タイ王国の山間・農村地域における携帯電話を活用した
災害情報伝達手段に関する検討
A study on the possibility of mobile phone use as a disaster information dissemination
mean for rural mountainous areas in Thailand
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Disaster information dissemination utilizing a mobile phone is highly efficient with its higher penetration rate at
rural mountainous areas in Thailand where instantaneous information is required against sudden disaster such as
flash flood and landslide. However, the disaster prevention framework of Thai government has been concerned for
lag of information dissemination. Furthermore, many of residents in the areas cannot receive mobile phone signal
properly. Through a literature research and interviews with relevant authorities and leading mobile phone operators,
we were able to clarify the current situation of the Thai government’s framework development and the possibility of
future introduction of mobile phone as a disaster information dissemination mean for rural mountainous areas in
Thailand.
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１．はじめに

アジア・環太平洋地域の山間・農村地域における災害
への脆弱性は今後更に深刻化することが予想される 1)~3)．
人的・物的資源が限られるそのような地域では，社会基
盤の整備による災害抑止が今後ほとんど期待できないた
め，情報通信技術を活用した災害情報の伝達が特に有効
であると考えられる．本稿ではそのような地域の中でも
情報通信技術が発展し 4)，その普及および促進が今後更
に期待されるタイ王国に着目する．
山間・農村地域では地滑りや山間部特有の外水氾濫で
ある鉄砲水など突発的に発生する災害が深刻であるため，
災害情報の伝達には即時性が必要とされる．近藤ら 5)が
2012 年 3 月にタイ王国で行った山間・農村地域における
行政機関への聞き取り調査では，同国の防災体制の問題
の一つとして，中央政府や県から実質的な災害対応レベ
ルである下位の行政機関への情報伝達，および災害対応
関係者間の情報伝達に時間を要するなど，その効率性の
低さが指摘されている．小髙ら 6)が，同地域の住民を対
象に実施したアンケート調査では，携帯電話の SMS
（Short Message Service）メッセージによる災害情報の一

(1) 研究の背景
情 報 通 信 技 術 （ ICT: Information Communication
Technology）は近年のその急速な発展に伴い，災害時の
応急対応や復旧・復興時の迅速かつ適切な災害情報の収
集・共有・配信を担っている．特に携帯電話は海外にお
いて最も顕著に普及している情報通信技術であり，世界
銀 行 お よ び 国 際 電 気 通 信 連 合 （ ITU: International
Telecommunication Union）によると，複数契約も含めた
携帯電話加入者は 2011 年までに世界の人口の約 85%に
達している．ITU では更に同割合は 2013 年までに約 96%
まで上昇，開発途上国においても約 90%にまで達すると
予想している．また近年ではスマートフォンの普及に伴
い，ウェブ閲覧や SNS 利用など携帯電話によるデータ通
信の用途が多様化している．さらに，個人が所有する移
動体通信という情報伝達面での広域性から，災害時の情
報伝達手段としての携帯電話の利用は今後更に重要にな
ると考えられる．
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斉・同報配信技術を導入することにより，その効率性を
向上できる可能性が示された．しかしながら，山間部特
有の急峻な地形や村落が広範囲に散在する影響から，災
害に対する脆弱性が懸念される村において，携帯電話を
所持していても自宅および作業農地で電波を受信できな
い住民の割合が，それぞれ 62%，40%と多く確認された．
一方，タイ王国では 2011 年のチャオプラヤ川洪水を受
け，新しい復興管理システムによる防災体制の整備が現
在も進められている 7)．したがって，山間・農村地域に
おける携帯電話を利用した災害情報伝達の有効性を検討
するためには，課題のあった同地域においてもその整備
が進められているか把握する必要がある．さらに，携帯
電話の電波を受信できない地域において，情報の一斉・
同報配信などの携帯電話事業者のサービスが今後活用で
きるか否かを明らかにする必要がある．
(2) 研究の目的
上記の背景を踏まえ本稿では，タイ山間・農村地域に
おける携帯電話事業者のサービスを利用した災害情報伝
達システムの導入可能性およびその課題を検討すること
を目的とする．はじめに，タイ政府関係機関への聞き取
り調査，文献やウェブサイトから得られた情報を基に，
2011 年のチャオプラヤ川洪水前後におけるタイ政府の災
害対応体制の整備動向を概括する．次に，同様の調査に
よりタイ王国の携帯電話技術の発展および普及状況を整
理する．最後に，それらの調査で得られた結果を基に，
山間・農村地域における携帯電話を活用した災害情報の
伝達手段に関する考察を行う．タイ王国での携帯電話技
術およびそれに伴う各携帯電話事業者のサービス展開は
過渡期を迎えている．それらの動向を把握し，携帯電話
を活用した山間・農村地域における災害情報伝達手段を
検討する意義は高いが，それらに着目した研究は少ない．
(3) 聞き取り調査方法
本研究では事前に設定した質問内容の範疇で回答者か
ら詳細な情報を取得するため，聞き取り調査には半構造
化面接手法を採用した．タイ王国の復興管理体制に関す
る調査は，整備実施機関である治水・洪水管理員会
（WFMC: Water and Flood Management Commission）およ
びその主要関係機関である農業協同組合省・王室灌漑局
（RID: Royal Irrigation Department）へそれぞれ 2013 年 4
月 9 日および同月 3 日に実施した．また携帯電話事業者
への調査は，タイ王国における市場および加入者シェア
をその合計でほぼ 100%を占める 3 社，トゥルー・コー
ポレーション社（以下 True 社），アドバンスド・インフ
ォ・サービス社（以下 AIS 社），およびトータル・アク
セス・コミュニケーション社（以下 dtac 社）に対しそれ
ぞれ 4 月 1 日，4 日および 11 日に実施した．本稿では便
宜的に同 3 社を総称して大手キャリア 3 社と呼ぶ．

