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　2004年12月に発生したインド洋大津波災害は，住民に避難を呼びかける警報も発令できないま
ま12カ国で約23万人が犠牲になる甚大な被害をもたらした。この災害の反省から，アジア各国で

「早期警報システム」を軸にした「社会の防災力向上」のための国際協力が進められてきた。
　インド洋大津波災害から8年，国際協力の成果を確認するため，インドネシア，タイ，そして
アジア太平洋地域の放送局間の国際協力を推進しているABU（アジア太平洋放送連合）のマレー
シアにある本部を訪れ，現地調査を行った。インドネシアでは，国レベルの防災体制が整備され，
2011年10月には，インド洋沿岸諸国に「津波警報」を発令する早期警戒システムの運用が始まっ
た。しかし，2012年4月に，インド洋津波警報が初めて発令された時，警報がスムーズに住民に
伝達されず，いくつもの問題点が浮き彫りになった。タイでも，2005年に「国家災害警報センター」
が設立されるなど，防災体制の整備が行われてきたが，それらは主に津波災害を想定したもので，
2011年のタイ大洪水災害では住民への防災情報が混乱し，政府の防災体制の不備が表面化した。
　早期警戒システムの一翼を担うことが期待される放送局に対しては，ABUやNHKを中心に継続
的に職員研修などが行われているが，ハード・ソフト両面から，まだ取り組むべき課題が多く残さ
れている。災害には地域性があり，防災システムも地域の文化に根差したものが求められる。各国
に適した防災力を向上させる方向で，継続的に国際協力を行っていくことが重要である。
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Ⅰ はじめに

本研究の目的と意義
2011年3月11日 の 東 日 本 大 震 災 で は，

NHKの映像が世界を駆け巡り，改めて日本

の災害報道が注目された。中でも，猛威をふ

るう津波の映像を生中継で捕らえた様子は，

衝 撃 を 持 っ て 受 け と め ら れ た。 し か し，

NHKの災害報道は，被害の様子をいち早く

伝えることのみを目的にしているのではな

い。災害による犠牲者を一人でも少なくし，

被害を最低限に食い止めることが，災害報道

の第一の目的であり，NHKはそのために日

ごろから災害報道体制を整備し，機材を準備

し，職員の教育を行っている。

こうした災害報道のノウハウを学ぼうと，

海外の放送局や政府の防災関係機関から

NHKへの視察が相次いでいる。とりわけ，

災害多発地帯アジアの国々では，政府の防災

体制づくりが進められており，災害時の放送

局の役割にも関心が高まっている。その目指

すべき災害報道の一つのモデルケースとして

NHKが参考にされている。幾多もの災害を

経験してきた日本は，防災分野の国際協力で

世界をリードしており，アジアの放送局の災

害報道の能力向上においても，NHKが長年

にわたって蓄積してきたノウハウや知見が生

かせるものと考える。

防災分野の国際協力の転機となったのは

2004年12月に発生したスマトラ沖地震とそ

れに伴うインド洋大津波（以下，インド洋大

津波災害）である。この災害が発生した時，

インド洋沿岸諸国の防災体制は未整備もしく

は不十分であり，住民に避難を呼びかける警

報も発令できないまま12カ国で約23万人が

犠牲になった（内閣府2006：278）。犠牲者に

クリスマス休暇中の外国人観光客が含まれて

いたこともあり世界的な関心を集め，前例を

見ない大規模な国際支援が行われた｡しかし，

災害時の国際支援というと，メディアの報道

が集中する緊急援助が中心であり，インド洋

大津波災害においても直後は莫大な援助が寄

せられたが，しばらくしてそのほとんどが引

き上げていった。

そうした中，日本は，インド洋大津波災害

直後の緊急援助，復旧・復興支援を経て，「社

会の防災力向上」のため，インドネシアやタ

イなどで国際協力を続けてきた｡ 将来同様の

災害が起きた時に被害を軽減できるよう長期

的な視点にたった支援である｡ 日本の防災専

門家らが，各国に防災体制を整備するところ

から始めた｡ NHKがアジアの国々の放送局

の職員の研修を受け入れたり，NHKの持つ

災害報道のノウハウを，機会をみつけて伝え

たりしてきたのも「社会の防災力向上」支援

の一環として位置づけられる。

同目的の国際協力に本格的に乗り出すのは

日本にとって初めてであり，これまでの研究

蓄積もほとんどない。また，NHKがインド

洋大津波災害の後始めた「災害・防災報道の

国際協力」も，日本政府の防災協力担当者か

ら相談を受け手探りで始めたもので，当初か

ら確立された方法論があるわけではない。

インド洋大津波災害から8年，アジアの防

災力はどこまで高まったのか，また防災体制

の一角を占める災害時の放送分野で日本はど

んな国際協力を行えるのかを探るため，2012

年2月，インド洋大津波災害で甚大な被害を

受けたインドネシア，タイ，そしてアジア太
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平洋地域の放送局間の国際協力を推進してい

るABU（アジア太平洋放送連合）のマレーシ

アにある本部を訪れ，現地調査を行った。

本稿では，まず，防災をめぐる国際協力の

これまでの動きを概観し，日本が目指す防災

分野の国際協力の方向性をまとめる。そのこ

とにより，本研究が扱う問題の背景を整理し

たい。続いて，インドネシア，タイ，ABU

の国際協力について現地調査の結果を報告

し，最後にアジアの放送局に対する災害報道

分野の能力向上支援のあり方，今後の可能性

について考察する。

本研究の範囲と調査の枠組み
災 害 は「 災 害 を 誘 因 す る 外 か ら の 力

（Hazard）」と「脆弱性（Vulnerability）」，そし

て「災害マネジメント能力（Capacity）」とい

う3つの要素の組み合わせで表わされる。

「Hazard」とは，地震や津波，台風など災害

のきっかけとなる自然の力の大きさで，社会

の脆弱な部分「Vulnerability」を襲う。そし

て被害を減らすには災害マネジメント能力

「Capacity」が求められる。方程式で表すと以

下のようになる。

Disaster＝Hazard×Vulnerability

　　　　　　　　Capacity 　　

（Ahmad,M.M. and Kumar, A.2007）

災害が起きた場合，どう被害を減らすのか。

外からの力（Hazard）は変えられないのなら

ば，災害マネジメント能力を向上させ，脆弱

性を減らすことが求められる。そのために，

インドネシア，タイにおいて，日本は，建築

物の耐震化の推進や防災教育，避難訓練の実

施などハードとソフトの両面で幅広い国際協

力を行っているが，本研究では，主に放送局

に役割が期待される「早期警戒システム」に

焦点を当てる。

インド洋大津波災害の教訓として，早期警

戒システムがなかったことで被害が拡大した

ことが指摘され，国際協力のもと，インド洋

沿岸諸国に津波警報を発令するシステムの整

備が進められた。早期警戒システムは，警報

を発令するための設備などハードだけでは機

能しない。国や行政による情報収集から警報

の発令，そして，その後の住民の避難行動に

至るまで，「公助」「共助」「自助」の総合的な

防災力が求められる。例えば，

・警報を出すための情報収集能力は十分か。

・収集されたデータの分析，判定の精度はど

うなのか。

・警報をどう住民に届けるのか。

・警報を受け取った住民は，適切な行動をと

れるのか，などが問われる。

こうした情報の流れの中で，地域住民に速

やかに警報を届けるために放送局が果たせる

役割は大きい。日本では，放送局は国の防災

システムの一部に組み込まれており，災害が

発生すると多くの市民はNHKの放送から最

新情報を得る。一方，アジアの国々では，防

災システムを基礎から作り上げる必要があ

り，放送局をそのシステムに位置づけようと

いう動きが出てきたのは比較的最近のことで

ある。

こうした認識を踏まえ，早期警戒の核にな

る災害情報の収集・分析，被災地への迅速な

伝達，情報の受け手側の的確な避難行動に至

るまで「End to End」の防災情報の流れを軸
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に，まず国の防災体制はどこまで整備された

のかを取材した。その上で，放送局にはどん

な役割が期待され，また，放送局は実際にそ

の役割を果たせる能力があるのかという視点

で放送局を訪問し聞き取りを行った。

現地調査は，2012年2月と5月に以下の日

程で行った。

・2012年2月14日～18日インドネシア政府

の防災機関と放送局を訪問調査

・2012年2月19日～21日マレーシアにある

ABU本部にて聞き取り

・2012年2月22日～28日タイ政府の防災機

関と放送局を訪問調査

・2012年5月30日～31日タイ政府の防災機

関と放送局追加調査

Ⅱ 日本の防災国際協力

防災分野での国際協力は，2003年8月に

制定された日本の新「ODA大綱」の中に，国

際社会が直ちに取り組むべき重要な課題であ

ると位置づけられた。それまでの日本の

ODA（政府開発援助）では，個々の災害の発

生を受けた事後対策として被災地で限定的に

行うか，国際機関を通じた援助資金の拠出な

どが中心であった。

それに対して，2004年12月のインド洋大

津波災害の被災地を中心に実施されている国

際協力は，災害が起きる前に事前の予防とし

て防災対策をとっておくことを目的とした国

際協力である。次の災害に備えて，日本の防

災ノウハウをもとにした防災体制づくりが進

められている。

ここで，本研究の前提となる日本が防災分

野での国際協力を行う意義および，日本の防

災協力の特徴についてまとめる。

Ⅱ－１ 防災国際協力の必要性

インド洋大津波災害以前，途上国の多くは，

災害が起きた後の救援，復旧，復興対策など

事後対応に重点を置き，事前に災害に備える

という意識が希薄であった。インド洋大津波

災害の大きな教訓の一つが，事前対策をとら

なければ，被害を減らすことができないとい

うことである。こうした防災・減災を中心に

した事前対策は途上国が独自にできるもので

はなく，国際協力が求められる分野である。

1975年以降の自然災害の発生件数をみる

と，全体として増加傾向をたどってきている

（図1）｡ この災害発生数を減らし，また被害

を減らすことが国際協力の目的である。

1975年から2011年までの37年間の災害発

生件数は1万473件で，1年に平均283件の

災害に見舞われている。1975年1年間に発

生した災害は100件に満たなかったのが，

図1　世界の自然災害発生件数（5年ごと）

ルーベン・カトリック大学災害疫学研究所
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2011年は196件の災害が起きている。

