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大型ビジョンの事業者やメーカーが参加する一般社団法人日本パブリックビューイング協会（略称：
JPVA）は、3･11 東日本大震災を踏まえ、大災害発生時におけるパブリックビューイング（Public
Viewing：PV）は何ができるのか。また、
そのための備えを考えるシンポジウムを5月20日に開催した。
元総務大臣で岩手県知事を3期12 年務めた増田寛也氏の基調講演「東日本大震災から都市の課題を
考える」で始まり、独立行政法人産業技術研究所の山下倫央氏による災害発生時における人流シミュ
レーションのデモ、行政および PVとデジタルサイネージ事業者、広告クライアントによるパネルディ
スカッション「街頭メディアの情報提供を考える」が行われた。

「東日本大震災を経験し、大
型ビジョンが大災害時に街頭
の導線上で情報提供できる唯
一のメディアであるという責務
を痛感した」と、JPVA 代表理
事の星野睦郎氏は開会挨拶

●基調講演から
元総務大臣である増田寛也氏は、被災地である岩手県の知事を12 年間務めた。常に現場に立ち、現場の声を
直に聞くという行動力に裏打ちされた深い知見に信頼は厚い。

「PV事業者は、平時からPVの点検を怠らず、いつ何時でも放映できるようにしておかなけれ
ばならない。そして、どんな情報を提供すべきかなど、今から取り組んでいただきたい。中核的
な都市部にあるPVが率先して動くことで、災害に強い国土づくりにつながっていくだろう」
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●デモ「人流解析からみた都市エリアにおける避難シミュレーション」から

的確な情報提供で、
人の流れに歴然とした違い！
〔図〕渋谷駅周辺の災害発生を想定したシミュレーション

産業技術総合研究
所・サービス工学研
究センター・サービ
ス設計支援研究グル
ープの山下倫央氏

シナリオ1 開始 10 分で渋谷駅周辺は人の混
雑が発生。1 時間後、センター街の先まで人で
いっぱいになる。これにより緊急車両の通行が
不可能、心理的不安が生じて二次災害を誘発
しやすい。
シナリオ2 渋谷駅周辺に多少の混雑が見られ
るものの、
そのほかのエリアに混雑は見られない。
シナリオ1

シナリオ2

パネルディスカッション

「大災害時における街頭メディアの情報提供を考える」から
大災害発生時にPVが真に役立つために何が必要か――行政の防災担当者、JRの駅と
コンビニのデジタルサイネージ担当、そして広告クライアントという関係者が同じテー
ブルで意見を交換した。パネラーの主な意見を採録した。

パネラー
（順不同）

■千代田区：小川賢太郎 環境保全部防災課長
■日本アドバタイザーズ協会（JAA）：藤川達夫 専務理事
■（株）
ジェイアール東日本企画（JR 企）：山本 孝 交通媒体本部媒体開発部部長
■（株）
クロスオーシャンメディア（XOM）：市原義文 代表取締役社長
■JPVA：星名一帥 顧問
■JPVA：品田裕司 専務理事

● 3･11――その瞬間
23区内に帰宅困難者の
宿泊指定場所がない現状
千代田区は、3･11 地震発生後すぐに災害対策本部を初め

千代田区
小川賢太郎 環境保全部防災課長
平成 15（2003）年度から帰宅困難者の訓練を実
施するなど、都区内でも高い問題意識を持つ。

人口で、毎年増えている。昼間は約 100 万人といわれており、

て設置して、対応に努めた。この日の帰宅困難者は、区の施

首都圏直下型の震災が発生した場合、57 万人を超える帰宅

設でおよそ2,000 人、民間の施設を含めると少なくとも2 万

困難者が出ると予測されている。そこで、平成 15（2003）年

人が宿泊したと思われる。23区内には帰宅困難者の宿泊で

からターミナル駅（東京駅、四ッ谷駅、飯田橋駅、秋葉原駅）

きる指定場所はなく、あるのは帰宅困難者支援場所で、情報

の地区に自主防災組織「帰宅困難者対策地域協力会」を発

や備蓄物資などを配布するための拠点である。当日、多数の

足し、訓練を実施してきた。また、区内の大学と防災基本協

帰宅困難者が区内の小中学校などに押し寄せた。今後は区

定を締結し、施設の開放や、外国人のための多言語支援セ

の施設だけにとどまらず、大規模施設との連携を強化し、昼

ンターによるサポートなどを想定。今回の震災では大学施設

間区民や帰宅困難者のための受皿づくりが必要ではないか。
千代田区の夜間人口は現在約 4.8 万人。多くがマンション
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の開放が非常に機能したが、多言語支援センターを設置する
だけの余裕がなかった。

