移動中であっても、携帯電話等で、 

   災害に関する情報をリアルタイムに 

 受信できるようになる   
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 ② 情報発信者（地方公共団体等）のメリット 

  ■ 住民の居場所に関わらず、多様なメディアを通じて緊急性の高い情報を迅速かつ確実に伝え

ることができる 

   

  ■ 公共情報コモンズへの入力のみで、多様なメディアへの 

  情報伝達が可能となり、入力作業の負荷が軽減される 

 

  ■ 隣接する自治体等、他地域の災害状況等を即時に把握 

     できる 

 

  ■緊急性の高い情報を、放送等のもつ速報性、 同報性等を 

  活かして迅速かつ確実に伝えることができる 

 

導入効果 （その２） 



地域 
コモンズ 

情報伝達者 
（メディア） 

従来の方式 

情報発信者 

全国 
コモンズ 

情報源 

情報源 

情報源 
情報源 

標準フォーマット 

標準フォーマット 

自治体Ａ 

自治体Ｂ 

自治体Ｃ 

・
・
・ 

個別のフォーマット 

コモンズの方式 
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 ③ 情報伝達者（放送事業者等）のメリット 

  ■ 公共情報コモンズと放送システム等を連携させる 

  ことにより、データ入力の手間を省き、情報をより 

    正確、迅速に伝達することができる 

 

  ■ コミュニティＦＭ事業者やＣＡＴＶ事業者にとっても、 

    より広域かつ詳細な災害情報が入手でき、 

  一層効率的、効果的に地域の実情に合った情報 

  提供ができる   

 

  ■ 業務エリア以外の地域の公共情報が標準化 

    された手順により最適なデータフォーマットで 

    入手可能となり、情報取得 のためのシステム 

    開発やコンテンツ制作のコストの大幅な削減が 

    期待される 

 

  ■ 大量の情報を時系列、地域別に管理ができる 

導入効果 （その３） 
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 自治体とメディア等（放送局、CATV、コミュニティＦＭ等）
との理念の共有 
 

 使い方についての関係者での運用の合意形成 
 

 県による災害発生自治体をサポートする体制  
 

 住民へ情報を伝えることを考慮した自治体防災情報シス
テムへの改修 

導入のポイント 
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普及促進に向けて 

 兵庫県では本年１月から、広島県では６月から本番運用を
開始。他の複数の県でも本番運用に向けて調整中。 

 

 全国各地で自治体への説明会を開催。また、メディア向け
説明会も、自治体の協力を得つつ実施予定。 

 

 エリアメールについては、コモンズシステムを介して、携帯３
社への配信が可能となるよう調整中。 

 

 ポータルサイト事業者への配信に向けては、条件整備
を調整中。 
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取組状況 

政府の防災関連の会合における紹介 

最近の取組みと今後の活動予定 

会合の名称 開催日 

中央防災会議 災害時の避難に関する専門調査会 
「津波防災に関するワーキンググループ」（第４回） 

 ２０１２．３．２６ 
 

ＩＴ防災ライフライン推進協議会幹事会・作業部会  （ＩＴ戦略本部）  ２０１２．３ ～ ６ 

中山間地域等の防災力向上検討委員会（第３回）  （内閣府）  ２０１２．５．１０ 

中央防災会議 防災対策推進検討会議 
「防災情報の活用に係るプロジェクトチーム」 

 ２０１２．６． ７ 
    ～  ６．２５ 

地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会 （消防庁）  ２０１２．６．１４～ 

ＩＴ戦略本部（第５７回）  ２０１２．７． ４ 

主な取組 実施時期 

都道府県への説明会実施  ２０１１．１１ ～ ７ 

気象情報の配信  ２０１２．６ ～ 

ポータル事業者への情報配信の開始  ２０１２．冬 ～ 

緊急速報メールへの配信機能の提供（当面一部地域で試行）  ２０１２．秋 ～ 

今後の検討 実施時期 

電気事業者、ガス事業者、鉄道事業者等への説明  ２０１２．７ ～ 
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2012.1.12 神戸新聞 

○ 新聞記事抜粋 
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現状 
○ 住民向け災害情報の提供について、 
   最低限の対応はなされている 
 
主な課題 
① 伝達手段の効率化 
② 災害情報の更新の迅速化 
③ ＩＣＴの効果的な活用 
④ 行政機関内の情報のやりとりの統 
   合化 
⑤ 国への災害報告の様式等の共通化 
    
 

現状と課題 

住民視点に立った災害情報等の提供
が必要 

情報発信者（地方公共団体等）と情報伝達者
（放送事業者等）が、個別に１対１のシステムを
構築する方法では対応困難 

（ｎ対ｎモデル） 
↓ 

両者の中間に、災害情報等の授受を共通
化する仕組み（共通基盤）を構築すべき 
 

 
① 情報提供の迅速性、信頼性、 
② 住民の視点での必要性、 
③ 地方公共団体にとっての有用性、 
④ 簡便性、 ⑤ 自主性・任意性、 
⑥ 継続性、⑦ 効率性、⑧ 技術適応性 

 
○ 情報発信者及び情報伝達者の合意に基 
   づきシステムを構築、運用 
○ 低廉で効率的なシステムの構築 
○ 地方公共団体の入力負担を軽減する方 
   策の検討 等 

『安心・安全公共コモンズ』の構築 

８つの基本原則 

主な留意点 

○ 研究会報告書の概要（2008年7月2日公表） 

実証実験の実施、関係府省庁との連携等 

（参考１） 



                                             