自然災害の発生件数が増加している理由と

して，気候変動や森林伐採など環境の悪化，

生態系の不均衡，人口の増加と集中，無秩序

な都市化などがあげられている。どれか一つ

の原因によるものではなく，こうした様々な

要因が相互に絡み合い，自然環境，人間の住

環境が変化する中で，災害を引き起こしてい

るといえる（アジア防災センター 2007：1）。

ただし，この5年間だけを見ると，災害発

生件数はやや減少している。国際協力による

途上国の防災・減災対策の効果が表れている

結果なのか，あるいは減少は一時的な傾向で，

再び増加する方向にあるのかは今の段階では

判断がつかない。また，東日本大震災のよう

に，低頻度の地震でも大きな被害をもたらす

ケースも多く，発生件数の減少が，そのまま

災害被害が減少したことにはつながらない。

いずれにしても，災害の発生件数の増加に

伴い，災害によって被害を受ける被災者の数

も増加している（図2）。1975年から2011年

の被災者の合計は実に60億6960万人に上

る。UNDP（2004）では，「世界の人口の約

75%の人が1980年から2000年の間に少なく

とも一度は地震，台風，洪水または干ばつに

見舞われた地域に居住している」にもかかわ

らず，「このように広汎な自然災害リスクが

人間開発に及ぼす影響は現在ようやく認識さ

れ始めたばかりである」（2004：2）と指摘し

ている。

とりわけアジアは，災害が多発し，災害に

対する脆弱性が高い｡ 1975-2011年のデータ

を見ると（図2），他地域に比較し，アジアが

突出して災害の被害を多く受けているのがわ

かる。この期間に起きた1万473件の災害の

うち4041件（38.6％）がアジアで起きている。

次に多いのが南北アメリカで2496件，そし

てアフリカの2057件，ヨーロッパの1390件，

オセアニアの489件である。死者数を地域ご

とに比較すると，合計285万7424人のうち

152万1599人・53.3％がアジアの人々である。

被災者60億6959万人のうち54億人余り，実

に89％をアジアに暮らす人々が占めている｡

図2　地域別災害発生比較（1975-2011）
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発生件数 犠牲者 被災者 被害額

■アフリカ　■南北アメリカ　■アジア　■ヨーロッパ　■オセアニア

地域 発生件数 犠牲者 被災者 被害額 （100万USドル）

アフリカ 2,057 （19.6％） 728,621 （25.5％） 393,800,705 （6.5％） 27,308 （1.2％）

南北アメリカ 2,496 （23.8％） 418,484 （14.6％） 210,406,943 （3.5％） 757,763 （33.9％）

アジア 4,041 （38.6％） 1,521,599 （53.3％） 5,402,771,764 （89.0％） 1,086,756 （48.7％）

ヨーロッパ 1,390 （13.3％） 182,721 （6.4％） 42,065,797 （0.7％） 306,022 （13.7％）

オセアニア 489 （4.7％） 5,999 （0.2％） 20,552,254 （0.3％） 55,801 （2.5％）

合計 10,473 （100.0％） 2,857,424（100.0％） 6,069,597,463（100.0％） 2,233,650（100.0％）

アジア防災センター（ADRC 2012）
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図3は，1975-2006年に，アジアで発生し

た災害を種類別に分けたものである。その間

にアジアで発生した災害は3290件，そのう

ち1107件（34％）が洪水，896件（27％）が暴

風である。この2つで61%に上っている。し

かし，他にも地震403件（12%），疫病240件

（7%），地滑り239件（7%）など，アジア地域

では，幅広い種類の災害被害が発生している。

同じく災害に対して脆弱なアフリカで一番多

い災害は疫病，次いで干ばつと洪水である。

このように，災害は地域によって特性があり，

アジア地域は，洪水や暴風といった気象災害，

地震や津波といった地球物理学的災害の両面

の被害を受け，災害の数の多さだけでなく，

災害の種類の多様性も特徴といえる。

アジアに位置する日本も，他のアジア諸国

と類似の災害を経験しており，アジアの災害

被害を減らすためにも，日本が蓄積してきた

防災ノウハウをアジアにおいていかせる余地

は大きいと想定できる｡ また，日本の公共放

送NHKがこれまでの災害報道経験に基づい

て，その知見やノウハウを提供することも理

にかなっていると考える。

Ⅱ－２ 防災分野の国際協力の経緯

防災分野の国際協力は，ここ20年余りに

わたって日本が世界をリードしてきた分野

で，日本の防災システムがすでに多くの国の

モデルになっている｡ これまでの経緯を振り

返り，日本の国際協力の方向性を見てみる。

防災対策のために国際機関が取り組み始め

た歴史はまだ浅い。そもそも冷戦時代は，災

害時の緊急支援ですら人道的動機ではなく，

戦略的に使われることが多く，国際的に協調

して災害対策に取り組もうという機運も高ま

らなかった。そうした中で，災害による犠牲

者を減らすことを目的に国際協調行動をとろ

うという最初の動きは1990年に始まった「国

際防災の10年」である。日本が中心になって

国連に働きかけて実現したもので，以降，防

災分野での国際協力の理念づくりや，方向性，

アプローチの模索が行われた。

1994年には，世界で初めての「国連防災世

界会議」が横浜市で開催された。この会議で

は，その後の世界の災害対策の指針となる「横

浜戦略とその行動計画」（以下，横浜戦略）を

採択した。横浜戦略の意義は，防災を「持続

可能な開発」と結びつけ，事後対策ではなく

「予防」の必要性を訴えたことにあり，その

ために各国の防災体制の確立と，地球規模の

防災協力体制の確立に向けた取り組みを求め

たことにある（内閣府2006）。

日本では，阪神淡路大震災の経験から得た

教訓を広く各国に伝えることが防災分野にお

ける重要な国際貢献の一つと認識された。こ

うした背景のもと，アジア地域の国際防災協

力の推進を目的に，1998年7月，兵庫県神

戸市にアジア防災センターが創設された。ア

図3　アジアの災害の種類

CRED（2008），ルーベン・カトリック大学災害疫学研究所のデータをもとに筆者作成
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ジア防災センターには現在29カ国がメン

バー国として加盟し，他の国際機関などと連

携しながら，防災情報の共有，防災を担う人

材の育成，コミュニティの防災力の向上に取

り組んでいる。

しかし，「国連防災の10年」によって防災

に対する認識は世界で広まったものの，各国

レベルでは予算がないなどの理由で防災対策

を実行する国は少なかった。また，防災は国

際協力としてまだ新しい分野で，途上国に対

する国際協力の案件としても優先順位は決し

て高くはなかった。

そうした中，大きな転機となったのが，第

二回国連防災世界会議である。会議は，阪神

淡路大震災から10年，2005年1月18日から

22日にかけて，兵庫県神戸市で開かれた。

会議は2003年の国連総会で開催が決まっ

たものだが，会議日程が折しもインド洋大津

波災害の直後だったということで，世界中で

防災への関心が高まっている中での開催と

なった。そのため国連加盟国のうち168カ国，

78の国際機関，NGO168団体などが参加し，

1994年の横浜戦略の点検作業を踏まえて，

防災のための新たな国際的な指針づくりを

テーマに活発な議論が行われた。

その成果として採択されたのが「兵庫行動

枠組2005-2015」である。兵庫行動枠組では，

世界共通の防災目標として，「世界の災害被

害の大幅な削減に向け，持続可能な開発の取

り組みに減災の観点を取り入れること等を掲

げ」（内閣府2006），3つの戦略目標と5つの

優先行動をあげている。

兵庫行動枠組戦略目標

・災害が持続可能な開発の大きな障害になっ

ているとの共通認識のもと，開発のあらゆ

る政策に防災の視点を組み入れる。

・すべてのレベル，特にコミュニティレベル

の防災意識の強化が強調され，一人ひとり

が，地域が直面する災害リスクを把握し，

災害への備え，災害時の行動を身につける。

・緊急対応や復旧・復興段階においてリスク

軽減の手法を体系的に取り入れる。

 

兵庫行動枠組優先行動

・防災を国，地方の優先課題に位置づけ，実

行のための制度基盤を確保する。

・災害リスクを特定，評価，観測し，早期警

報を向上する。

・すべてのレベルで防災文化を構築するため，

知識，技術，教育を活用する。

・潜在的なリスク要因を軽減する。

・効果的な応急対応のための事前準備を強化

する。

会議に参加し，兵庫行動枠組の策定に関

わった日本政府の関係者によると，兵庫行動

枠組のベースとなっているのは，日本の災害

対策基本法の考え方であり，「行動枠組」の

名の通り各国レベルで防災対策をとるよう行

動を呼びかける内容を目指したという。これ

まで理念が先行してきた国際防災協力である

が，兵庫行動枠組のような国際的な合意が達

成できた背景には，インド洋大津波災害の甚

大な被害を目の当たりにし，実際に行動を起

こそうという機運が一気に高まったことが大

きいであろう。
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Ⅱ－３ 日本の防災体制と放送局の役割

日本が国際協力を通して提供しようとして

いる日本の防災体制の特徴を概観する。日本

でも，1950年代までは，毎年のように災害

で1000人を超える犠牲者を出していた。日

本の防災対策の大きなターニングポイントと

なったのが，1959年（昭和34年）9月の「伊

勢湾台風」である。5098人の犠牲者を出した

この災害を受けて，日本の防災システムの構

築が始まった。

Ⅱ−3−1. 日本の防災体制
1961年に災害対策基本法が制定された。こ

れにより，内閣総理大臣を中心とし，すべて

の国務大臣，電電公社（当時）やNHKなど主

要な公共機関，および学識経験者で構成され

る中央防災会議が設置された。中央防災会議

は，世界最初の「防災のための国内プラット

フォーム」である。これにより災害時の情報の

流れが整理され，防災基本計画が策定された。

また，防災白書の発行が始まった。防災白

書は，災害のあるなしに関わらず，毎年，防

災対策に予算を付けるために国会に報告する

目的で，世界で初めて作られたものである。

災害予防への投資として，洪水管理や国土保

全事業，気象観測（富士山測候所や気象観測

衛星）などの対策が進められた。さらに，防

災意識の啓発活動のため，9月1日を防災の

日に制定したのは1960年のことであり，前

年の伊勢湾台風を受けてのことである。こう

した取り組みにより，台風や洪水による犠牲

者が激減した。

その後も，新たな災害で犠牲が出ると，そ

こから教訓を引き出し，さらなる対策を進め

ている。とくに，死者・行方不明者6436人

を出した1995年1月17日の「阪神淡路大震

災」など，災害により犠牲を出すと，そこか

ら教訓を引き出し，改善策を考え実行してき

た。現在の日本の防災に関する組織の主な特

徴を改めて整理すると，

・全体の災害対策の総合性を確保するために，

中央防災会議（会長：内閣総理大臣）が置か

れている。また，内閣府に特命担当大臣と

して防災担当大臣が置かれ，防災に関する

基本的な政策の企画立案・総合調整や大規

模な災害が発生したときの情報収集など緊

急対応を中心になって行う。

・都道府県，市町村レベルにおいては，地方

の行政機関や公共団体，警察・消防機関な

どから都道府県，市町村の防災会議が設け

られ，地域防災計画等に基づき，各種の防

災対策が実施されている。

・NHKをはじめ，高速道路株式会社や鉄道

会社，電力会社，電話会社など63機関が指

定公共機関に指定され，災害対策に関わる

責務が課されている。

また，政府の防災体制の他，日本の防災対

策は，国レベルから個人レベルまで総合的に，

しかも連携して取り組むことを推進してい

る。防災活動を担う主体を「公助」「共助」「自

助」にわける考え方が浸透している。　　

・「公助」は，国や地方自治体など，行政によ

る対応。

・「共助」は，地域コミュニティや宗教組織な

ど，「公」と「自」の間。行政のような公的

なものではない。

・「自助」は，個人や家族など，一人ひとりが
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自分や家族の身を守る対応をとること。