２．タイ政府の防災体制の整備動向
はじめに，文献から得られた情報を基に，タイ政府が
新しい防災体制を整備するきっかけとなった2011年チャ
オプラヤ川洪水時の政府の災害対応の課題，およびこれ
までの防災体制の変遷を概括する．次に，同防災体制の
今後の整備動向を明らかにするために実施した各政府関
係機関への聞き取り調査結果を示す．
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(1) チャオプラヤ川洪水時のタイ政府の災害対応の課題
例年の約 1.4 倍の降雨により，タイ王国は 2011 年の 8
月から 12 月の長期にわたり，記録的な大洪水に見舞われ
た 8)．同年の 10 月中旬にはチャオプラヤ川での被害拡大
に伴い臨時の洪水救済対策センター（FROC: Flood Relief
Operation Center）が設立され，タイ政府としての緊急対
応が本格化した．FROC へはタイ政府全 19 省のうち 15
省が参画した．特に RID が河川水位や水量，ダムの貯水
量などのデータの提供，天然資源環境省・水資源局
（DWR: Department of Water Resources）が浸水域におけ
る排出作業や被災者救済支援，また科学技術省・地理空
間情報・宇宙技術開発局（GISTDA: Geo-Informatics and
Space Technology Development Agency）が浸水域のデータ
など情報収集の面で FROC の災害対応の中心的な役割を
担った．過去に経験のない大規模災害に加え新政権発足
から 2 カ月という短い期間，また政治的な対立要因も重
なり，このような政府の災害対応は流動的かつ試行的に
行われた．洪水被害を拡大した要因に，「一元的な情報
のデータベースの不在」および「非効率な政府関係組織
間 の 情 報 共 有 」 が 指 摘 さ れ て い る 7) ． 前 述 の よ う に
FROC へは多くの省が参画したが，災害に関する情報を
一元集約する機関がなかったため，各関係省庁部局が独
自に収集・作成したデータを各公式ホームページなどで
一般公開，他部局の職員が必要に応じてそれらを利用す
るなど非公式な情報共有が中心となり，省庁部局を超え
た公式な共有は行われなかった．こうした状況下で発信
された災害情報はその錯綜もあり，市民の情報への不信
感を招く結果となった 9)．
(2) 復興に向けたこれまでの災害対応体制の変遷
チャオプラヤ川洪水を受けタイ政府は，FROCおよび
洪水復旧復興委員会（Flood Recovery and Reconstruction
Committee）を，それぞれ緊急対応および短期の復興体制
として設置した．長期の復興管理体制は幾度かの編成を
経た後，Virapon副首相を委員長とし，国家再建への戦略
や財源確保，災害管理措置などを担当する復興・未来開
発 戦 略 委 員 会 （ SCRF: Strategic Committee for
Reconstruction and Future Development），およびYingluck
首相を議長とし，水資源管理の見直しおよび政策を提言
する水資源管理戦略委員会（SCWRM: Strategic Committee
for Water Resource Management）が担うこととなった．そ
の後国際協力機構（JICA）の支援により「水資源管理マ
スタープラン」がSCRFおよび国家経済社会開発委員会
（ NESDB: National Economic and Social Development
Board）により策定され，2011年12月27日に閣議承認され
た．同計画10)には，8つの主要事業計画と2つの行動計画
（緊急時の水資源管理，およびチャオプラヤ川の統合的
かつ持続的な洪水被害軽減）が規定されており，チャオ
プラヤ川流域に3,000億バーツ，その他の河川に500億バ
ーツの計3,500億バーツ（約8,750億円）規模の予算が充て
られた．
その後，水資源管理マスタープランの策定を受け，同
計画遂行のためのガイドライン作成や，予算・債務管理
に対する勧告を所掌する国家水政策・洪水委員会
（NWFPC: National Water and Flood Policy Committee），
その下に計画の実質的な遂行機関である治水・洪水管理
員会（WFMC）が2012年2月に設立された．それらの事
務管理機関として国家水・洪水政策委員会事務局
（ONWFPC: Office of the National Water and Flood Policy
Committee）がある（図1）．またこれらタイ政府の災害
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図 1 タイ政府の災害復興システム
たな省「水資源省（Ministry of Water Resources）」の新
設が検討されている．SCAが現在設置されている内閣府
で今後も独立機関として機能するか，あるいは水資源省
に組み込まれるかは依然調整段階であり，タイ政府の防
災体制は今後も再編成される予定である．現段階でのタ
イ政府の新しい防災体制の整備は国家レベルであり，
SCAはチャオプラヤ川洪水のような激甚災害が発生した
場合にのみ災害対応の指揮にあたる．タイ王国の既存防
災 体 制 は ， 2007 年 に 成 立 し た 防 災 ・ 減 災 法 （ Disaster
Prevention and Mitigation Act B.E. 2550）で規定された防災
計画に基づいており，国家レベルでの国家防災・減災計
画 （ National Disaster Prevention and Mitigation Plan ） は
2009年11月に国会承認された11) 12)．同計画には4段階の災
害レベルが規定されているが，SCAが指揮を執る災害レ
ベルは現段階では明確に規定されていない．地方レベル
の災害対応は，県以下レベルの防災計画に基づき，当該
地 域 の 県 知 事 や 内 務 省 ・ 国 家 防 災 減 災 局 （ DDPM:
Department of Disaster Prevention and Mitigation）が実質的
な対応およびその指揮をとり，SCAはその監視を行う．
一方でRIDは，河川水位や雨量などを24時間観測する
Telemetry systemやCCTVを増設し，そのデータを災害対
応にあたる県知事や地方のDDPMに提供する仕組みを整
備した (3) ．また，社会基盤による洪水抑止が難しい地域
においては，ハザードマップの作成や赤（危険）・黄色
（注意）・緑（正常）の3色を配した柱を河川に配置，河
川敷に過去の氾濫レベルなどを記した掲示板を配置する
など，住民の自助行動を支援する情報を提供している．

