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NTT アドバンステクノロジ

@InfoCanal®

FAQ 検索とマニュアル検索を革新する
導入が急拡大する自治体向け情報配信／
corevo? の技術を活用した新検索エンジンを搭載
収集システム「＠ InfoCanal®」

③防災行政無線などとは異なる双方向通信での「即時集

NTT アドバンステクノロジ（以下：NTT-AT）

計」が可能。

が提供する双方向・マルチデバイス対応の情

④インターネット接続環境があれば何処からでも配信可

報配信 / 収集システム「@InfoCanal（アット

能な「クラウドシステム」。

インフォカナル）」は、広く国内に普及し人口

⑤災害時だけでなく、見守りやイベント運営など、平時で

カバー率の高い IP 通信網（携帯電話網や Wi-Fi

も活用可能。

など）を利用し、災害時などの通信混雑状態に
計を実現します（図 1 参照）
。
本システムは、既

災害時・緊急時の住民向け情報配信における
自治体が抱える課題を先進技術で解決

設 IP 通信網と、NTT-AT が得意とする IoT 技術

@InfoCanal では、地域や利用者のライフスタイルに

強い仕組みで情報の確実な同時配信と即時集

を活用し、自治体職員の負担軽減と住民サービ

あわせ複数種類の端末を提供しています（図 2 参照）。

スの向上をめざしたクラウド型システムです。

スマホやタブレット型端末のユーザー向けにはどこに
いても必要な情報がプッシュ通知で受け取れる防災アプ
リを用意しています。@InfoCanal アプリの最大の優位

従来型の防災情報伝達手段と比較して
5 つの優れた特長を持つ

性は、いざという時どこにいても大事な情報が手元に届
いて、何重にも気づかせる仕組みを備えています。
また、SIM を内蔵した工事要らずの戸別受信機は、高

@InfoCanal は、NTT-AT が得意とする IoT 技術を活用
し、政府が提唱する「Society 5.0」にも準拠しています。

齢者向けのシンプルな操作性で、明瞭な音声でアナウン

従来型の防災情報伝達手段と比較して、5 つの優れた特

スしてくれます。
@InfoCanal は、災害時・緊急時の住民向け情報配信

長があります。
①携帯電話網に接続でき、設置が容易な「戸別受信機」

において多くの自治体が抱える課題（難聴地域対策 、

を用意。

受信手段の多様化、運用負担など）を解決します。以下

②大量かつ複数種類の受信端末に一度の操作で同時配信。

に、主な課題解決例を紹介します。
①屋外スピーカの音声が聞きとりにくい、届か

外部データセンタ

情報配信者
庁舎

J-Alert

情報受信者

同時配信

し、音声読み上げ文字表示で伝達。屋外にいても
スマートフォン・
タブレット型端末
（Android/iPhone対応）

IP通信網

双方向

（携帯電話網等）

性に不安がある⇒ひとつのシステムで多様な端
末に同時配信（到達確認付）で確実に情報を伝

遠隔配信端末

リモート
配信
屋外拡声器

管理画面イメージ

屋外
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住民のお手元まで情報を届けます。
②様々な伝達ツールで一斉配信したいが、同報

専用戸別受信機

庁舎外

ない（地形・悪天候・ビル内）⇒住民のスマー
トフォン、情報弱者向けには戸別受信機を活用

住民宅

即時集計
配信端末
（操作卓）

マルチ
デバイス

@InfoCanal とは

10時30分に
A市に大雨警
報が発令され
ました

達（多重化）。自動起動機との併用により公式ホ
ームページや緊急速報メールなどにも配信操作
を一元化できます。
③住民や職員のもとへ情報が届いたか、
読まれた
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スマートフォン
（アプリ）