このような組織作り及び防災対策が進めら

れた結果，災害時に人的被害，損失は，比較

的低く抑えられており，日本の防災対策の有

効性が示されているという（アジア防災セン

ター2007：87）。

Ⅱ−3−2. 災害時のNHKの役割
NHKは，災害対策基本法および東海地震

対策のため1978年に施行された大規模地震

対策特別措置法で「指定公共機関」に指定さ

れている｡ 指定公共機関は「その業務に関わ

る防災に関する計画を作成し，実施し，その

業務について都道府県，市町村に協力する義

務を持つ」と規定され，国や都道府県の防災

会議の委員や専門委員に就任する。なお民放

についてはNHKのような全国組織ではない

ため，各県レベルで指定する公共機関となっ

ている。

また放送法でも「放送事業者は，国内放送

を行うに当たり，暴風・豪雨・洪水・地震・

大規模な火事その他による災害が発生し，又

は発生するおそれがある場合には，その発生

を予防し，又はその被害を軽減するために役

立つ放送をするようにしなければならない」

と規定されている。

こうした法規定に合わせて，NHKでは「日

本放送協会防災業務計画」を策定し，災害時

の放送対策などを定めるとともに，施設・設

備，機材の整備を進め，防災報道に対する職

員の能力向上のための訓練を行っている｡ ま

た，災害時の被害を減らすために，日ごろか

ら市民の防災意識を高める啓発番組の放送を

行うよう努めている。

NHKが，災害報道ノウハウを海外の放送

局に紹介する際に伝えている主な内容は，以

下のような点である。

・災害後の被害実態を伝える｢被害情報｣より，

被害の予防を目指す「防災情報」を重視す

る。そのため，気象庁など気象観測を行う

関係機関との連携を図り，地震発生や気象

警報発令時，迅速に速報を行える態勢を整

備する｡

・ヘリコプターやロボットカメラ，衛星中継

車など速報のための様々な機材を配備し，

災害報道の充実を図る。

・非常時を想定した訓練を繰り返し，職員の

対応能力と災害報道に対する意識の向上に

努める｡

・報道局に災害・気象センターを設け，災害

対策業務の窓口を一元化している。

・被災者の安否を伝える｢安否情報｣の提供や，

電気，ガス，水道といったライフラインや，

道路，鉄道，病院などの「生活情報」も災害

報道の大きな柱の一つに位置付けられてい

る。

・大規模な地震の警戒宣言や，緊急地震速報，

津波警報などが出された場合「緊急警報放

送」を行う。緊急警報放送は，特別な受信

機がセットされたテレビ・ラジオを持って

いれば，災害時に放送局から送られる開始

信号によってピロピロという音がなり，自

動的にスイッチが入り，放送を見たり，聞

いたりできる仕組みで，NHKでは1985年

から運用を始めている。
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Ⅲ 事例研究（1）インドネシアの
防災体制と放送局の役割

最初の事例研究としてインドネシアで

2011年10月に運用が始まった津波警報シス

テムに焦点を当てる。

2004年12月26日にインドネシア，スマトラ

島アチェ州沖で発生したマグニチュード9.1の

巨大地震とそれに伴うインド洋大津波により，

インドネシアで約17万人，スリランカで約3万

5000人，インドで 約1万8000人，タイで 約

8000人など，12カ国で23万人近くが犠牲になっ

た（図4）。一つの津波被害としては過去最大で

ある。これほどまでに被害が拡大した背景には，

アジア各国で津波警報を発令し，住民に避難を

呼びかける体制がなかったことが指摘された｡

震源から遠く離れたタイ，スリランカ，イ

ンドなどで，地震発生から数時間たっていた

にもかかわらず，多くの人が無防備なまま，

津波に呑み込まれた。

国連のアナン前事務総長は，国連の報告書

の中で次のように述べた。

「2004年12月26日にインド洋沿岸を津波

が襲ったとき，もし早期警戒システムがあっ

たならば，数千という命を救うことができた

であろう。あの大災害は，減災のために早期

警戒システムが果たせる役割を，各国政府や

多くの国際機関に知らしめる目覚ましコール

となった」（UN 2006:i）。

　　　　　　　　　

こうした反省から，2005年1月6日ジャカ

ルタで開かれたASEAN（東南アジア諸国連

合）緊急首脳会議で，日本は，インド洋及び

東南アジア地域に「津波早期警報システム」

を構築するよう提案した。また，UNESCO（国

連教育科学文化機関）政府間海洋委員会も，

太平洋津波警報システムにあるような警報態

勢をインド洋にも適用できるのではと提案を

行った。そして，2005年1月19日に神戸で

行われた国連防災世界会議の特別セッション

で，参加168カ国が共同声明を採択し，イン

ド洋津波警報システムへの取り組みが本格的

に始まった。

この動きに対して，日本も人材育成，技術

支援や国連による国際調整活動に対する資金

拠出（400万ドル）を行ってきた。

その国際協力の成果として，インドネシア

気象庁の中に津波警報センターが設置され，

2011年10月，インド洋沿岸24カ国に津波警

報を発令する制度の運用が始まった。震源近

くのインドネシア国内には5分以内，遠地津

波が予想される周辺国には10分以内に警報

が発令される仕組みが完成したのである。

津波に対する早期警戒システムには，①災

害リスクの把握，②監視およびデータ分析，

③警報の伝達，④住民の適切な避難行動の4

つのレベルでの能力向上が問われる。この中

で，津波警報の発令ができるということは第2

図4　インド洋大津波被害国
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（数字は死者・行方不明者数）内閣府（2006）のデータをもとに筆者作成
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段階まで完成したことになり，今後，警報を

確実に住民に伝えるとともに，住民が適切に

避難行動をとれるかどうかが問われてくる。

筆者は2012年2月インドネシアを訪れて，

インドネシア気象気候地球物理庁（以下，

BMKGと記述）を含む，同国政府の防災機関

の関係者に聞き取りを行い，公共放送局で災

害報道に対する備えと意識を聞いた｡ 8年前，

津波に対して無防備のまま，甚大な被害を出

したインドネシアの防災力はどこまで高まっ

たのか，現地調査をもとに報告し，インドネ

シアにおける防災・減災分野の国際協力のあ

り方を考察する。

本章の構成は以下の通りである。まず，イ

ンドネシアに設置された津波警報システムの

概要と放送局の位置づけを概観する。そして，

2012年4月11日にインドネシアのスマトラ

島アチェ州沖でマグニチュード8.6の地震が

実際に発生し，初めてインド洋沿岸に津波警

報が発令された時の対応を紹介する。また，

インドネシアでは，テレビよりもラジオが防

災報道に積極的であり，とくに公共ラジオ

RRIを中心に災害報道にどう臨もうとしてい

るのか報告する。それらを踏まえて，インド

ネシアの防災力の現状をまとめる。

Ⅲ－１ インドネシアの防災体制

2004年12月に発生したインド洋大津波災

害発生後，40カ国以上の諸機関，組織が70

億ドル以上の緊急支援を申し出た（国際協力

機構2011）。日本も，直後から緊急医療援助

など様々な国際協力を行う一方で，中長期的

にインドネシアの防災体制づくりに取り組む

ことを表明した。2005年，日本とインドネ

シアは当時の小泉総理大臣とユドヨノ大統領

の間で2国間の防災協力の共同発表を行い，

日本が培ってきた防災技術やノウハウを生か

して，インドネシアの防災力向上支援を進め

ることとなった。

インド洋大津波が発生した時，インドネシ

アには防災を専門に扱う政府の常設機関がな

かったため，政府の防災体制の要として，

2008年，「国家防災庁」を設置した。国家防

災庁は，大統領直属の機関として災害時の緊

急対応から平時の防災対策まで，省庁の壁を

越えて当たるための機関である。その管理運

営委員会は，10の政府機関（内務省，社会省，

公共事業省，警察，国軍など）の職員と9人

の専門家から構成される（アジア防災セン

ターのサイト参照）。防災体制の大きな枠組

みとしては，日本の内閣府の防災担当，中央

防災会議などがモデルになっている。

その他，防災に関する基本法である防災法

第24号の制定や国の防災計画が策定された。

本稿で注目する津波早期警報システムもそう

した政府の防災体制づくりの一環として位置

づけられる。

インド洋津波警報センター
2011年10月，インド洋津波警報システム

の運用が始まった。その中心的な機関が

BMKGであり，その建物の中に津波警報セ

ンターが設置された。インド洋大津波災害以

降，ユネスコが中心になって，国際協力で整

備されたものである。太平洋津波警報システ

ムは，各海域の情報がハワイにある太平洋津

波警報センターに集まる仕組みだが，インド

洋津波警報システムは，インドネシア，オー

ストラリア，インドの3つの国が並立的に情
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報を提供する方式をとった（福長2009）。そ

の中でもインドネシアは，自国の沿岸付近で

地震が発生する可能性が高く，速やかに警報

を発令できる必要性に迫られている。

BMKGで津波早期警報の責任者を務める

スハルジョノ氏の案内で内部を視察した。筆

者が訪問中にも地震があり，センター内でサ

イレンが鳴り，職員が一斉にモニターに見

入っていた。幸い規模の小さな地震であった

が，素早く対応できている様子を垣間見るこ

とができた。

警報センターは，日本，ドイツ，中国など

複数の国による国際協力で設置されたもの

で，津波監視体制も複数の仕組みが活用され

ている。モニター画面がたくさん並んでいる

が，機能ごとに大きく

3つに分けられる。1

つ目がデータ観測，2

つ目が分析，3つ目が

警報発令である。設備

自体は2008年に完成

し， 同 年10月 か ら，

地震が発生すると，そ

の情報をインドネシア

国内向けに発表してきた｡ そのシステムを応

用し，2011年10月からインド洋沿岸諸国に

津波警報を発令することとなった。　　　　

　　

図5は津波警報情報の流れを示したもので

ある。インドネシアには，160の地震計およ

び500の加速度計が設置され，地震の揺れを

検知すると，震源，深さ，マグニチュードを

割り出し，事前のシミュレーションによる

データベースで，津波の可能性の有無，津波

の到達予想時間と津波の高さを発表する。日

本の気象庁と同じ仕組みで，データの分析ノ

ウハウなどを指導するため，日本の専門家が

2010年から1年間BMKGで指導を行った。

津波情報の第一報として，地震発生から5

分以内にインドネシア国内向けに，ま

た10分以内にインド洋沿岸諸国に津

波警報を出すのを目標にしており，ス

ハルジョノ氏によると「その目標は達

成できていて，国内向けには3，4分

で警報は出せる」と話していた。

データベースを使った予測値に加

えて，海水位モニタリングシステム

（海に設置された22個のブイ）により，

津波の発生が確認された実測値を第

二報として発表する。各地の港には，

日本に留学経験のある
スハルジョノ氏

インドネシア津波警報センター

図5　津波情報の流れ

BMKGへの取材をもとに筆者作成

①地震計
　加速度計

津波シミュレーション
データベース

インドネシア
津波警報センター

テレコムセル
サイレン
携帯端末

インドサット 関連機関
国家防災庁
警察・国軍など

メディア
テレビ
ラジオなど

地方政府
サイレン

携帯端末など

海岸近くの住民

②ブイ ③検潮所
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80の潮位計が設置され，第三報として，津