独立行政法人産業技術総合研究所
（産総研）・サービス工学研究センター・
サービス設計支援研究グループの山下
倫央氏が、産総研で開発した「ステレ
オカメラによる人流計測」を基に、自身
が開発した人の流れを予測するシミュ
レ ー タ「NetMAS」で、 渋 谷 駅 周 辺
3km×2.5kmのエリアで4 万人の帰宅
困難者が発生した想定で、人流予測を
デモ。

●増田基調講演から
「大災害時に人々が求める情報を、瞬時に提供できるメディアが必要で

デモのシナリオは2パターン。
【シナリ

ある。その意味でもPVの役割は大きい。そこで、①災害時には高い公共

オ1】は、4万人がPVあるいはケータイ

性のある情報に瞬時に切り替えて流す、②非常電源の備えについて検討す

などで情報が一切収集できない状況。
【シ

る、③通常時の節電対策にも積極的に取り組むことが重要である。

ナリオ2】は、4万人がPVやケータイな
どで公共交通の運行情報や避難所など
の案内情報が得られている状況。

国や自治体は、PVの活用にもっと目を向けるべきだろう。また、PV 事
業者は地元自治体との強い連携のために、JPVAは積極的に自治体等の防
災担当に提案していくべきではないか」

大勢が同じ情報を見ているという
安心感をPVは与えた

新宿アルタビジョンでは、3月11日14時53分からNHKを再

送信したが、15時30分頃には新宿アルタ前に約6,000人が集

●提供する情報内容
二つに整理される必要な情報内容

災害時の情報提供についてさまざまな場で議論してきた

まった。新宿区危機管理課に状況報告。同時に情報を収集。

が、基本的に二つの情報に整理された。ひとつは「今何が起

その5分後、新宿区から公共交通情報を流してほしいという要

きているのか」。何が起きているかについては、NHKのテレ

請を受ける。放映は翌12日2時50分まで続けた。大勢の人が

ビ放送の提供が一番良い。

同じ情報を見ているという安心感を与えているという特徴があ
り、不特定多数への情報提供がPVの役割を果たした。

JPVA

もうひとつは、どう行動したらよいかという「指示」と「お
願い」。これは震災の規模やロケーションによって内容が違
ってくるので、十分な議論が必要となる。

（株）ジェイアール東日本企画

品田裕司 専務理事
大型ビジョンに関係する事業者、
メーカーで構成。現在、日本全
国で150 基余りが稼動。

災害時にコンビニの果たす役割を
あらためて強く感じた
災害時、物資面と精神面でコンビニが果たす役割の重要
性を強く感じた。例えば、店舗に明かりが点いているだけで
安心してもらったり、被災地では店舗が再開したことで町が
活気づいたり、といったことだ。その一方、情報提供という
面で多くの課題に気が付いた。

（株）クロスオーシャンメディア
市原義文 代表取締役社長
ローソンの店頭で46インチ画面で店外向けに
情報提供する「東京メディア」の企画運用。
昨年 5月に都内を中心に300 店舗でスタート。

山本孝 交通媒体本部媒体開発部部長
山手線や中央線などの車内に設置する約 2 万画面
のトレインチャンネル、主要 17 駅で243 面展開
のJRビジョンなどに取り組む。

XOM・市原 「東京メディア」は各店舗で情報を替えられるシステ
ムであるが、今回の経験をもとに、提供された情報を取りに行ける
ようシステムを変更した。まずは今どうなのか、ここいったらどう
ですかという情報提供で精神面を少し安定させてから、次の情報が
取れる場所まで案内できるようにしたい。そのためにも他のコンビ
ニとのネットワークづくりが必要になると考えている。
JR 企・山本

情報提供について、誰が、どの責任において情報を

提供するのか。政府や東京都、区とさまざまなレベルがあるが、ど
のレベルの事態に対し、どういうルートで情報が提供されるのかを
整理されないと、メディアの立場として提供することができないの
ではないか。
千代田区・小川 帰宅困難者の多くは、千代田区内から横浜あるいは千葉
に行くにはどの方向に行けばいいのか、わからなくて困っていた。街頭に設
置している案内図は区内しか載っていないからだ。情報もアナログなものか
ら最先端の技術を使ったものまで、いろいろな方法を考える必要がある。
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星名一帥
JPVA 顧問

JPVA の停電対策の取り組み
●増田基調講演から
「東日本大震災を踏まえ、政府は浜岡原子力発
電所を停止させた。これにより全国に54 基ある原
発のうち34 基が停止となった。その要因は、今回
の震災によるものやトラブル、定期点検期間などで
あるが、浜岡原発の停止によって、いったん停止し
た原発を再開するのは実務的にも政治的にも難しく

