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サービス概要
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CityWatchコンテンツ一例

ロゴ 地域名

＋ソナエコンテンツ

気象警報

噴火警報

生活情報

地震情報

津波警報

お知らせ

天気情報
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時系列に合わせた行動示唆「＋ソナエコンテンツ」の表示

■災害発生前から災害後の経過時間に合わせて、適切な行動示唆

コンテンツが表示されます。

あらかじめ時系列や災害情報等に合わせて、コンテンツを分類

しておき、その時々に合うものを選択する仕組みです。

コンテンツ放送領域
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「＋ソナエコンテンツ」のカスタマイズ表示

■「＋ソナエコンテンツ」は通常時には500以上の行動示唆コンテンツがランダムで表示され、注意報や

警報が発令された際には対応したコンテンツが自動表示されます。このコンテンツ表示を通常時から

カスタマイズすることが可能です。例えば、2回に1回の割合で、集合住宅や避難所に関わるコンテンツ

を表示するなど。また、ユーザー側で用意したコンテンツを全画面表示することも可能です（追加料金）。

コンテンツ放送領域 コンテンツ例：集合住宅

コンテンツ例：避難所 コンテンツ例：全画面表示
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背景色切り替え機能

■地震情報・津波警報・気象警報・噴火警報のいずれかで、表示が黄色または赤色の条件となった場合、

全体の背景色も対応した色に変更する機能です。

■地震情報・津波警報・気象警報による背景色の変更から、24時間以内に情報の更新がなかった場合、

「発表なし」と表示し青色に戻ります。

■危険度は赤色＞黄色＞青色の順になります。

平時 の際のコンテンツ

警戒時 の際のコンテンツ 緊急時 の際のコンテンツ
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身近な生活に関わる情報の配信

■花粉情報・熱中症情報・傘指数といった生活に密接する情報も表示することで、災害情報を普段から

確認しておくべき身近な情報として認知してもらうことができます。

春 夏 通期

花粉情報 熱中症情報 傘指数

・生活情報は季節ごとに切り替え

・種類は右表の通り
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■ 緊急地震速報プッシュ通知 ■ 気象警報プッシュ通知

■ 津波警報プッシュ通知 ■ 噴火速報プッシュ通知

各種災害情報の速報受信時に通知画面が表示されます。

CityWatchプッシュ通知一例



■英語版City Watchを使って２分毎に日本語版と切り替えることが可能です。

「+ソナエコンテンツ」は英語版の用意があるもののみランダムで表示します（193コンテンツ）。

※日本語版のコンテンツすべての翻訳が出そろえば、日本語版同様の表示が可能になります。

■アラート配信部分は多言語対応が可能です。
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英語化対応

韓国語 中国語(簡体字) 中国語(繫体字)
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・地震情報・気象警報・津波警報・噴火警報のいずれかで、表示が黄色または赤色の条件となった場合、

背景色も対応した色に変更します（変更条件は下表参照）。

・複数条件に合致する場合、青＜黄＜赤の順で一番優先度の高い色に変更します。

・背景色の変更から24時間以内に更新がなかった場合は青に戻ります。

青 黄 赤

地震情報 発表なし or 震度３ 震度４・５弱・５強 震度６弱・６強・７

気象警報 発表なし 気象注意報 気象警報・特別警報

津波警報 発表なし 津波注意報 津波警報・大津波警報

噴火警報 発表なし 警戒レベル２・３ 警戒レベル４・５

傘指数 発表なし 発表あり ー

熱中症 注意 警戒・厳重警戒 危険

・プッシュ通知の条件に合致した情報が発表された場合、全画面で表示します（変更条件は下表参照）。

通知条件

緊急地震速報プッシュ通知 設置地点への到達震度が４以上の緊急地震速報が発表された場合

気象警報プッシュ通知 設置地点を対象地域に含む気象警報・注意報が発表された場合

津波警報プッシュ通知 津波注意報・警報、大津波警報が発表された場合

噴火速報プッシュ通知 噴火速報が発表された場合

表示ルール
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表示コンテンツ一覧
情報種 概要 発表区分 情報元

プ
ッ
シ
ュ
通
知

緊急地震速報Push通知 地震が到達する前に予想される地震情報を通知
(最大震度・到達震度・到達時刻・震源地名)

市区町村単位 気象庁

気象警報Push通知

気象警報の発令を通知 気象庁の定める気象警報用区分 ※基本的に
は市区町村単位
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/kno
w/saibun/

気象庁

津波予報Push通知
津波警報の発表を通知 気象庁の定める津波予報区分 ※一次区分

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/
data/joho/t-yohokuinfo.html

気象庁

噴火速報Push通知
噴火速報の発表を通知 火山単位 例：火山名 ○○山 噴火速報＜

○○山で噴火が発生＞
気象庁

基
本
コ
ン
テ
ン
ツ

今日・明日の天気予報 ５時、１１時、１７時に更新 約140地域(都道府県を分割) 民間気象予報会社

＋ソナエコンテンツ 電通
アールシーソリューション

地震情報(直近１件)
発生した地震の情報
(震央地・発生日時・最大震度・震源深さ・マグニチュード)

気象庁の定める地震情報用区分
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/
data/joho/shindo-name.html

気象庁

気象特別警報・気象警報・注
意報

現在発表中の警報情報
(対象地域・警報レベル)

気象庁の定める気象警報用区分 ※基本的に
は市区町村単位
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/kno
w/saibun/