波の到達が発表される。

2004年のインド洋大津波の後，暫定的な

支援措置として，日本の気象庁と米太平洋津

波警報センターがインド洋向けの津波警報を

提供していた。2011年に始まったインド洋

津波警報システムが順調に機能することが確

認されれば，日本の気象庁などの情報提供は

終了する予定である。

Ⅲ－２ 放送局の役割

インドネシアの地上テレビは，公共放送の

TVRI（Televisi Republik Indonesia）と商業

テレビ10局の計11局がある。

TVRIは全国に27の地方局があり，最大の

ネットワークを持つ放送局である。1962年

に国営テレビ局として放送を開始したが，

2003年に国が株式を保有する有限責任会社

になり，その後広告放送が認められる公共放

送になった。しかし，商業放送が圧倒的な視

聴シェアを占めており，TVRIの視聴率は極

めて低く，シェアは最下位である。災害報道

について，筆者が話を聞いたTVRIの職員に

よると，TVRIでは，津波警報が出た場合，

字幕スーパーなどで速報はするが，緊急番組

を立ち上げ防災情報を伝えることは想定して

いないとのことであった。

商業放送局で災害報道に強いとされるの

が，ニュース専門チャンネルMetro TVと，

TV Oneである。両局とも，ニュースが起き

ると現場からの中継を得意としている。しか

し，MetroTV東京支局長の大川誠一氏によ

ると，被害状況をリポートするのが主で，被

害を減らす防災・減災のために放送を出すと

いう意識は全く感じられないという。

一方，ラジオは，依然として地方では有力

なメディアであり，公共ラジオRRI（Radio 

Republik Indonesia）をはじめ，商業放送，地

方自治体，軍，大学などが放送を出しており，

AM，FM，短波合わせて1200局に上る。と

くに防災情報の提供という観点では，公共ラ

ジオのRRIが積極的に臨んでおり，詳細は，

のちほど報告する。

インド洋大津波が発生した2004年には，

放送局が防災情報を提供するという役割は，

法律では規定されていなかったが，2006年

に津波の早期警戒警報の放送についてインド

ネシア政府から規定が出された（政府通達

2006年第20号，情報通信及び政府通達第50

号）｡ また，2008年に施行された災害対策の

基本法の中で，防災放送について明示される

こととなった。ただし，日本の災害対策基本

法にあるNHKのように公共放送TVRIを指

定公共機関とするのではなく，商業放送も含

めた放送局全体に，警報など防災情報を速報

することを定めている｡

インド洋津波警報システムの運用開始を受

けて，BMKGと放送局が専用回線で直接結

ばれることとなった。各放送局には，BMKG

の情報をそのままテレビで速報できるWRS

公共テレビTVRI
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（Warning Receiving System）と呼ばれる装置

が設置された。

放送局が，警報を速報する役割が明記され

たことに合わせて国家防災庁やBMKGが作成

した「インドネシアの放送局のための津波早期

警戒ガイド（Panduan　Informasi：Peringatan 

dini tsunami Bagi Lembaga Penyiaran di 

Indonesia）」と題したマニュアルが放送局に配

布された。

マグニチュード5以上の地震が起きるとテ

レビ画面に速報される。字幕で警戒を呼びか

ける文言や，ラジオ放送でのコメント案など

が紹介されている（図6）。

津波警報システムが機能するためには，以

下の4つの重要な要素が必要だといわれてい

る（UN-ISDR：国連防災戦略2005）｡

①災害リスクの認識：当該地域における災害

の危険を把握し，防災，減災のための計画

立案や早期警戒システムの構築を行う

②監視および予測：継続的に監視しデータを

分析することで，被害が起きる可能性を事

前に予測する

③情報伝達：災害を受ける可能性のある地域

の住民に確実に警報を届ける

④適切な対応：警報を受けて，政府が適切に

対応し，住民が素早く避難行動を起こす

この4つの要素すべて揃って，初めて津波

警報システムが機能できる。つまり，2011

年に警報システムの運用が始まったとはい

え，このうち第2段階に到達したにすぎない。

放送局の主たる役割としては，被害予測や警

報を速やかに受け取り，住民に情報を届ける

第3段階以降にある。

インドネシア国家防

災庁で防災担当のスゲ

ン 次 官 は，2004年 の

インド洋大津波発生当

時，緊急対応を取り仕

切っていたが，「何も

できないまま多くの人

が亡くなったのを悔し

い思いで見ていた」という。それから何度も

日本を訪れ，日本の防災システムについて学

んできた｡ スゲン次官は，津波警報システム

の運用が始まるなどインドネシアの防災力が

確実に高まっていることを評価しながらも，

まだシステムの第2段階に到達したにすぎ

ず，今後第3，第4段階に取り組んでいかな

ければならないと話す。そのために放送局の

役割がこれから益々重要になると期待を表明

している。　　

また，日本の国土交通省から，国家防災庁

にアドバイザーとして派遣されている徳永良

図6　警報放送ガイド

放送局向けガイド

ガイド本文ページ

テレビ地震速報の画面例

放送用コメント例文
「BMKGが津波警報を発令
しました。対象地域は，○
○，○○です。ビーチや川の
河口付近から離れて，早く
安全な高いところに避難し
てください」など。

国家防災庁スゲン次官　
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雄氏によると，インド

ネシアの国レベルの防

災体制はかなり整って

きており，今後は，地

方レベルの災害対応能

力の向上が求められて

いるという。徳永氏は，

これまで日本とインド

ネシアの防災体制レベルの違いが大きく，国

際協力の効果を余り感じることができなかっ

たが，受け手であるインドネシア側の防災意

識が高まり，また防災システムが整い始めた

ことで，日本の協力が本格的に効果を発揮で

きる段階に来ているのではとの印象を話して

いる。

Ⅲ－３ 津波警報システムは
機能できるか

インドネシアの津波警報システムが果たし

て機能するのか。また，インド洋沿岸諸国に

スムーズに警報を発令できるのか。その課題

の一端を見ることができる出来事が2012年

春にあった。2012年4月11日現地時間の午

後3時38分に，インドネシアスマトラ島沖

約400キロの海底でマグニチュード8.6の地

震が発生した（気象庁2012）。震源は，2004

年12月の巨大地震の比較的近くである。バ

ンダアチェでの地震の揺れは震度5弱程度で

あったと推定されている（後藤他2012）。

Ⅲ−3−1. 津波警報は適切に発令できたのか
警報発令について，インドネシア政府がま

とめた報告から，実際の警報伝達の流れを検

証する。表1は，地震発生以降の津波情報に

ついて時系列でまとめたものである。

BMKGは5分以内にインドネシア国内に向

けて地震・津波情報を発表したということで，

警報発令の第1段階の目標はクリアできてい

たようである。ただ，本来想定されていた予

想される高さを含めた詳細な津波情報につい

ては20分以上経過した後であった。

津波警報は，2時間後の午後5時38分に一

旦解除されたが，その直後に大きな余震があ

り，再び津波警報が出された。インドネシア

の警報がすべて解除されたのは，午後8時6

分すぎであった。

この地震で，バンダアチェ市北部のサバン

で36センチ，同市から南に位置するムラボー

で1メートル6センチの津波が観測された。

BMKGからの警報伝達の過程で，いくつか

課題が見つかった｡ 主な点は次の通りである。

・携帯電話へのメッセージサービス（SMS）

による情報伝達について，アチェでは通信

状態が悪くなり，30分以上配信されない

ケースがあった。

・地震発生からBMKGのウエブサイトが閲

覧できなくなった。アクセス数が40万件に

達し容量を超えたことが原因であると，

徳永良雄氏

表１　4月11日地震における津波情報
時刻 津波情報

15:38；29 地震発生

15:43；23 国内向けに津波情報

15:58 インド洋沿岸諸国へ警報

16時ごろ 気象庁，TVで予想高さ解説

17:38 国内向け津波警報，一旦解除

17:43；20 余震，再度警報発令

17:54 サバン，ムラボーに津波到達情報

20:06 国内向け・津波警報解除

翌02：06 インド洋沿岸向け警報解除



56│NHK放送文化研究所年報2013

BMKGでは報告している。

・BMKGから国家防災庁の担当者への警報の

連絡が遅れた。地震の4分後にFAXが送ら

れたが気付かれず，またEmailも見られて

いなかった。 担当者の携帯電話へメッセー

ジが直接入ったのは20分後であり，通信会

社の伝達速度が遅いことなどが原因として

あげられた。

国家防災庁は，前述のように，災害緊急対

応時，すべての政府機関を指揮する役割を果

たし，災害に関する情報収集を行うとともに，

災害の被害状況や政府の対応について一元的

に把握する必要がある重要な機関である。国

家防災庁では，上記の点を含めて今回見つ

かった課題を点検し，改善を図ることにして

いる。

「及第点」インド洋津波警報システム
2008年に運用が始まった国内向けの警報

と違い，インド洋沿岸諸国向けで警報が発令

されたのは今回が初めてである。BMKGで

は，インド洋沿岸諸国向けの津波情報を20

分後に出した。

インド洋津波警報システムは，単一の国際

津波監視センターが警報を発令するのではな

く，地域の3カ国が沿岸諸国へ警報を出す仕

組みである。3カ国は，前述のように，イン

ドネシアの他，オーストラリア，インドであ

る。今回の地震では，このうち，最初にオー

ストラリア，次いでインドの順で，インド洋

向けに津波警報を出し，インドネシアは最後

であった。また，日本の気象庁もインドネシ

アより3分早く津波監視情報を出していた。

津波警報発令までの20分は，目標の10分

以内より遅れたが，日本の気象庁の担当者に

聞いたところ，「ひとまず及第点」との評価

であった。沿岸諸国への津波警報がすべて解

除されたのは，翌日の午前2時6分であった。

Ⅲ−3−2. TVメディアは警報をどう放送したのか
BMKGが発令した津波警報を，主要メディ

アは速報した（Goto et al. 2012）。ただし，

放送局によって速報した時間に大きな隔たり

があった。一番早く放送したのは，商業放送

のMNCで警報発令から1分16秒後，次いで

Metro TVが1分17秒後，そしてGlobal TV

の2分40秒後など順次警報を伝え，公共放

送TVRIは7分19秒後で11の放送局のうち，

10番目であった。

一報の後，放送局が追加情報を得るため，

BMKGのウエブサイトにアクセスしたがつ

ながらないという問題があったが，Metro 

TVとTV Oneは特別番組に切り替えて地震

の様子を伝えた。Metro TVはオーナーのス

ルヤ・バロ氏がアチェ出身ということから，

普段から中継車を常駐させてアチェの地震に

備えており，今回の地震でも素早く現地の映

像を放送した。MetroTVが撮影した，慌て

て逃げる人々の様子などは，日本のテレビ

ニュースでも紹介された。

ラジオの警報放送についての情報の流れの

詳細は把握できていない。しかし，インドネ

シア政府の報告書では，携帯電話のメッセー

ジサービスやテレビ速報の課題が指摘されて

いる中で，ラジオ通信システムは，信頼でき

るとして評価している。

Ⅲ−3−3. 人々はどう避難行動を起こしたのか
この地震で人々がどう行動したのか，東京
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大学地震研究所の後藤洋三外来研究員が