対応体制の重要な編成の一つに，2012年2月7日にその設
立 が 決 定 し た 単 一 指 揮 機 関 （ SCA: Single Command
Authority）がある．同機関は，チャオプラヤ川洪水の緊
急対応時に課題となった政府の関係組織間の連携，およ
び情報共有の機能を一元的に担うことになっている．
(3) 復興に向けた今後の災害対応体制の整備
第１章で述べたように，農村・山間地域における既存
の防災体制では，関係行政機関および担当者間の災害情
報伝達・共有における効率性が低いことが明らかとなっ
た．そこで本研究では，タイ政府の新しい防災体制，特
に情報共有や伝達の要となるSCAが現在どの程度まで整
備されているかを把握するため，整備の実施機関である
WFMC への聞き取り調査を行った．WFMCが実施する水
資源管理マスタープランのうち，2012年中に起こりうる
洪水に対応するための緊急期間行動計画の一つに災害警
報システムの開発・改良がある．同計画の整備状況を把
握するため，その主要実施機関であるRIDに対しても同
様の調査を行った．WFMCでは同委員会議長である副首
相 の 顧 問 を 務 め る 委 員 に ， RID で は 水 文 部 (Hydrology
Division)の部長および1名の同部技術者に対して質疑を行
った．以下に調査で得られた結果を示す．
SCAはその設置が決定されているが正式に設立はされ
ておらず，2013年4月時点では表1の参画機関から構成さ
れたWFMCが水資源マスタープランの計画実行とともに
その役割を担っている．また，WFMCはSCAの設立目的
である災害対応における一元的な情報管理および対応指
揮のため，特に以下の4項目を主要整備対象としている．
－ 情報を一元集約するためのIT設備の設置
－ SCADAシステム(2)の整備
－ 関係省庁間の共有ネットワーク構築
－ 緊急災害警報システムの整備

３．タイ王国における携帯電話技術
第１章に記したように，タイ王国の山間・農村地域に
おける災害情報伝達手段には携帯電話の活用が期待され
る．同国における携帯電話技術や事業展開は2013年を機
に急速に発展することが予想されるため，今後の山間・
農村地域における携帯電話の利用を検討するためには，
同国における携帯電話技術およびその事業を取り巻く環
境を整理する必要がある．したがって，はじめに文献や
ウェブサイトより得られた情報を基に，タイ王国におけ
る一般への携帯電話の普及率，携帯電話事業の監督機関
およびそれに関わる法令，各携帯電話事業者の事業展開
の経緯を整理する．次に，大手キャリア3社に対する聞き

また，タイ政府の防災体制の今後の動向として，RID
やDWRなど水資源管理に係わる全ての機関を統括する新
表1

WFMC へ参画している政府関係機関

農業協同組合省王室灌漑局

首相府予算局

国家経済社会開発委員会

法制委員会

運輸省

王国陸軍

タイ発電公社

内務省国家防災減災局，公共事業都市計画局，
天然資源環境省森林局，水資源局，国立公園野生生物植林局
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取り調査により得られた情報を基に，各社の今後の事業
展開および携帯電話を利用した情報の一斉・同報配信サ
ービスに関して記す．
(1) 携帯電話の普及状況
情 報 通 信 技 術 省 （ MICT: Ministry of Information and
Communications Technology）主導のもと，タイ政府は国
家情報技術政策の枠組となる「IT2010」を 2002 年に策定
し，同年 9 月に 2002 年から 2006 年（後に 2008 年に延
長）までの期間を対象とした「National ICT Master Plan」
を閣議決定した．その後 2009 年から 2013 年の期間を対
象とした第 2 期の ICT マスタープランである「Second
Thailand ICT Master Plan」を発表，翌年 2011 年には同年
から 2020 年までの ICT 政策方針を定めた「ICT2020」が
閣議で承認された．タイ政府によるこのような ICT の普
及を促進する政策もあり，タイ王国における携帯電話の
普及は年々増加傾向にある．約 8 万 4 千世帯を対象にタ
イ国家統計局が実施した 2012 年の調査によると 13)，満 6
歳以上の携帯電話利用者は 70.2%である．地方農村地域
（Non-municipal area）における所持率は 66.2%と都市部
市街地（Municipal area）の 77.7%と比べて低いものの，
図 2 に示すように 2004 年から 5%前後の割合で漸増して
おり，今後も増加することが予想できる．インターネッ
トアクセスに関しては，固定ブロードバンドが 55.7%と
過半数を占めるが，2010 年度と比較すると約 2%減少し
ている．その一方で，携帯電話を利用したインターネッ
トアクセスは増加しており，2G・2.5G で 5%増の 14.7%，
3G で 7%増の 9.7%である．

（タイ国家統計局の資料より筆者作成）

図 2 都市部と農村部における携帯電話所持率の年変化
(2) 携帯電話事業の監督機関および法令
タイ王国における携帯電話事業を監督する機関は，
MICT お よ び 国 家 放 送 通 信 委 員 会 （ NBTC: National
Broadcasting and Telecommunications Commision）である．
また通信に関わる主要な法令は，NBTCの設立およびそ
の 所 掌 を 規 定 し たNBTC法 (4) ，および電気通信事業法
（Telecommunications Business Act：2001年施行，2006年
に一部改正）である 14) ．特にNBTCは携帯電話事業者へ
の無線周波数利用免許の付与，通信に関する各種規制お
よび周波数管理など，同事業を監督する機関として強い
権限を持つ．同委員会の前身は国家通信委員会（NTC:
National Telecommunications Commision）であり，2000年
に公布されたNTC-NBC法（現NBTC法）に基づきその権
限が規定された．放送分野における同様の機関は国家放
送 委 員 会 （ NBC: National Broadcasting Services of
Thailand）である．しかしながら委員選出を巡る訴訟な
どの紛糾のため両委員会の設立は難航し，NTCは2004年
10月に設立され同年11月1日から業務が開始されたものの，
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NBCは一度も発足することがなかった．その後NBTC法
が施行され，NBTCの設置とその責務が規定された．
2011年10月に同委員会の委員が選出・任命されて以降現
在に至るまで，NTCの通信分野およびNBCの放送分野を
単一的に監督している．
(3) 各携帯電話事業者の事業展開の経緯
現在のタイ王国の携帯電話事業は，NBTCから無線周
波数の使用免許を取得している国営通信企業の2社，TOT
社 (5) とCATテレコム社 (6) ，および両社のいずれかから
BTO方式 (7) の事業契約を結んでいる民間企業で展開され
ている．携帯電話市場および加入者の割合は特に民間企
その他< 1%
その他 1%
業の3社，AIS社，dtac社，およびTrue社によって占めら
れている（図3）．
TRUE 社
TRUE 社
15%
26%
AIS 社
AIS 社
44%
dtac 社
53%
31%
dtac 社
30%