○ 防災対策推進検討会議での報告（内閣府） 

○ 防災情報の活用に係るプロジェクトチーム検討報告（平成24年７月19日） 
 

２．発災時の危機対応 

（１）情報の確実な伝達手段・体制の多重化等 

 住民への警報等の発信に当たっては、防災行政無線やＪ－ＡＬＥＲＴ等のほか、テレビ・ラ

ジオの緊急警報放送、緊急速報メール、ワンセグ、コミュニティＦＭ、公共情報コモンズ等を

含む複数の手段を効率的に用い、情報伝達手段の多重化、多様化を図るべきである。 
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（参考２－1） 
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                                                                  （参考２ -2） 

○ 防災白書 
  （2012年6月閣議決定 内閣府） 

第１部 東日本大震災を踏まえた災害対策 

 第２編 東日本大震災を踏まえた災害対策の推進 

  第２章 政府において取り組んできている災害対策 

   （３）広域で大規模な災害への即応力の強化 

    ③情報を活用した対策の強化 

     「安心・安全公共コモンズ」の普及促進 

      東日本大震災では、住民への情報伝達手段の多様化の必要性が認識されたことから、 

      総務省では、地域住民への安心・安全に関わる公的情報等、住民が必要とする情報を 

      迅速かつ正確に住民に伝えることを目的とした情報基盤として「安心・安全公共コモンズ」 

                を推進することとしている。 

 



○ 地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等 
   に係る検討会（消防庁 平成24年６月～） 

18 

 中間取りまとめ（平成24年８月８日） 

   ５ 情報伝達手段の具体的な整備内容 

    （１）情報伝達手段の整備のあり方 

     住民への確実かつ迅速な情報伝達を確保するため、各市町村において、地域の実情に応じ、 

   各情報伝達手段の特徴を踏まえ、複数の手段を有機的に組み合わせ、災害に強い総合的な情報 

   伝達システムを構築する。 

    （２）情報伝達手段の具体的な整備内容 

     ⑤公共情報コモンズの活用 

      公共情報コモンズは、各地方公共団体が活用することにより、テレビ、ラジオ、携帯電話、イ 

    ンターネット（ポータルサイト）等、多様なメディアを通じて、住民がいつでも、どこにいても、情報 

    を入手できる機会が増えるため、有効な情報伝達手段である（現時点ではテレビに対応。将来 

    的には、ラジオ、携帯電話、インターネットにも対応する予定。）。 

      また、Ｊアラートにより配信されている情報を公共情報コモンズを通じた情報伝達において活 

    用することも効果的であると考えられる。 

 

 

 

（参考２－3） 
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                                                                  （参考２ - 4） 

○ 新たな情報通信技術戦略工程表 改訂版 
  （2012年7月「ＩＴ戦略本部決定」） 

２．地域の絆の再生 

 (４) 地域主権と地域の安心安全の確立に向けた取組 

  ⅱ）災害・犯罪・事故対策の推進 

  【２０１１ 年度の取組実績】 

   ① 災害対策 

     総務省：安心・安全公共コモンズの実用化 

  【今後の取組】２０１２年度、２０１３年度 

   ① 災害対策 

   総務省：安心・安全公共コモンズ等の住民への情報提供システムの本格稼働、 

   普及促進を図る。 
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                                                                  （参考２ - 5） 

○ 「ＩＴ防災ライフライン構築のための基本方針及びアクションプラン」 
  （2012年７月「ＩＴ戦略本部報告」）   

１．災害関連行政情報の公開と２次利用 

 （２）データのありかの明確化 

  ① 災害関連行政情報の基盤整備 

   【基本方針】 

   災害時に必要となる災害関連情報（避難勧告・避難所情報等）を地方公共団体において集約・ 

  管理・配信したり、情報を発信する者と伝達する者との間を結ぶ共通基盤を普及・拡充する。 

  【アクションプラン】 

   公共情報コモンズの普及・促進、地方公共団体における災害情報集約・配信システムの 

  構築を促進させる。（総務省） 
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                                                                  （参考２ - 6） 

○ 知識情報社会の実現に向けた情報通信政策のあり方 
   （2011年7月総務省情報通信審議会中間答申＜抄＞） 

第２章 ＩＣＴ政策の基本的方向性 

 １ 通信インフラ等の耐災害性の強化 

 （２）具体的施策 

   ② 冗長性の高い情報提供基盤の構築 

    （略）第２に、住民に迅速かつ適切に災害情報を伝達するため、公的機関によるソーシャル 

    メディア等インターネットの活用を促進するためのガイドラインの策定について、ＩＴ戦略本部 

    を中心に政府一体となって進めるとともに、地方自治体等からの情報を集約し、多様なメディ 

            アに提供可能な基盤である「安心・安全公共コモンズ」の普及を推進すべきである。 
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第３章  基地局や中継局が被災した場合等における通信手段確保の在り方 

   ４．緊急情報や被災状況等の情報提供 

    （１）携帯電話の緊急速報メールの有効活用 

 （略） 

●（略） 現在、緊急地震速報以外の緊急速報メールを提供可能であるのは、ＮＴＴドコモのみ

であるが、ＫＤＤＩ、ソフトバンクともに、2012年春の導入を予定しているため、提供事業者数の

増加が見込まれるところである。 

●複数事業者が緊急速報メールを提供する場合、自治体等が、事業者ごとに情報提供が必

要となると、繁忙を極める緊急時には煩瑣であり、結果として、利用者への迅速な情報提供

に支障が生じることとなる。 

●このため、１回の入力作業で複数の事業者に情報提供が可能となるように、関係事業者

においては、公共情報コモンズの利用などを含め、関係者間の連携を図ることが適当であり、

現在、事業者間においてインタフェースの共通化に向けた協議が行われている。 

                                                                  （参考２ - 7） 

○ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 
   （最終取りまとめ＜抄＞ （2011年12月）） 