JICA（国際協力機構）の協力を得て，4月27

日から5月4日まで，アチェにある国立大学

の研究者と共同で聞き取り調査を行ってい

る。その結果によれば，

・約8割の住民が避難し，このうち4分の3

は高台を目指した

・10分以内に避難を開始した人が全体の半分

以上いた

・オートバイや車での避難が殺到したため，

避難場所への移動に40～60分かかった人

の割合が一番多く，避難した人は，渋滞に

よるロスがあったと感じている

では，避難行動を起こすに当たって，人々

は情報をどう入手したのだろうか。テレビ，

ラジオから得たという人が10％余りであるの

に対して，近所の人や電話，メールなどから

という人を合わせると60%前後に上る（表2）。

BMKGでは，放送局に警報伝達の中心的

役割を期待しているが，実際には放送を見た

り聞いたりしたという人は限られている。さ

らに，ソーシャルメディアを含む行政からの

呼びかけよりも，近所の人の叫び声や個人的

な知り合いからの情報で行動を起こした人の

方が多いことがわかった｡

BMKGでは，バンダアチェ市および近郊の

合わせて6カ所に津波サイレンを設置し，州

政府に移管して運用を図っている。調査では，

津波サイレンを聞いたという人が，女性で

20.1%，男性で14.9％いるが，実は津波サイ

レンが鳴ったのは警報発令から随分たってい

た。というのも，勝手にサイレンが鳴ってし

まう誤作動が過去に3回連続して発生し，怒っ

た住民がサイレンを壊すという出来事があり，

それを受けて地元の役場が電源を切ってし

まっていたのだという。地元の役場では，今

回，BMKGが警報を発令したことを知ってい

たが，責任者が不在で，結局スピーカーのス

イッチを入れるまでに30分から40分程度か

かったといわれている。しかも6基のうち4

基が故障しており，2基しか作動しなかった。

さらに，アチェ州の防災担当の組織は

2011年に新しくできたばかりで，職員の役

割が不明確であったうえに，家族を心配する

多くの職員が自宅に帰ったことも報告されて

いる。

家族が団結し，コミュニティの人々の繋が

りがあることは，評価すべき大切な要素では

ある。しかし，4月11日の地震直後，パニッ

クを起こして逃げ惑う人たちがいたことにつ

いて，後藤洋三氏は，「非公式の情報で動い

てしまっていることは，一歩間違えるとデマ

に振り回される可能性がある」として，正し

い情報に基づいて行動することの重要性を指

摘している。

今回の地震がプレート内部の横ずれが原因

で起きたもので，結果として一部の海岸で1

メートル程度の津波が観測されたものの，

2004年のような巨大津波は発生せず，幸い

表2　避難行動のきっかけ
情報源 女性 男性

テレビ 9.3 9.0

ラジオ 1.7 2.3

行政のスピーカー 2.6 2.9

津波サイレン 20.1 14.9

役所・リーダーの呼びかけ 1.2 1.3

公式のSMS，メール，ネット 3.8 4.5

個人の電話，SMS，メール 7.3 13.0

近所の人の話，叫び声 50.1 48.2

その他 3.8 3.9
後藤洋三氏他による調査より
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津波による犠牲者は出なかったが，課題は残

された。

Ⅲ－４ 公共ラジオRRIの
災害報道への姿勢

津波警報システムの第2段階まで整備が進

み，次の第3段階「警報の住民への伝達」にお

いて，テレビ，ラジオの役割を期待する声が

あることを述べた。しかし，2012年4月11

日の地震発生時，アチェの住民の多くは，テ

レビ，ラジオではなく，近所の人から津波警

報の情報を得たという調査結果が出た。イン

ドネシアでは，警報を放送する放送局の役割

が法的に明記されたとはいえ，一般の人は，

防災情報を得る情報源として放送を十分に認

識していないことがうかがえる。

では，放送局側は，災害時の自分たちの役

割をどう意識しているのであろうか。現地調

査により，公共ラジオRRIが災害時の報道

に意欲的に取り組む姿勢を示していることが

わかった。RRIの4月11日の対応についての

情報は得られていないが，RRIのこれまでの

災害報道を含めて，同局の災害報道に臨む姿

勢について報告する。

災害報道を重要な役割と位置づける
公共ラジオRRI

インドネシアでも，ラジオのリスナーは減

少傾向にあるが，それでもなお有力なメディ

アである。1945年に放送を開始した元国営

放送のRRI（Radio Republik Indonesia）は，

2005年，政府規定で公共事業者として位置

づけられた。RRIは，国家開発計画の中で求

められている｢全国民にラジオ放送サービス

を提供する｣という目標のもとで，日本の「円

借款」を活用しながら放送エリア拡大に取り

組んできた。全国58の放送局があり，人口

の9割が受信可能である。RRIは3チャンネ

ル（全国放送1・首都圏向け2）で放送を出し，

商業放送向けにも全国ニュースを中継・配信

している。

災害報道に積極的に

臨む方針は，RRI放送

局のトップ，ニッケン

局長が全面に打ち出し

ている。ニッケン局長

は，RRIの災害報道に

ついて，「公共ラジオ

としての機能である」

として，次のような主

な報道基準をあげた。

・正確なデータに基づく情報

・過度にならない表現，わかりやすい説明

・時宜を得た適切な被災者へのインタビュー

・パニックを起こさないよう正しく早くそし

てバランスにとれた報道

・災害の全体像を把握し，対策や解決策への

道筋が見える報道

そして，子供や女性，高齢者，障害者など

災害弱者を守る視点の大切さを加えた。

ニッケン局長　
（写真提供：RRI）

公共ラジオRRI
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RRIでは，BMKGが地震情報を発表すると

すぐに生放送で対応する体制を取る。RRIの

生放送スタジオの入り口近くにBMKGが設置

した情報端末が置かれており，放送中，地震

発生や津波警報の情報が送られてくると，そ

の時の番組プロデューサー判断で，スタジオ

の中のアナウンサーがすぐに伝えることに

なっている。その責任は，すべての番組プロ

デューサーが理解し，共有しているという。

また災害現場にクルーを派遣するために，

2011年，車体を補強し耐性を高めたラジオ

中継車をドイツの自動車メーカーから購入し

た。災害が発生すれば素早く被災地に入って

中継放送を行うよう準備している。　

災害報道については，ユドヨノ大統領から

もRRIに期待が寄せられているという。

災害報道の一例として，ニッケン局長は，

2010年10月26日から11月上旬まで噴火を

繰り返したジャワ島中部のメラピ火山災害で

の放送をあげた。

メラピ火山は，日本の雲仙岳と同様火砕流

を起こす火山で，インドネシア政府は火山性

地震が頻発していたことから2010年10月25

日，山頂から10キロ圏に避難勧告を出した

が，翌26日の噴火では，火砕流で29人が死

亡した。この後も噴火が続き，合わせて322

人が犠牲になった。

ニッケン局長によると，この災害時に，次

のような放送内容を心がけたという。

・最新情報（火山の噴火前，災害発生の最中，

災害後）

・防災教育（自然災害に対する早期警戒，自

助のためのポイントなど）

・社会の安定（政府や防災機関との連携）

・娯楽（被災者，とくに子供や女性を癒すた

めの心のケアとして伝統芸能の活用）

・復旧に向けて（住宅，避難施設，インフラ

整備，学校，心理面など）

メラピ火山噴火災害におけるRRIの放送

を実際に聞いたわけではなく，ニッケン局長

の話だけで評価を下すのは難しいが，RRIが，

単に被害の状況を伝えるのではなく，災害の

被害を小さくするための防災情報を提供しよ

うと心がけたり，心のケアに役割を果たそう

としたり，復旧に向けても被災者に寄り添っ

ていこうという意識を持っていたことは重要

なポイントであると考える。この姿勢は，日

本の公共放送NHKが災害時に目指す放送と

共通であると感じられた。

もうひとつ，ニッケン局長の話で重要だと

思えたのが，地元のコミュニティFMとの連

携である。日本でも東日本大震災の際に，東

北地方のコミュニティFMが，地域密着情報

をきめ細かく提供できる媒体として注目され

たが，インドネシアでも，災害時，RRIが，

地元のコミュニティFMと連携していたこと

がわかった。

2010年10月下旬から1カ月にわたって避

難の呼びかけが続いたメラピ火山災害の際，

RRIでは地元のFM局「Jalin Merapi」のスタ
メラピ火山噴火の被災地にて，前列右ユドヨノ大統領・左ニッ
ケン局長　（写真提供：RRI）
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ジオから，その周波数を使って，地域住民向