（各携帯電話事業者の資料より筆者作成）

15)-17)

図 3 携帯電話各社の市場占有率（左）
およびサービス加入者に占める割合（右）

2011年以前のタイ王国における携帯電話事業の展開は，
世 界 的に普及しているGSM（Global System for Mobile
Communications）方式を使用したSMSや，通話利用を主
とする第2世代携帯電話（2G）が主流であった．同サー
ビスの使用周波数は900MHz帯および1800MHzである．
2010年には同国内でも日本と同様の2.1GHz帯の第3世代
携帯電話（3G）利用への事業移行が期待された．しかし
前述のNBTCが当時設立準備中であったことで，無線周
波数の使用免許を付与する権限の所在問題が挙がり，同
免許を取得するためのオークションは開催されなかった．
その結果，大手キャリア3社は2008年にNTC（現NBTC）
から使用免許を付与された850MHz帯および900MHz帯に
よる3Gサービスの展開を余儀なくされてきた．各社の正
式な商用サービスが開始されたのは2011年に入ってから
である．また，TOT社が2.1GHz帯の3Gサービスを2009年
に他社に先んじて開始していたことで，各社で異なる無
線周波数帯での3Gサービスが展開されることとなった．
その結果，加入先サービスおよび所持する携帯電話によ
り利用可能なサービスが制限されるなど，利用者にとっ
ては効率的な通信サービスの利用が難しい状況であった．
その後，2011年9月にNBTCの委員が選出され周波数割
り当てに関する計画案をまとめたことで，本来の3Gサー
ビス向け周波数帯である2.1GHz帯における使用免許のオ
ークションが2012年12月に開催され，大手キャリア3社が
それぞれ免許を取得した．従来ではNBTCから周波数の
使用免許を取得したTOT社，あるいはCATテレコム社か
ら各社がBTO方式による事業契約を結び事業を展開する
形であったが，同周波数帯においては大手キャリア3社が
NBTCから直接使用免許を取得した．2013年4月にはAIS
が3Gサービスを77県の内5月中に20県，年内に57県の主
要都市に広げる計画を発表するなど，各社による今後の

本格的な3Gサービス展開や利用可能エリアの拡大，およ
びその技術の発達が期待される．図4に現在の携帯電話事
業者と使用無線周波数の関係を示す．

た情報の一斉送信に対する需要が高まったのは，2010年
の 反 独 裁 民 主 戦 線 （ UDD: United Front of Democracy
Against Dictatorship）通称赤シャツによる反政府デモ発生
時である．政府はテレビやラジオなどを通し住民に警戒
を呼びかけるとともに，各携帯電話事業者に対しても
SMSによる情報発信を依頼した．各社は警戒対象エリア
内のサービス加入者の携帯電話使用頻度を元に警戒メッ
セージを送信した．しかしながら情報送信対象者の抽出
に加え，情報を一斉送信するシステムが未整備であった
ことで，情報の伝達に数日間を要するなど課題が残った．
現在ではAIS社とdtac社がメッセージの一斉送信および
同報配信を，True社は一斉送信のみを企業向けの商用サ
ービスとして提供している．どちらのサービスもインタ
ーネットへ接続可能な状況であれば利用できる．一斉送
信サービスは利用（契約）者が送信対象者の宛先を管理
し，各社のウェブ画面上の操作により，登録した複数件
の宛先へ一度にメッセージを送信できる．一斉送信が可
能なSMSの最大文字数は各社共通で，タイ語またはタイ
語と英語の混合で70文字，英語のみでは150字である．一
方で同報配信サービスは各社それぞれが宛先を管理し，
利用者は宛先を入力することなく対象エリア内全ての受
信可能な携帯電話に対してメッセージを送信できる．同
報配信は主に展示会や会議場への参加者に対する歓迎メ
ッセージや，プロモーション情報の提供に使用されてい
る ． 今 後 の 各 社 の 展 開 と し て は ， MMS （ Multimedia
Messaging Service）など3Gサービスによる発信情報の多
様化や同報配信サービスの利用可能エリアの拡大が予定
されている．
一方，災害時の情報配信にはその輻輳が問題となるが，
2011年のチャオプラヤ川洪水時にはバンコク都をはじめ，
その周辺地域では携帯電話の回線利用における情報の輻
輳は発生しなかった．同洪水時のTrue社の回線輻輳率
（内容非公開）は，2011年11月28日から12月4日に最高位
に達したが，それでも1%未満であった．またAIS社では，
新年など特定の時間にアクセスが急激に集中する事態に
対応するため十分な回線の容量を確保している．常時の
SMSの利用は高くても30%未満であり，10,000人規模の
SMSメッセージの一斉送信では輻輳は発生しない．

タイ国家放送通信委員会 (NBTC)

TOT 社

2.1GHz

CAT テレコム社

900 MHz

800 MHz

2.1 GHz

850 MHz
dtac 社

仮想移動体通信

AIS 社

事業者(MVNOs)

True 社

1,800 MHz
DPC 社
Real Move 社
(TrueMove H)