バックアップ電源として、リチウムイオン電池を蓄電機能含めて業界の標準と
することを提案したい。
理由は、 バックアップといえども平時と有事で同じシステムであること、 蓄電
システムでエリアと連携した節電ができる、 ネットワーク経由による電源管理が可
能、 最低 24時間電源を確保できる、 リチウムイオン電池は鉛電池に比べて約
20倍の長寿命であること、 保守・メンテナンスに優れているなどが挙げられる。
リチウムイオン電池は電気自動車への展開も考えられており、これが成功する
と可搬型のPVという新しいビジネスにも展開できる。
他にも、昼間は太陽光、夜間はその蓄電を使うなどの方法も考えられるが、PV
システムそのものの消費電力を下げる工夫も忘れてはならない。

なったと言わざるを得ない。来年の今ごろは 54 基
すべてが停止している可能性が高い。

〔図〕リチウムイオン電池を用いた非常電源イメージ
電圧/容量

電力供給不足により節電していかなければならな
い。しかしながら、病院や交通機関などの公共性の高

通常（１５ｋW） ８時間（夜間電力シフト）

960
mm

電池寿命

い機関には電力を振り向けていく必要がある。公共性

320mm

の高い情報を流すのに適しているPVやデジタルサイ
ネージなどに電力供給が優先される可能性は高いので
はないか」

災害時には、商品広告を控えたいと考えるスポンサーがあ
る一方、災害伝言ダイヤルを知ってもらいたいという通信会
社もあるように、商品や企業に対して良いイメージを持って
いただくためにわれわれは広告を出している。今回の震災で
は、いったん中止したテレビ CMを再開するまでに10日間ほ
どかかっている。
この問題は、国民感情との兼ね合いがある非常にデリケート
な問題である一方、日本経済活動を活発化することも必要であ
る。また、災害時に情報を提供したい企業もあるわけで、こう
した企業との事前検討が事業再開のポイントではないかと思う。

日本アドバタイザーズ協会
藤川達夫 専務理事
1957 年に設立、日本のアドバタイザー
ズシーンをリードしてきた協会。現在の
会員社数は262 社。

JPVA・品田 情報伝達をする義務があると考え、新宿アルタでは時
間縮小はしたものの、停止せず流し続けた。一度停止すると再開は大
変で、情報伝達というスタンスで放映を続けることが重要ではないか。
事業再開に向け、まず 2 時間の試験放映をしばらく

一般社団法人日本パブリックビューイング協会
（Japan PublicViewing Association）
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１０年以上

＜寿命＞

＜監視回路＞

リチウムイオン ４０００サイクル
電池
（１０年/１回/日）

261mm

鉛電池

２００サイクル

標準
特殊（精度が悪い）

3.8V/33.1Ah（セル）

261mm

事前検討がポイント

XOM・市原

3500mm

セル厚み 7. 1mm

●広告事業再開の判断

364. 8V/331Ah

非常時（５ｋW) 24時間バックアップ

行い、次に 6 時間、12 時間と徐々に増やし、連休から元に戻したが、
この間の対応は慎重に行った。その結果、常日頃クレームが多いコ
ンビニだが、東京メディアに関するクレームは 2 件しかなかった。

●関係機関の「連携」した準備
大都市における PV は公共性が強いと今日感じた。行

JAA・藤川

政が流したい情報、民間企業の流したい情報が場面、場面に応じて
あるわけで、一度集まって話し合うべきだと思うがいかがだろうか。
JR 企・山本

これまでは行政と具体的なやり取りをすることがほ

とんどなく、一部の駅で災害時に行政からの情報を流してほしいと
いう申し出をいただいた程度。だが、今後は行政との連携が増えて
いくだろうと考えている。
XOM・市原

デジタルサイネージは新しいメディアであるので、

表示情報が正しいものだということを社会的に認知されることが必
要だろう。また提案として、行政と連携した「災害ステーション」
というプランを具体化したいと思っている。
JPVA・星名

これを機に、節電と有事に備えたリチウムイオン電

池の検討を、行政の協力を仰ぎ、災害時に強い PV づくりを進めて
いきたい。
千代田区・小川 都市型災害の課題は情報統制だと思う。千代田区は
人口の20 倍、30 倍の人が集まる非常に特殊な場所であり、その人たち
の統制が取れなくなったとき、本当に大きな災害が来るのではないだろ
うか。情報統制の確立に向け、できる限りの取り組みをしていくことが
災害被害を最小限に抑えることにつながると確信した。
JPVA・品田

PV の役割、そして社団法人としての責務として、行

政の皆さん、他の事業者の方々と連携を強め、より安心・安全な行
動を呼びかける街頭メディアを実現していきたい。

〒 101-0051

東京都千代田区神田神保町 2-14 朝日神保町プラザ 1009 号

TEL: 03-3239-5470

http://www.jpva.or.jp/