けに，緊急放送として防災情報を提供したと

いう｡

インドネシアでは，コミュニティFMが盛

んで，地元に定着している放送局が多くある。

2012年4月11日の地震の際のコミュニティ

FMの役割について，前出の後藤洋三氏は，

「BMKGと直結した通信手段はないため警報

発令の第一報は遅れたと思われるが，その後

は，津波の監視や避難誘導などで，行政の不

能をカバーする働きをしたようである」と評

価している。

1万数千もの島があり，多様な言葉や文化

を持つインドネシアでは，地元のラジオが災

害時の有力なメディアになりうる存在であ

り，全国放送のRRIが，コミュニティFMと

協力して放送に臨もうという考えは十分に整

合性があると思われる。

Ⅲ－５ 災害報道の課題

放送に対する低い信用度
放送より人づての情報で行動する傾向は，

火山災害でも同様のことが言える。

2007年，インドネシアジャワ島東部のケ

ルート火山が噴火した際に，東京大学大学院

情報学環附属総合防災情報研究センターの田

中淳センター長と東洋大学の関谷直也准教授

がインドネシア大学心理学部クライシスセン

ター長ディッキー・ペルペシ講師と合同で「災

害情報伝達と被害者心理」をテーマに周辺住

民（有効回答427人）にアンケート調査を行っ

た結果を見ると，

・早期警報の入手先として村長や集落長から

が54.5%，近所の人が14%に比べ，テレビ

は11.0%，ラジオは6.5％であった。

・また，避難命令については，61.9％の人が，

村長や集落長を媒介して入手しており，テ

レ ビ は2.0%， ラ ジ オ は1.3%で あ っ た。

（Jibiki.Y et al. 2012）｡

村長や集落長が，テレビ・ラジオから情報

を取って住民に伝えていたコミュニケーショ

ンの二段階の流れも考えられ，この調査結果

だけで放送局の役割が限定的であると結論づ

けることはできない。しかし，メディアから

の情報より，こうした人づて情報を信じる傾

向が地元の文化や地域性として根付いている

のであれば，防災システムを考える上で考慮

すべき要素である。

しかし，ケルート火山の噴火時は，村長や

集落長の呼びかけもあり住民は無事避難した

が，2010年のメラピ火山の噴火時は，そう

はいかなかった。行政，メディアが避難を呼

びかけたにもかかわらず，メラピ火山のふも

とに住み，火山の神を守る番人とされる人が

まだ大丈夫だと述べ，本人もとどまり続けた。

それを見た多くの住民が，番人を信じて避難

しなかった｡ その結果，この番人を含む300

人以上が，噴火に巻き込まれ，命を落とすこ

とになってしまった。

コミュニティFMから放送を出すRRI
（写真提供：RRI）



61

災害報道と国際協力

災害時の役割が法的に明示されてまだ間も

ないこともあるだろうが，テレビやラジオが提

供する防災情報に人々が耳を傾け，行動を起

こしてもらうような信頼される存在になること

がメディアにとって重要なステップである。

多様な災害報道分野の国際協力
もうひとつ災害報道における国際協力の課

題といえるのが，多様な災害への対応能力の

向上である。

インドネシアでは，地震・津波，火山噴火

以外にも，集中豪雨や洪水，地滑りなど，様々

な災害に見舞われている。日本は，インドネ

シアに多様な災害に対する防災力向上支援を

行ってきている。2012年春までの3年間に

行われたJST（科学技術振興機構）-JICA（国

際協力機構）地球規模課題対応国際科学技術

協力では，日本から東京大学の地震研究所を

初め，京都大学，名古屋大学，アジア防災セ

ンターなど全国の大学や防災機関などから第

一線の専門家が参加し，日本の防災ノウハウ

や知見を現地に即した形で提供し，インドネ

シアの防災力向上に貢献してきた（Satake.K 

& Harjono.H 2012）。

その次の展開の1つとして，災害報道分野

における国際協力を提供することは十分に検

討の価値があると思われる。災害には地域性

があり，インドネシアの災害は日本に特性が

似ている。NHKなど日本の放送局は多様な

災害に対する報道を経験しており，またその

ためのノウハウや技術を蓄積してきた。それ

らはインドネシアにおいても応用できるもの

と考えられる。とくに災害時のラジオの役割

について，RRIと，「安心ラジオ」を目指す

NHKとの共通点は多くあるように感じる。

Ⅳ 事例研究（2）タイの防災体制
と放送局の役割

続いては，タイの防災体制と災害報道につ

いて，2011年タイ大洪水を事例に報告する。

インドネシアの事例研究の最後に多様な災害

への備えの重要性について触れた。タイでは

2004年12月のインド洋大津波災害で8000人

を超える犠牲を出したのを受けて，津波警報

を速やかに発令できる体制を整備してきた。

その結果，海岸部の住民や観光客に避難を呼

びかけるための仕組みは完成していた。しか

し，2011年タイを襲った災害は，津波では

なく，洪水であった。

2011年8月から12月にかけて発生した大

洪水は，800人を超える犠牲者を出し，農地

だけでなく，工業団地やバンコクなど都市部

にも大規模な浸水被害をもたらした。

洪水被害にあった7つの工業団地804社の

うち，日系企業が 449 社で 55% を占める

（JETRO 2011）。浸水による損害の他，工業

製品などのパーツや部品などを組み立て工場

へと送るサプライチェーンが滞ることによる

間接的影響も大きかった。グローバル化が進

展する中，海外の災害がいかに甚大な被害を

日本に，また世界各地にもたらしうるのか実

感させられた。

被害が拡大した背景に，タイ政府の災害対

応のまずさが指摘されている。対策が後手に

回り，防災情報も大混乱し，人々を適切に避

難させることができなかった。そうした中で，

メディアはどう対応したのか，また，そもそ

もなぜ防災情報が混乱したのか。2012年2

月，筆者はタイを訪れて，放送局や関連する

政府機関の関係者に聞き取りを行い，防災の
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専門家に話を聞いた。

本章の構成は，以下の通りである。まず

2004年インド洋大津波災害以降のタイの防

災体制の整備状況を概観する｡ そして，2011

年のタイ洪水災害で放送はどう行われたの

か，国営放送NBTと公共放送タイPBSの例

を紹介する。その後，防災情報がなぜ混乱し

たのか，タイの防災体制の現状と課題をまと

める。最後に，現地調査でわかったことを踏

まえ，今後の国際協力のあり方について考察

する。

Ⅳ－１ タイの防災体制

インド洋大津波災害前の2002年の省庁再

編で内務省の傘下に災害軽減局が設置され

た。それまでは1979年の市民防衛法に基づ

き，国家市民防衛委員会が主要な政策立案機

関であった。災害軽減局は，2004年のイン

ド洋大津波災害時，発足間もないことや，そ

もそも市民防衛法で想定されていた危機に

「津波｣ が入っていなかったことなどもあり

（佐藤2005：434），危機対応に当たるという

機能を十分に果たすことができなかった。

タイ政府では，これを教訓として，日本な

どの支援を得て，本格的な防災体制や法制度

の整備を始めた。まず市民防衛法など時代に

そぐわない法律を廃止し，2007年災害防止

減災法2007を新たに制定し，防災活動をよ

り効果的に行うために，災害軽減局を中心に

首相がリーダーシップを発揮できる体制を明

確化した。インド洋大津波災害後の主な組織

改革は以下の通りである。

・防災委員会の設置：首相を議長，内務大臣

を第一副議長に置き，関係各省庁の大臣ま

たは長官クラスなど25人をメンバーとす

る委員会で，日本の中央防災会議に当たる。

・災害軽減局の役割の強化：防災基本計画の

策定を災害軽減局が責務として担う｡ タイ

気象局や王立灌漑局など，関係機関の防災

活動を調整する機関として災害軽減局を位

置づける。また，日本を参考に，タイでも

災害軽減局が防災白書を作成した。

・国家災害警報センターの設立：2005年5月

に，首相布令に基づいて設置された国家災

害警報センターの主な任務は，地震を検知

し，地震データを分析して津波発生の可能

性の有無を判断し，必要ならば警報を発令

する。警報はタイ語，日本語，英語など6

カ国語で出され，プーケットの海岸沿いな

どにインド洋大津波災害後に設置された

100を超える大型のスピーカーから流れる

敷地内に被害にあった機材などが山積み
筆者撮影（2012年2月）

ロジャナ工業団地の日系企業
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ことになっている。

このように，タイ政府では，インド洋大津

波災害以降，国際協力を受けながら防災体制

を整備し，速やかに警報を発令できるシステ

ムは整っていたものと理解されていた｡ しか

し，2011年の洪水災害には，このシステム

が機能しなかったのである。

Ⅳ－２ 2011年タイ大洪水の災害報道

Ⅳ−2−1. 大洪水災害の概要
2011年タイ大洪水では，死者815人に上っ

た（タイ内務省2012年1月20日現在）。洪水災

害でこれだけ多くの命が失われたことに加え，

数カ月にわたって水が引かず浸水が続いたこ

とも多くの日本人にとっては驚きであった。

｢洪水｣ といっても，日本の洪水とは性質

が全く違う。タイの洪水災害を理解するため

には，まずチャオプラヤ川の特徴が日本の河

川と異なり，もたらす被害も異なることを

知っておく必要がある（2011年の洪水の特徴

についてはKomori. et al. 2012に詳しい）。

チャオプラヤ川は全長約1100キロ，日本で

一番長い信濃川の約3倍の長さである。流域

面積は16万平方キロメートルと日本の国土

面積の42%に当たる。2011年の洪水では，

四国とほぼ同じ面積で浸水が起きたといわれ

ている。

図7にあるように，チャオプラヤ川の上流

域では，ピン川，ワン川，ヨム川，ナン川の

4支流に分かれており，ナコンサワンで合流

する。ピン川にプミポンダム，ナン川にシリ

キッドダムという2つの巨大ダムがある。他

の中小規模ダムと合わせて247億立方メート

ルと，琵琶湖の貯水量に匹敵する（小森

2012：3）。チャオプラヤ川には，ナコンサワ

ン以南で，サカエクラン川，ノイ川，アユタ

ヤでパサック川などが合流し，首都バンコク

を通って，タイランド湾へと流れ込んでいく。

図7の 地 図 中 の 白 抜 き の 数 字 は，

UNESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員

会）がまとめた場所ごとの犠牲者数である。

ナコンサワンで62人，アユタヤで90人など，

支流が合流する地点での被害が目立つ。山間

部の鉄砲水での犠牲者3%に比べて，溺れた

人が圧倒的に多いことがわかる（図8）。

洪水が数カ月にわたって続いた主な原因

に，チャオプラヤ川の勾配が緩やかなことが

挙げられる。チャオプラヤ川の下流部分の勾

配は1/50,000で，利根川の1/9,000に比べる

と5分の1程度の傾斜しかない。日本では洪

図7　「チャオプラヤ川」地図

東京大学生産技術研究所提供の地図をもとに作成
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水は1日か2日で引いていく。しかし，勾配

が緩やかなチャオプラヤ川では，洪水が起き

ると水が引くのに時間がかかる。このため，

図9のように，洪水被害が数カ月続いた。

時系列で洪水災害を振り返ると（表3），タ

イ政府の対応の遅れが際立つ。インラック首

相にとっては就任直後の洪水災害で，対応が

後手に回ってしまったこともあろう。政府が

対策本部をドンムアン空港に設置した10月8

日には，すでに200人を超える犠牲者が出て

おり，日系企業が多数入っているロジャナ工

業団地は冠水していた。

その後も，タイ政府は対策に右往左往した。

閣僚が本来は権限がないにもかかわらずバン

コクの一部地区に勝手に避難指示を出し，直

後に「誤報」と取り消すこともあった。イン

ラック首相が「予想を超える水が押し寄せ，

制御できない」と思わず本音を語ったことも

あった。バンコク都知事が，政府ではなく自

分の発表を信じるよう呼びかけたが，政府と

都の情報の不一致が相次ぎ，市民の不信感や

いら立ちが高まった（稲田2012，大友2012

など）。洪水対策本部を置いていたドンムア

ン空港が，10月29日に浸水し，本部を移動

せざるをえなくなったこと自体が，タイ政府

が正しい防災情報を持たず，洪水予測もでき

ていなかったことを象徴的に表している。

10月末に災害対策本

部の広報官に抜擢さ

れ，事態の収 拾にあ

たった現首相秘書官で

元大学教授のトントン

氏は，災害情報が広報

に一元的に集まってく

図8　犠牲者の死因

その他
3％

溺死
83％

ボート沈没
2％

鉄砲水
3％

感電死
9％

出所：タイ政府内務省国家防災減災局

図9　犠牲者の推移
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国連アジア太平洋経済社会委員会のデータを日本語に翻訳