図 4 各携帯電話事業者と使用周波数の関係図

(4) 大手キャリア 3 社への聞き取り調査結果
本調査では，携帯電話サービスの今後の動向やそのエ
リア拡大，また情報の一斉・同報配信サービスに関する
技術および展開に関する質問をした．質疑の対象者とし
てTrue社では技術グル－プ統括責任者，ネットワーク管
理センター副局長，主要ネットワーク業務副部長，およ
び1名の技術者，AIS社ではネットワーク・サービス計画
副統括者，dtac社では企業広報副統括責任者および1名の
技術者が同席した．以下に本調査の結果を示す．
a) 今後の大手キャリア3社の事業展開
大手キャリア3社共に，今後の事業展開には共通の認識
が確認された．2012年12月に3Gサービス2.1GHz帯の事業
免許を大手キャリア3社それぞれが取得したことに加え，
今後のスマートフォンやタブレットによる大容量のデー
タ通信に対応するために，各社はそれまでのサービス展
開の主流であった2Gから本格的な3Gへの移行に重点をお
いている．各社の3Gサービスエリアの対人口率達成目標
は，AIS社で97%，dtac社で80%，およびTrue社で86%で
ある．サービスエリアの拡大には新規アンテナ基地の増
設，または既存の2G用アンテナ基地の性能改善により行
われる．一方で，大手キャリア3社が基本とするサービス
エリアの最小単位は複数の村（Village）を管轄する地区
(Sub-District)(8)であり，それ以下での行政単位では，少な
いサービス利用者数に対して維持費がかさむなどの採算
性の問題があるため，積極的な事業展開はなされない．
b) 携帯電話を利用した災害情報の一斉配信技術
我が国では，NTTドコモの「エリアメール」や，ソフ
トバンクおよびauの「緊急速報メール」を始め，携帯電
話のメールを利用した災害情報伝達の技術が発展してい
る18)．また，エリアメールは2011年7月の利用料無料化の
影響もあり，エリアメールを導入している自治体数は東
日本大震災の前後で49から969に上昇し19)，NTTドコモよ
り公表されている2013年5月14日時点では全国自治体数
1742の約84%に達する1465の自治体が同サービスを導入
している 20) ．同様にソフトバンクおよびauの緊急速報メ
ールを導入している地方自治体数はそれぞれ2013年5月1
日，および20日時点で1199（69%）21)，1284（74%）22)に
まで達している．
タイ王国においては，我が国のそのようなサービスは
未だ一般的に普及していない．同国で携帯電話を利用し

４．携帯電話技術の導入に向けた考察
タイ山間・農村地域において携帯電話を活用した災害
情報の伝達を検討するため，はじめに先行研究により明
らかになった同地域の現状と課題を整理する．次に，そ
れらの課題に答える形で，本調査から得られた情報を基
に同地域における携帯電話を利用した災害情報の伝達に
関する考察を行う．最後に，一般の「災害対応時におけ
る情報伝達の課題」および，災害情報伝達手段の一つと
して「携帯電話を利用する際の課題」のそれぞれに関し
て検討する．
(1) 既存の防災体制および携帯電話利用の現状・課題
WFMC への聞き取り調査により，山間・農村地域にお
ける災害情報の伝達は，各地方レベルで整備されている
既存の防災計画に基づいて行われることが確認できた．
同地域における避難の指示や勧告などの災害情報は，主
に「郡(District) (8) レベルの災害対策本部から各担当者お
よび地区・村の代表者」，そして「地区・村の代表者か
ら住民」と上意下達される．以下にそれぞれの伝達過程
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において明らかになった現状および課題を示す．
a) 災害対策本部から各担当者および地区・村の代表者
災害情報は主に，携帯電話による通話，携帯型の無線
機であるウォーキー・トーキー，および人づてによって
伝達される．しかしながら，その伝達は基本的に音声の
みで個人対個人で行われるため，複数人に連絡を取る際
に遅れが生じてしまうこと，担当者の不在時に連絡が滞
ってしまうなど，情報の伝達に効率性が欠ける．また，
急峻な地形などの影響で携帯電話やウォーキー・トーキ
ーの電波が阻害され情報が伝達できない地域へは，車や
バイクを走らせ担当者に直接連絡を取る必要があるため，
その都度時間を要してしまう．
b) 地区・村の代表者から住民
災害情報は主に，屋外スピーカーや地域ラジオによっ
て伝達される．また，豪雨に伴う停電時には屋外スピー
カーが使用できないため，代わりに手動サイレンの音に
よる警報が発信される．しかし，前節と同様に災害情報
が音声や音にのみ伝達されるため，聞き逃しや豪雨の際
の騒音により，スピーカーやラジオから発信される情報
自体が得られない場合がある．
(2) 携帯電話を利用した災害情報の発信
携帯電話を活用することで，複数の対象者に災害情報
を一斉・同報配信することができる．同技術をタイ山
間・農村地域の既存情報伝達手段に加えることで，情報
伝達経路の多重化とともに，課題である非効率的な情報
伝達の改善が期待できる．一方で，携帯電話以外のメデ
ィアとして，山間部を含む農村地域においても 97%13)と
広く普及しているテレビの利用も，既存の情報伝達手段
の多重化を図る意味での効果は高い．しかし前節の調査
において，住民は気象情報をテレビにより視聴できるが
地域ラジオのような特定地域に向けた放送がなく，得ら
れる情報の空間精度が荒いことが明らかとなった．その
点において，災害対策本部から対象者へ直接情報伝達が
できる携帯電話の有用性は高いと考えられる．また，
SMS メッセージなど災害情報を「文字」として伝達する
ことで情報の履歴が残り，伝達後の覚知や再確認が可能
となるため，既存の情報伝達の媒体である「音声・音」
と合わせた情報表現の多様化を図ることができる．
a) 情報の一斉・同報配信
タイ王国では 2004 年のスマトラ沖地震による津波災害
を契機に，災害警報を発令する機関として国家災害警報
センター（NDWC: National Disaster Warning Center）が翌
2005 年に設立された．同センターでは早期警報システム
として SMS による災害情報伝達システムも同年に構築し
ている．しかし，筆者らの研究グループが 2012 年 3 月に
実施した NDWC への聞き取り調査で明らかになった点と
して，同時点までにタイ王国全県の首長（県長，郡長，
地区長）や防災関係者など，約 16000 件の携帯電話番号
が登録されているが，2011 年チャオプラヤ洪水時におけ
る同システムの利用はウドンタニー県への一回に留まっ
ていた．また，同グループが実施した山間・農村部での
調査では，郡長をトップとする災害対策本部において同
システムが活用されていないことが明らかになった．
NDWC の早期警報システムは，津波災害に対してはその
整備が進んでいるが 23)，山間・農村地域においてはその
機能が十分に発揮されているとは言えない 7)．現在国家
レベルで整備が進んでいるタイ政府の新しい復興体制の
整備においても，緊急災害警報システムの整備は主要な
実行計画の一つである．地方レベルにおいて NDWC が新