気象庁

津波警戒情報
現在発表中の津波警戒情報
(対象地域・警報レベル)

気象庁の定める津波予報区分 ※一次区分
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/
data/joho/t-yohokuinfo.html

気象庁

噴火警報 現在発表中の噴火警報情報
(警戒レベル)

火山単位 気象庁

生
活
情
報

傘指数
いつ傘が必要となるのかの情報 １日１回更新 市区町村単位 民間気象予報会社

熱中症情報
１日の熱中症のかかりやすさを24時間先まで予想
1日4回更新(6時・11時・18時・23時)

市区町村単位 民間気象予報会社

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/t-yohokuinfo.html
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/shindo-name.html
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/t-yohokuinfo.html
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＜目的＞
都道府県単位で感染確認数を表示し、
感染症関連のコンテンツを掲示することで、
新型コロナウイルスに対する市民の危機意
識をさらに高め、「３密」の回避や手洗い
の徹底など感染予防行動を訴求します。

＜表示内容の定義＞
都道府県単位で新たに感染や死亡が確認された人数と累計感染確認数を表示します。

＜背景色切り替えの定義＞
基本色は黄色。前回集計時から累計感染確認数が増加していた場合、赤色になります。

City Watch 新型コロナウイルス情報表示



11

＜情報出典＞
『COVID-19 Japan』
(https://www.stopcovid19.jp/)
内にある「新型コロナウイルス感染症について - 厚
生労働省」のJSONデータ（集約版）を使用。

City Watch 新型コロナウイルス情報表示

＜ソナエコンテンツの表示＞
発生している災害情報に合わせて自動的に選択
されるコンテンツと感染症関連のコンテンツが交互
に表示されます。

感染症関連コンテンツ 災害情報関連コンテンツ
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サービスを実現する
技術要件
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各種災害情報と共に、平時は防災・減災の啓発情報を広告連動で、緊急時には災害対応・被災者支援情報を、24
時間世界中に配信できる情報配信センターを整備。災害アラート情報に紐づいて、地方自治体や官庁の配信情報を始
め、民間企業・団体の発信情報を連動させた情報配信が可能です。平時には広告の連動配信も可能になります。

『災害情報配信センター（ストリートメディア社)』
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地震、津波、風水害、火山、非常事態（国民安全情報）等の様々な災害・緊急速報の情報をいち早く取得して、そ
れぞれのメディアに合わせた情報形態に加工して配信する災害情報受信・送信プラットフォーム『防災クラウド（RCSC）』
により、防災・災害情報の独自APIを通じて提供し、独自クラウドSDKを通じたアクセス体制を整備。メディアに応じたカス
タマイズとアプリ作成が可能にします。

災害情報受信・送信プラットフォーム『防災クラウド（RCソリューション）』
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収集した情報を整理・蓄積

WEB APIを通じて配信

CityWatchサーバ

PUSH通知

情報を
PULL

災害情報受信・送信プラットフォーム『防災クラウド（RCソリューション）』

ライフビジネスウェザー
（民間気象会社）

気象業務支援センター
（気象庁の下部組織）

プッシュ通知の元となる情報
・緊急地震速報
・気象警報・注意報/気象特別警報
etc

・天気予報
・生活情報(傘指数)

WEB API
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いざという時の具体的な手法や手順を簡単に引き出せる、電通オリジナルアルゴリズム。
これまで蓄積された世界中の防災知見をもとに、防災から日々の暮らしの「いざという時」までを類型化したもの。いつ、ど
こで、どんな状況かなどを入力すると、約400の知見の中から適切なコンテンツを対象者別・テーマ別で抽出可能です。

電通オリジナルコンテンツ 災害アラートを起点にした行動示唆「＋ソナエ・アルゴリズム」
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導入実績
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【コンテンツ連動した動画配信】
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資源エネルギー庁の実証実験として2019年10月~2020年1月まで試験展開
≪展開先≫ 商業施設 名古屋栄地下街セントラルパーク（中部）

イオンモール岡山ビジョン（中国）
交通機関 東京モノレール羽田空港各駅（関東）

博多駅前どんたくビジョン（九州）
公共施設 八戸ポータルミュージアム はっち（東北）

大通公園ルトロワビル（北海道）
九州電力街頭ビジョン（九州)

居住区 柏の葉キャンバススマートシティサイネージ(関東)
京都新聞販売所(関西)
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九州電力街頭ビジョン 博多駅前どんたくビジョン 柏の葉キャンバススマートシティ
サイネージ

名古屋セントラルパーク
インフォメーション

名古屋セントラルパーク
交通機関入口

青森県八戸市
「はっち」
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インドネシアのメダン市にあるクアラナム国際空港にて
空港内デジタルサイネージで「City Watch」テスト配信を開始

2018年10月18日～26日の間、メダン市にあるクアラナム国際空港にて「City Watch」のテスト
配信を実施しました。この取組みは、インドネシアのANGKASA PURA II（空港管理会社）、
BMKG（インドネシア政府メダン市気象気候地球物理庁)、Moratelindo（インドネシア通信会
社）との連携により実現しました。

この取組みを起点に、関係省庁や地方政府とも積極的に連携してインドネシアにおける防災力
向上に寄与していくべく取組んでいきます。
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メディア露出
展開実績
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日経新聞(2018.09.25本紙朝刊9面 )
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ジチタイワークス（2019年3月特別版）
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ジチタイワークス（2019年3月特別版）
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