表3　洪水災害　時系列

3月 乾季にもかかわらず降雨
5月 雨季に入る
6月，7月 相次ぐ台風で大雨（ダム水位増加）
8月 インラック首相就任

ナコンサワンで洪水被害
9月 観測史上最高の月間雨量

アユタヤで洪水被害拡大
10月 工業団地で浸水被害

8日 タイ政府洪水対策本部設置
洪水南下・工業団地被害拡大
バンコクで土のう設置活発化

26日 首相「首都全域浸水の恐れ」
29日 ドンムアン空港浸水　対策本部移転

11月 バンコク北部ほか一部地域浸水
住民同士で，争い
排水進み，洪水のピークは越える

19日 首相「バンコク中心部は安全」

トントン氏
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る体制にはなかったため，政府機関に勤務す

るかつての大学の教え子で構成する10人程度

のチームを使い，毎日，関係機関からの情報

収集に当たらせ，その情報をもとに記者会見

に臨んだというエピソードを筆者に語った。

Ⅳ−2−2. タイの放送局の洪水報道
タイの地上テレビ局は，全部で6つの放送

局がある。タイ政府の諸機関が所有・運営す

る放送局（国営放送局NBT，チャンネル5，

チャンネル9），2008年に新設された公共放

送タイPBS，商業放送局（チャンネル3，チャ

ンネル7）に分けられる。

このうち災害時に，日本の公共放送NHK

と類似の位置づけにあると考えられるタイ国

営放送局NBTと，公共放送局タイPBSを訪

問し，聞き取りを行った。ただし，災害対策

の基本法である2007年災害防止減災法に，

放送局の役割が明記されているわけではな

い。タイでは，放送局が防災情報を出すとい

う法的根拠は現時点では見当たらない。

一方，商業放送局の洪水報道については，

チャンネル3が話題に上っていた。もともと

エンターテイメントに強い放送局で，人気

キャスターが被災地に行き水につかりながら

生中継したり，視聴者に寄付を呼びかけ支援

物資や支援金を被災地で配る様子を放送した

り，対立する住民の中に入っていって仲裁す

る様子をテレビで流すなどの演出が注目され

たようである（折笠2012：412-413）。

放送局への聞き取りでは，国営放送局

NBT， 公 共 放 送 局 タ イPBSの 責 任 者 に，

2011年の洪水報道を振り返って以下の点を聞

いた。

（1） 自局の災害報道の特徴と災害報道に向き

国営放送NBT

若き日の国王の写真を掲げたNBT外観

　首相府広報局により1985年に設立，日本の
ODA・政府開発援助の一環としてNHKがスタ
ジオ建設を支援し，1988年から放送を開始した。
放送開始後も，国際交流基金や放送文化基金
などの援助で，数多くのNHKの番組が放送され
た。当時の国際協力事業団（JICA）の専門家と
してNHK番組制作者が派遣されるなど，設立当
初からNHKと協力関係が続く。年間予算2億
バーツ（5億円），職員数は約800人（バンコク
に300人，12地域局に500人）。

公共放送タイPBS

2011年オープンしたPBS新放送センター

　タクシン元首相と密接な関係があったテレビ局
iTVが国への事業権料などの支払いができず国に
接収され，その後，政府の影響を排除する一方，
広告放送もしないタイ初の公共放送として，2008
年1月に施行された「公共放送機構法」により新
設された。イギリスと日本の公共放送BBC，NHK
を手本にする。幹部職員をはじめ，テプチャイ会
長自身もNHKに視察に訪れている。財源は酒税
とタバコ税から年間20億バーツ（50億円）。職員
数約900人。
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合う姿勢

（2） 自らの洪水災害報道を振り返って，評価

できる点と反省している点。

（3） 課題として認識している点

（4） 今後の改善点

政府見解を忠実に放送したNBT
聞き取りによると，タイ大洪水の災害報道

における国営放送NBTの一番の特徴が，政

府の見解を忠実に放送したことである。

NBTの設立目的の中に「災害報道を行うこ

と」は含まれておらず（JICA 1986-87：42-

43），2007年に制定された「災害防止減災法」

にも，その役割が明記されているわけではな

い。しかし，タイ政府の首相府広報局が所管

する放送局であり，首相府の指示があれば，

放送するのは業務の一部である。

国営放送としての特徴が顕著に見られたの

が，政府の洪水対策本部からの中継である。

10月8日，政府が洪水対策本部を設置した際

に政府から指示を受け，24時間中継体制を

敷いた。NBTが本格的な災害報道を始めた

のは，この時点である。洪水対策本部を設置

されたこの日，インラック首相が国民に向け

た講話で初めて洪水に言及した。

洪水対策本部は，防災に関する政府機関の

情報を集め，対策の指揮命令系統を一本化す

る目的で設置されたもので，NBTが代表取

材を行い，他の放送局に映像を提供した。

NBTの洪水報道の主な放送内容について

スモンパン番組局長は以下の点を挙げた。

・最新のニュース

・政府発表の中継放送

・人々に協力の呼びかけ

・「首相府の義援金」の呼びかけ

テレビ放送に加え

て，字幕スーパー，イ

ンターネットでも情報

提 供 を し た。 ま た，

NBTは他局に先駆け

て英語での情報提供を

始 め た。NBTの ス モ

ンパン番組局長の話か

ら，同局の災害報道の特徴として洪水対策本

部からの情報，つまり「政府の公式見解」を

伝えることを最重要視していたことがわかっ

た。首相府の一機関であるため，字幕での情

報提供も，政府に内容チェックを受けてから

放送に出した。さらには，スタジオ解説を行

う専門家の選定にも政府への報告，承認が必

要だという。

正確さを期する目的での慎重な対応は理解

できるが，現実には，政府自身が不確実な防

災情報しか持ちえない中で，政府発表内容が

二転三転し，国民にとって信用できる情報源

にはなりえなかった。

NBTが代表取材する洪水対策本部からの

中継映像は，当初はタイPBSや各商業放送

局もすべて放送していたが，情報の信用性が

疑問視されるようになると，基本的に放送を

とりやめ，インラック首相が登場する時のみ

放送した。記者から政府対応を批判された首

相がカメラの前で涙を流す様子が映し出され

たこともあり，同様のハプニングを期待して

いたのであろうと，NBTでは筆者に説明した。

こうした中でもNBTは政府発表を忠実に

報道し続けたことで，報道内容について視聴

者から不満が多く寄せられることとなった。

NBTでは，2012年2月末の段階で週2回，

復興についての30分番組を制作していたが，

NBTスモンパン番組局長
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被災地を訪れる首相に同行取材して伝えるな

ど政府の取り組みを紹介する内容が多いとい

う。災害報道から復旧・復興過程に至るまで，

首相府が管轄する国営放送としての役割を感

じた。

「信用できる情報」にこだわったタイPBS
現地取材でまず実感したのが，洪水災害に

おけるタイPBSに対する極めて高い評価で

ある。洪水報道について尋ねると，政府関係

者から一般の人まで，タイPBSの奮闘ぶり

を話題にする。地元の新聞Bangkok Postは，

タイPBSの特集記事を組み（2011年11月22

日）タイPBSを「最も信頼できる情報源」と

評した。

また，洪水関連のインターネットアクセス

数もタイPBSがトップだったという。

タイPBSの災害時の役割について，NBT

同様，法律で明記されているわけではない。

公共放送組織法（ThaiPBS Organization 

Act）に，「国民に大きな影響を与えるニュー

スは迅速かつ公平に，適切な割合で伝える」

とあるが，災害報道については触れていない。

NHKが災害対策基本法で指定公共機関に位

置づけられているのとは異なる。

タイPBSも，本格的に災害報道を始めた

のは10月に入ってからである。被害が拡大

する様相を見せ始めると，ニュース番組は洪

水関連情報一色で伝えた。

タイPBSの洪水報道内容は，職員への聞

き取りから以下の通りにまとめられる。

・最新のニュース，被災地の様子

・洪水の今後の展開および注意点と対策

・災害の経済，社会，自然環境への影響

・けが人，行方不明者の情報

・被災者への協力の呼び掛け

・政府の洪水対策に対する批判的検証

・被災者への寄付，救援情報

タイPBSの特徴は，

政府の発表する情報と

は一定の距離を取って

洪水災害を報じたこと

である。テプチャイ会

長は，自局の災害報道

について，一番心がけ

たことは「信用できる

情報を提供すること」だったと話す。そのた

めに政府の情報がすべてではなく，複数の情

報源から確認を取るようにしたと強調した。

また，「防災」のための報道に取り組むの

は｢公共放送｣ としての使命ととらえて，

ニュースとして被害状況をリポートするので

はなく，被害を少なくするために役立つ報道

を目指したという。

さらに，被災地のコミュニティの中に入っ

て，市民と一緒に，災害を乗り越えようとい

う姿勢を，視聴者の信頼につながった理由と

してあげた。

タ イ PBS の

評価を決定づけ

た の は， ラ ン

シ ッ ド 大 学 の

セーリー・スプ

ラティッド博士

の解説である。

タイ政府の発表

が 不 正 確 な 中

で，セーリー博士の洪水予測はかなりの精度

を保ち，警告や注意点が的を射ているとして

タイPBSテプチャイ会長

被災地で取材するセーリー博士（右）
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信頼が高まり，政府の防災機関の関係者も参