たに住民への災害情報発信機関となるかは今後の整備動
向を注視する必要があるが，その伝達手段として山間・
農村地域における携帯電話を利用した情報伝達手段のあ
り方を検討する意義は大きい．
大手キャリア 3 社が提供している携帯電話を利用した
情報の一斉・同報配信サービスの利用には，送信側にお
いてインターネットへの接続環境が必要である．タイ王
国では，2010 年 11 月に制定された「National Broadband
Policy」により，山間・農村地域のような遠隔地域にお
いても，地方行政・自治体や学校，主要なコミュニティ
から優先的にブロードバンドが普及している．山間・農
村地域を含む地方レベルの行政機関にもブロードバンド
が整備されていることから，３．(4)で述べた大手キャリ
ア 3 社が提供しているメッセージの一斉・同報配信サー
ビスを利用することは，今後の発展も含めれば技術的に
は十分可能である．
b) 配信するメッセージの形式
山間・農村地域をはじめとする遠隔地では GSM 方式
による 2G 携帯電話が一般的に普及しているため，同方
式に標準実装されている SMS の利用が効果的であると考
えられる．しかしながら，GSM で使用される 1800MHz
帯 の 事 業 権 利 を CAT テ レ コ ム 社 よ り 取 得 し て い る
TrueMove 社および DPC 社（AIS 社の子会社）は 2013 年
9 月 15 日を持ってその契約が終了となり，NBTC は同周
波数の際オークションを 2014 年第 3 四半期に実施する暫
定的な予定を告知している 24)．また同様に AIS 社が TOT
社から事業権を取得している 900MHz 帯は 2015 年である．
各社は利用者に 2G から 3G サービスへの移行を利用者に
促すなど 25)，今後各社の更なる 3G 事業の展開が予想さ
れるため，メッセージの形式は適宜それら提供サービス
の展開および普及の動向に合わせて決定する必要がある．
(3) 情報アクセスが限られる遠隔地での携帯電話の利用
山間・農村地域においても，携帯電話を利用した災害
情報の発信は技術的に可能なことが確認できたが，その
ようなサービスを導入するためには，利用者がその電波
を受信できる必要がある．しかし，第１章で述べたよう
に，急峻な地形の影響および山間に散在する農村では，
たとえ携帯電話を所持していても電波が受信できず，自
宅やその付近では使用できない問題がある．このような
地上系のシステムによる通信が困難な地域における災害
情報の伝達には，衛星を利用した情報の伝達が非常に有
効であり 26)，我が国では準天頂衛星を利用した避難誘導
などの防災情報の提供に関する研究開発が進められてい
る 27)．しかしながら，タイ山間・農村地域では同衛星か
らの信号の受信ができない可能性，また信号の受信には
対応した GPS 受信機が必要であり，現時点での汎用型の
携帯電話では対応できない問題がある．したがって，現
段階においては地上系のシステムによる災害情報の発信
が有効であると考えられる．
タイ王国では NTC（現 NBTC）が「NBTC 法」および
「 電 気 通 信 事 業 法 」 に 基 づ き ， 2005 年 8 月 に 農 村
（rural）への通信サービスを提供するユニバーサル・サ
ービス義務（USO: Universal Service Obligation）を規定し
た．同義務は同委員会から事業免許を取得している通信
事業者に対し，情報へのアクセスが限られる遠隔地へ通
信サービスを提供するか，あるいは年間の売上高の 4%
を NTC が 管 轄する USO 基金に拠出する旨（Play or
Pay）を規定した．当時の TOT 社および CAT テレコム社
は，遠隔地への通信サービスの提供（Play）を選択し，
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2006 年にそのそれぞれの計画をまとめた．TOT 社は遠隔
地において約 2,000 の IPSTAR 衛星ブロードバンドを設
置し，約 7,000 の電話回線を整備した 28)．また CAT テレ
コム社も事業の第 1 段階として写真 1 のような公衆電話
を約 6,700 台設置した 29)．その後 NBTC へ USO の業務は
引き継がれ(9)，2012 年から 2016 年までの USO の事業計
画が 2012 年 5 月に発表された．同計画では，前述の
USO 基金への拠出額が 3.75%に減額され，Play or Pay に
替わり競争入札による USO 事業の展開が定められた．現
在は USO 基金への拠出額の調整や 30)，ASEAN 諸国との
ワークショップ 31)，ITU と合同で USO の試験的事業のモ
ニタリング評価や入札方法を検討するなど，更なる事業
の整備に向けて調整を進めている．