【ロゴ】○○市アプリ
購読切替

○○市役所
2020/4/10

総務課

13:00

・若者から働き盛り世代に
・鳴動や音量を調整可※
・いざという時の情報収集に
役立つリンク集も常設
・住民の所有物を活用

戸別受信機
※緊急速報/エリアメールにも対応

が拡大しています。既設の防災行

・主に高齢者・情報弱者を想定
・物理ボタンのみのシンプルな操作性
・録音再生で聞き逃し防止
・工事要らずで持ち運びも可能

政無線や IP 告知システムとの併
用も含め @InfoCanal の効果的な
利用シーンとして、以下の例があ

※AndroidとiPhoneではアプリの
動作が一部異なります。

げられます。

新型コロナウイルス対策により
臨時休館します
○○市役所
2020/3/28

災害対策本部

13:00

災害発生情報
（レベル５）

○○市役所
2020/3/27

未読

○○地区

10:00

復旧活動ボランティアを
募集します

＜安心・安全分野＞

2020年9月6日 10時00分

○○市役所

災害対策本部

避難指示
（緊急）
発令

・住民向け防災情報配信：緊急時

こちらは○○市です。
市内全域に、
警戒レベル４避難
指示を午前10時に発令しました。
非常に強い台風が接近しています。
雨・風が強まってからの避難、
暗く
なってから外に出るのは危険です。
早めの安全対策をお願いします。

の J-ALERT 配信、災害・緊急情
屋外受信機

避難所マップはこちら
http://xxxxx.lg.jp/

確

図2

認

・来訪者や屋外作業者を想定
・屋外の鋼管柱に設置しスピーカーと接続
・ノイズの無い明瞭な音声でアナウンス

報配信、避難所状況確認、現地自
治体職員指示、平時の地域情報

※ご利用における注意事項
戸別受信機および屋外受信機はNTTドコモまたはau/KDDIの携帯電波を利用しております。
ご利用エリアによって受信状況が異なりますので事前の確認が必要です。

配信、要支援者見守り、防災訓

住民に最適な受信手段の選択肢を用意

練、住民アンケート

かわからず、状況が知りたい⇒先進の技術で到達・既読状

・自治体職員や企業の社員向け安否確認、参集指示およ

況を即時集計、アンケート機能で安否や参集状況も見や

び避難所の開設状況、ライフライン情報や避難者情報

すいグラフで迅速にリソース把握や初動対応が可能に。

の収集、家族への状況通知

④グループ・エリア固定ではなく、刻々と変わる条件下
で柔軟に配信したい⇒地図上で任意エリア指定や、受信
状況や回答内容、位置に応じたピンポイントかつ柔軟な
配信を実現。

・消防団員に対する火災情報の配信と参集確認、地図情
報の配信、救助活動など作業時の点呼
・登山者の安否確認やピンポイント気象情報、噴火予兆
などの情報配信・位置情報確認・SOS 発信

⑤防災用途以外にも活用して、システムの費用対効果を
高めたい⇒既存の IP 通信網を活用し、外部データセンタ

・高温や雷発生など屋外作業中の注意情報・不審者情報
の発信、クマ・イノシシなど有害鳥獣の注意喚起

の基盤上にスピード構築、しかも低コストで、地域のあ

＜教育・イベント分野＞

らゆる情報発信に幅広く利用できます。

・学校運営支援：保護者に対する連絡網がわり、学生へ

安心・安全／教育・イベントなど、
幅広いシーンでの利用が拡大

の連絡・アンケート、学生および教職員に対する安否
確認および家族への状況通知、修学旅行中の生徒の位
置確認や安否確認

頻発する大規模災害から住民を守ることを狙いに、自

・大規模イベント運営：マラソン大会などの大規模なイ

治体における防災行政無線や防災情報伝達システムの導

ベントにおける広範囲な会場の状況把握、ボランティ

入／更改が加速。なかでも、@InfoCanal は既設のイン

アの募集、多数のスタッフへの周知・状況把握・指示

フラ設備の利用による工事不要かつクラウドシステムに
よる迅速かつ安価に導入できる点が高く評価され、導入

※＠ InfoCanal の名称及びロゴは NTT アドバンステクノロジ株式会社
の登録商標です。

NTT アドバンステクノロジ
Value Co-creation 事業本部

まちづくりビジネスユニット担当

防災システム提案は製品の提案ではなく、運用も見据えて
業務自体もコンサルティングすることが重要だと考えてい
ます。NTT-AT では特に自治体の防災情報伝達における豊
富な経験を有しておりますので、自治体防災でお困りの際
にはぜひお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ先

NTT アドバンステクノロジ株式会社 @InfoCanal 担当
URL：https://www.ntt-at.co.jp/product/atinfocanal/
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