(4) 導入に向けて検討するべき課題
携帯電話技術を含め，災害情報伝達の技術を社会的に
導入する際には，情報源や情報の表現方法，発進頻度な
ど考慮すべき点が多くある32)．以下，災害時の情報伝達
における一般的な課題，およびその中でも実際に携帯電
話を情報伝達手段として導入する際に検討すべき課題に
ついて示す．
a) 災害対応時における情報伝達の課題
我が国では，緊急地震速報や津波警報などの警報は気
象庁から，避難指示や勧告などの情報は各自治体から発
信される．また，雨量予測を気象庁から，河川水位の情
報を国土交通省や都道府県などの河川管理者から取得し
た市町村が，最終的な判断を行い避難情報を対象地域の
住民に発信する．一方タイ王国においては，山間・農村
地域において深刻な鉄砲水や地滑りに対しては，主に情
報技術通信省・タイ気象局（TMD: Thai Meteorological
Department）および天然資源環境省・鉱物資源局（DMR:
Department of Mineral Resource）の2機関が主要な対応を
担う．さらに，災害時の早期警報を発信する役割を持つ
機関としてNDWCおよび DDPMがあるが，多数の機関か
らの警報による情報の錯綜を防ぐためにも，発信する機
関に関しては十分に検討する必要がある．また，降雨量
や河川水位などの観測に関しては，TMDやRID，DRWな
どがそれぞれ独自の観測網で計測，情報の提供を行って
いる．このような警戒情報や観測データの情報源の混在
は各関係機関の情報共有の連携不足もあり，2011年のチ
ャオプラヤ洪水時には大きな問題となった．その反省を
受け現在ではSCAの整備が進められている．観測情報に
関 し て は ，科学技術省水文・農業情報研究所（ HAII:
Hydro and Agro Informatics. Institute）が水文気象のモニタ
リングの強化および各関係機関の観測情報を統合し，そ
の提供を行っている(10)．また同洪水後には ONWPFCが公
式ウェブサイトを通じHAIIと同様の情報提供を開始した
(1)
．また，JICAの「チャオプラヤ川流域洪水対策プロジ
ェクト」の一環として洪水予測システムが整備されてい
る33) (11)．チャオプラヤ川洪水時のように多数の機関から
の警報や観測データによる情報の錯綜を防ぐためにも，
SCAや水資源省などそれらの機能を一元的に統一した国
家レベルの組織の設立が望まれる．一方，地方レベルの
タイ山間・農村地域においては人的・物的資源が比較的
確保でき，即時の応急対応が可能な郡が避難情報の発信
には適切であると考えられる．避難情報を決定する情報
源としては，RIDのTelemetry systemやCCTV，DWRが山
間・農村地域において整備を進めている早期警報システ
ム(12)の利用が望ましい．しかし，整備状況の制限により
それらの観測データを得られない地域に関しては，
DDPMにより訓練を受けた地域ボランティア(13) に観測を
依頼するなどの対応が必要である．
また，災害情報を適切なタイミングで発信するために
は，降雨量や河川水位のレベルなど，警報や避難勧告を
発令する際の基準作りが必要である．更に，夜間に被害
の恐れがある場合には明るい時間帯における早期避難を
促すなどの対応も検討する必要がある5)．
発信する情報の内容には警報や避難情報などがあるが，
限られた文字数でその目的を的確かつ緊急性を持たせる
文面の作成が必要である．FROCはチャオプラヤ川洪水
時において全ての携帯電話事業者を介し，SMSによる災
害情報の配信を2011年10月11日に同サービスにて住民に
告知した．しかし，「ボランティア募集」や「バンコク
都に対して氾濫水の排水を要請」など緊急性のない情報
を配信したことで，「役に立たない」や「避難の指示な

写真 1 遠隔地に設置された CAT テレコム社の公衆電話

大手キャリア 3 社はこれまで TOT 社あるいは CAT テ
レコム社と事業契約を結んでいたため， USO 義務の適用
範 囲 外 で あ っ た ． し か し ， 2012 年 末 に NBTC よ り
2.1GHz 帯の使用免許を直接取得しその保持者となったこ
とで，USO 対象地域におけるサービス展開に際して USO
基金による NBTC からの援助を今後受けることができる
ようになる．携帯電話事業者にとって携帯電話の電波を
受信できない地域は採算が見込めないため，これまでに
積極的な事業は展開されていない．このような情報への
アクセスが制限され，商用としての通信サービスの提供
が期待できない地域は USO 事業の対象（図 6 のゾーン
C）となっている．さらに，同事業の実施は利用者側か
らも要請が可能であるため，携帯電話の電波が受信でき
ない地域においても新たなアンテナ基地を建設すること
は将来的にも可能である．USO の事業計画では，サービ
ス提供の時期までは明記していないが，USO 事業の競争
入札を 2013 年後半から 2016 年前半までに合計 4 回，そ
れぞれ 1 年間に渡り開催を予定している．
低

C

ICT が未普及かつ商用性なし

B

ICT が普及中かつ商用性あり

USO 事業
の対象

収入

A
商用利用に伴う十分
な ICT の普及

市場格差

アクセス
格差

高
都市部

農村部

図 6 USO 事業の対象（ゾーン C）
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ど早期警報として機能していない」など多くの住民の反
発を受け，同月23日までの計4通のSMSのみでその配信を
停止した34)．タイ山間・農村地域では，災害被害が深刻
な村を対象に地方自治体およびDDPM主体の避難訓練な
ど，防災担当者や住民への災害教育が行われている．し
たがって，このような機会においては住民が必要とする
情報内容の検討のみならず，情報伝達における社会的合
意や事前の合意形成も重要である．
b) 携帯電話による災害情報伝達時の課題
３．(4)で述べたように反政府デモの際には，情報を一
斉送信するまでに大きな時間差が生じた．そのため，災
害情報の一斉送信に際しては，事前に対象者の電話番号
を登録・管理する必要がある．また，同章(3)で述べたよ
うにタイ王国では各携帯電話事業者が異なる無線周波数
で3Gサービスを展開したことで，利用者が受けられるサ
ービスが制限される問題が生じた．災害情報の一斉・同
報配信時には，各社別々のウェブサイトで情報を入力す
る必要があるため，山間・農村のような情報伝達に即時
性が求められる地域においては，情報伝達の遅れが懸念
される．さらに，同報配信においては他社のサービスを
利用する住民に情報が伝達されない問題もある．これら
の課題を踏まえ，各社共有の入力画面の整備や利用サー
ビスによる伝達対象者の偏りを防ぐためにも，災害情報
を伝達する際には各社が提供するサービスを統一化する
必要がある．我が国では，緊急地震速報を導入する際の
音声やサイレンを統一するために，特定非営利活動法人
リアルタイム地震情報利用協議会（REIC）(14)が設立され
るなど，防災情報の活用おける関係機関を横断した議論
が行われた．タイ王国では，NBTCの責務の一つとして
NBTC法の第27条第10項「通信サービスの標準化および
技術仕様の決定」が規定されているため，同委員会主導
で各社間のサービスの統一化が期待される．
さらに，タイ王国では日本と異なり，各携帯電話事業
者はSIMカード（Subscriber Identity Module Card）を介し
て各サービスを提供しており，利用者が所持する携帯電
話自体は，NokiaやSamsungなど他社の製品が使用されて
いる．日本のエリアメールで以前使用されていたGSM形
式の無線通信システムであるCBS (Cell Broadcast Servise)
では各機種ともに一斉・同報配信されるメッセージを受
信できる信頼性は高いが，今後タイ王国でも導入が期待
されるLTE（Long Term Evolution）など新しい無線通信
システムでは，災害情報のメッセージが携帯電話の機種
の違いにより表示されないなどの問題が考えられる．

農村地域においては，情報伝達の遅れが懸念される．そ
のような地域に携帯電話による情報の一斉・同報配信サ
ービスを導入することで情報伝達の効率化を図ることが
出来るが，タイ王国における携帯電話技術はその監督機
関であるNBTCの設立に時間を要したため，これまで携
帯電話事業者による通信サービスの展開は遅れてきた．
しかしながら，2012年12月に3G用2.1GHz帯の事業免許を
大手キャリア3社がNBTCから取得したことにより，今後
は携帯電話サービスの普及が急速に発展することが予想
される．本調査により，災害情報を受信する手段が限ら
れ且つ災害への脆弱性が懸念される山間・農村地域にお
いても，大手キャリア3社が提供している情報の一斉送
信・同報配信サービスを利用した災害情報の伝達は技術
的に可能であることが明らかになった．一方で，山間・
農村地域では急峻な地形や散在する村落という地理的な
問題から，携帯電話の電波を受信できない住民が多く確
認されている．そのような情報へのアクセスが限られる
遠隔地域はUSO事業の対象地であり，今後は大手キャリ
ア3社による同事業のサービス展開によるアクセスの向上
が期待できる．災害情報伝達手段として携帯電話の利用
を社会的に実用化するためには，災害情報の発信機関や
情報源をはじめ，更なる検討が必要である．

補注
(1) http://www.waterforthai.go.th/
(2) SCADA システム
Supervisory Control And Data Acquisition の略．コンピュータを
利用した広域ネットワークにより，各観測地点における河川水
位や雨量などの観測データ収集や，複数のダムおよび放水路の
ゲート操作などを単一的に遠隔制御・監視するシステム．監視
システムとして一般公開されているものに，バンコク都排水下
水道局（DDS: Department of Drainage and Sewage）のサイトがあ
る（http://dds.bangkok.go.th/scada/ ）．
(3) http://122.155.12.58/
(4) NBTC 法
正式名称は”Act on Organization to Assign Radio Frequency and to
Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E.
2553”．「NTC-NBT 法（2000 年）」から 2010 年に改正された．
(5) TOT 社
2002 年 7 月に株式会社化．財務省がその全ての株式を所有す
る．監督機関は情報通信技術省（MICT）．
(6) CAT テレコム社
旧 CAT からタイランド・ポストと共に 2003 年 8 月に株式会

５．おわりに

社化された． TOT 社と同様に財務省が全ての株式を所有し，情
報通信技術省（MICT）が監督する．

急速な発展が進む情報通信技術(ICT)のなかでも携帯
電話は，世界中での高い普及率に加えて情報伝達面での
その広域性から，災害情報の伝達手段として今後ますま
す活用されることが期待される．山間・農村地域におい
ては社会基盤による災害抑止がほとんど期待できないた
め，同地域においても普及が進む携帯電話の技術を利用
した災害情報の伝達が特に有効であると考えられる．
タイ王国では2011年のチャオプラヤ川洪水での教訓か
ら，「治水・洪水管理員会（WFMC）」が主体となり，
単一指揮機関（SCA）の機能である水資源管理に関わる
情報の一元的管理や，関係省庁間の情報共有ネットワー
クの構築が国家レベルで進められている．地方レベルで
はSCA監視の下で各県の防災計画に基づく災害対応がな
されるが，災害情報の伝達に即時性が要求される山間・

(7) BTO 方式
Build Transfer Operate 方式の略．民間事業者が対象施設を建設
後（Build），その所有権を公共に移転するが（Transfer），運
営および維持管理（Operate）は民間事業者が行う方式．
(8) タイ王国における地方レベルの行政単位
上 位 か ら 順 に ， 県 （ Province ） 郡 （ District ） 地 区 （ SubDistrict）および村（Vilage）である．
(9)

http://usonet.nbtc.go.th/th/ （タイ語）

(10) http://www.haii.or.th/
(11) http://61.7.148.69/
(12) http://ews.dwr.go.th/website/ews_all/index.php/
(13) Mr.Warning と呼ばれる DDPM により訓練された無給の地
域住民ボランティアであり，災害時には警報の発信や避難誘導
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などの役割を担う．

16) total access communication plc.: annual report 2012.

(14) http://www.real-time.jp/

17) true: Annual Report 2012.
18) 大原美保他：2011 年 9 月台風 12 号豪雨災害でのエリアメー
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