考にしたという。

セーリー博士の解説の特徴としては次のよ

うな点がいわれている。

・自ら現地に出向いて，被災状況を確認する

・データに基づいて洪水の広がる速度や地域

など次の展開を予想し，注意点を伝える

・地図やグラフを使いわかりやすく説明する

災害報道を担当したタイPBSの記者は，

当時を振り返り，川の水位や雨量など個別に

データを集めて，今後の洪水予測を行い，ど

んな点を注意すればいいのか，どうすれば視

聴者にわかりやすく伝わるのか，毎晩遅くま

で検討したと話す。また，タイＰＢＳでは，

生活情報として，水の浄化法や簡易トイレの

作り方，感電防止方法などを紹介するミニ番

組を作り，随時放送した｡ タイPBSの洪水

報道の顔として活躍したセーリー博士は，日

本の東北大学で学位を取得した。津波の専門

家である日本人の恩師から，「人の命を救う

ために，自分の専門を生かすよう」教えられ

たという（Bangkok Post 2011）。

タイPBSでは，セーリー博士の解説コー

ナーを含む災害報道番組をYouTubeでも見

られるようにしており，現在も見ることがで

きる。

Ⅳ－３ 防災情報はなぜ混乱したのか

2004年のインド洋大津波災害をきっかけ

にタイでは防災体制づくりが進められてき

た。首相が議長を務める防災委員会が組織さ

れ，国家災害警報センターが設立された。タ

イ政府の防災体制づくりは，かなりのレベル

にまで進んでいるはずであった。しかし，

2011年の大洪水では，タイの防災体制の様々

な不備が表面化した。

防災のためには，気象データの収集，分析・

評価，警報発令，住民の避難という一連の流

れの中で，防災情報がスムーズに流れること

が重要である。2011年の洪水の際，そもそ

もなぜ防災情報が混乱したのか，その背景を

探る。

不十分な観測体制
前述したように，傾斜の緩やかなチャオプ

ラヤ川の洪水は，雨量と川の水位がわかれば，

一定時間経過後の下流での洪水を高い精度で

予測することができる。しかし，なぜ今回，

タイ政府は洪水の展開を予測できなかったの

か。この主な原因について，現地で関係者に

聞き取りを行った結果，雨量の観測と川の水

位の観測体制，そして警報発令システムの問

題点がクローズアップされていた。

日本の気象観測は，アメダスと気象レー

ダーを組み合わせたシステムが取られている

が，日本のアメダスのように高密度で降雨観

測が行われている地域は世界でも数少ない。

設置コスト，維持コストが主な理由である。

またレーダーは，さらに設置コストが高く，

メンテナンスの際に高度な技術的知識が必要

とされる（中西他2008：795-796）。

タイでは，2009年以降，雨量モニタリン

グシステム（アメダス）を1000機以上設置し

てきた。しかし日本の約1.3倍の面積がある

タイで，観測密度は不十分な上に，データを

転送するためのインターネット回線が利用し

やすい平野部に偏っている。山間部では，雨

量計がない未観測流域が残されており，また
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雨量計があってもリアルタイムでデータを送

る仕組みが整備されていないことも多い。つ

まり山間部の雨量データは，チャオプラヤ川

の中・下流域の流量予測に不可欠なものであ

るにもかかわらず，アメダスの網の目が粗く，

刻々とデータが送られるシステムになってい

ない。

では，川の水位観測はどうだろうか。日本

では，一級河川は国土交通省が管理，二級河

川は都道府県が管理するなど管理者は違って

いても，水に関する情報を一元的に集約・提

供する国土交通省水管理・国土保全局の「水

情報国土データ管理センター」があるが，タ

イにはこのような機関はない（洪水時のタイ

政府機関の対応については川崎他2012に詳

しい）。

チャオプラヤ川の管理を行う主機関は王立

灌漑局である｡ チャオプラヤ川の水位は，水

資源局，海軍水路部など複数の機関が部分的

に観測しているが，灌漑局は全国をカバーし，

水位や流量観測を行っている。しかし，チャ

オプラヤ川および支流では，流域ごとに観測

システムおよびデータサーバーが設立されて

おり，これら個別に集められたデータを統合

する仕組みにはなっていない。さらに，灌漑

局をはじめ，タイ政府内に「洪水」対策とし

て水管理を行っている組織は一つもない。

問題は，観測体制だ

けではない。収集され

たデータの分析体制に

も問題がある。タイ気

象局のソムチャイ副長

官は，記録的な雨量に

なりそうだというデー

タを早くから持ってお

り，雨季が始まった5月には，「防災に関係

する政府機関にはデータを示して警戒するよ

う注意を促した」と話す。ただ，住民に向け

て大雨洪水警報を発令するのは，自分たちの

責任範囲を超えていると付け加えた。

一方で，王立灌漑局

の担当者ポンチャイ氏

は，「 雨 量 デ ー タ や，

水位データなど個別の

データはあっても，そ

れを元に灌漑局で何か

できるわけではない」

と述べて，データを分

析し，洪水対策を取るのは灌漑局の業務範囲

を超えていると説明した。

タイ政府では，インド洋大津波災害の後，

これを教訓として，首相がリーダーシップを

発揮できる体制を明確化したが，今回は，首

相が就任直後ということもあり，災害対応の

体制を十分に把握せず，主導的役割を果たせ

なかった。また，あらゆる関係機関の防災活

動を調整する機関として位置づけられた災害

軽減局では，省庁間の様々な調整業務を担っ

たが，警報発令は，災害軽減局の職務範囲外

である｡

雨量や水位・流量など個別のデータがあっ

ても，それらを統合して洪水予測を行い，的

確に危険度を判断して｢大雨・洪水警報｣ を

発令する機関がタイ政府にはないのである。

国家災害警報センター
では，タイに災害警報を出す仕組みが全く

ないかといえば，実はそうではない。｢津波

警報｣を発令する機関はある。2005年5月に

運用が始まった「国家災害警報センター」は，

王立灌漑局ポンチャイ氏

気象局ソムチャイ副長官
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タイ気象局，王立灌漑局，海軍水路部など

11の政府機関からの情報を統合，分析し，

警報を発令する機関である。施設内にスタジ

オがあり，警報が発令されると，テレビやラ

ジオの通常放送を中断して伝える取り決めに

なっている。

しかし国家災害警報センターは，「津波」

対策を最優先に設置されたもので，洪水など

その他の災害については将来的な課題として

順次計画を進めるとされたが，2011年洪水

災害ではその機能を発揮できなかった。

開発に遅れる防災対策
洪水被害が想定外に

拡大した背景に，「タ

イの防災が社会の変化

に追いついていないこ

とがある」と，20年に

わたってタイで気象関

係の国際協力を行って

いる東京大学生産技術

研究所の沖大幹教授は指摘する。

伝統的にタイの主産業は農業で，タイの農

村では，稲作のために意図的にある程度，洪

水が起きるよう川の堤防が作られている。と

ころが，開発が進み，農地近くに工業団地を

建設してしまったことで，被害を拡大してし

まったというのである。

さらに，郊外に住宅地が広がってきたため，

かつては川を氾濫させ水を逃がしていたよう

な場所に住宅が建ってしまい，どこを氾濫さ

せるのか，簡単に判断がつかなくなってし

まった。このことが，自分の住む地区に洪水

を起こさないよう別地域の堤防を切ってしま

う人が出るなど住民同士の争いの原因になっ

てしまった。

今回の反省から，タイ政府では今後，洪水

は農業地帯で起こし，被害が拡大すれば賠償

する一方で，工業団地やバンコクなど市街地

は絶対に洪水を起こさないで守るという方針

を基本にハード・ソフト両面で防災体制を整

備していくことにしている。

Ⅳ－４ 放送局の改善策と
今後の国際協力

不正確な政府の防災情報に対して放送局は

どのようなスタンスで臨んだのか。この点が，

タイPBSとNBTの評価の分かれ目となった。

タイPBSは，個別に情報収集し専門家が的

確な解説を行った。政府の発表情報は，その

他多くの取材源の情報とあわせて防災対策の

判断材料の一つとして伝えた。解説者に恵ま

れたことも大きい。他局も専門家の解説を交

えて伝えたが，不正確なものも多くかえって

混乱の原因になったといわれている。ただ，

セーリー博士は今回の災害でタイPBSが探し

てきた人材ではなく，以前から協力関係を築

いていたという。日常から準備してきたこと

がいざという時に生かされたといえそうだ。

東京大学生産技術研究所
沖大幹教授

国家災害警報センター内スタジオ
（写真提供：国家災害警報センター）



71

災害報道と国際協力

一方で，NBTは首相府管轄の放送局であ

り，政府発表を放送することを使命の一つと

している。今回，NBTの報道内容が批判さ

れた背景には，政府の災害情報自体が不正確

で，情報提供の仕方に混乱があったことが大

きい。

NHKの災害報道も気象庁からの情報をま

ず柱に据えて，独自に現場を取材し報道して

いる。災害報道において，政府と放送局の緊

密な連携は不可欠である。その点で，タイ政

府機関の防災情報の収集・分析体制の向上は

喫緊の課題と言える。

そのための日本の専門家たちによる国際協

力が進められている。課題として指摘したタ

イ政府の気象観測体制の改善については，観

測網から抜け落ちていた4カ所に気象台の建

設を進めている。また，山間部の雨量計網の

増強については，日本の研究者が研究用に設

置していた雨量計のデータを，携帯電話の回

線を利用してバンコクの基地局に送れるよう

な仕組みを作るなど，雨量観測の精度の向上

を進めている。

また，流域ごとに観測システムが異なり，

個別に収集されていたチャオプラヤ川の水位

についても，王立灌漑局のサーバーに統合す

るよう整備が進められた。　

さらに，タイ気象局のサーバーに集められ

たデータや，王立灌漑局のサーバーに集めら

れたデータは，一カ所に統合されて，洪水予

測や洪水の予警報発令の判断データとして活

用される。気象局と灌漑局には，そのための

大型コンピューターが2012年2月設置され

た。このように，ハード面での整備はされて

きている。

次の課題としては，これらのデータを最終的

に一元管理し，防災情報として住民に提供す

るための政府機関づくりである。タイ政府では，

JICAの専門家をアドバイザーとして招聘し検

討を進めた結果，新たに単一の指揮機関（Single 

Command Authority）を設置することを決定し

た。首相をトップに置き，その下に科学技術相

を責任者に，さらにその傘下に関係省庁や専

門家による委員会を設置する三層構造を考え

ている（図10）。

ただ，単一の指揮機関の設置は決まったが，

当該機関の具体的な権限内容などは現時点で

は定められていない。「洪水

警報」を出す機関になるのか

どうかも未定であり，放送局

にとって，連携する中核機関

になるのかどうか今後の推移

を見る必要がある。

政府が対策を進める中で，

放送局も自らよりよい災害報

道に向けて対策を始めてい

る。NBTでは，政府発表を

補うための独自取材が十分で

なかったことを課題として挙

図10　タイ政府洪水防災体制の改善案
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げている。今後，道路が浸水し，車で行けな

い場所で取材をするためにボートと取材者用

のライフジャケットなどを用意する方針であ

る。また，ヘリコプター取材の運用改善の必

要性を述べている。他局は民間のヘリコプ

ターを週・月単位でチャーターし24時間いつ

でも出動できる態勢を取っていたが，NBTは

予算不足から警察のヘリを借用せざるを得

ず，毎日申請を行う必要があった上に，利用

時間も限られるなど制約が多かったという。

一方，高い評価を受けたタイＰＢＳのテプ

チャイ会長は，反省点として，タイＰＢＳの

対応の遅れを指摘した。洪水がこれほどまで

に拡大するとは予想できず，初動が遅れたこ

とを課題としている。職員の災害に対する認

識不足が根底にあるとして，今後は，災害を

「過小評価することなく，迅速に対応できるよ

う」とくに職員教育に力を入れたいと話して

いる。その一例として，タイPBSは報道局に，

NHKの災害気象センターのような災害対応グ

ループを設置し，4人の記者が日常から防災

報道の専門性を高め，関係機関との人的ネッ

トワークづくりに取り組むことにしている。

Ⅴ 事例研究（3）ABU（アジア太
平洋放送連合）の国際協力

次の事例研究では，アジア太平洋放送連合

（Asia Pacific Broadcasting Union以下ABU）

が進める国際協力を取り上げる。

ABUは1964年に設立され，現在60の国・

地域から209の機関が加盟している。加盟放

送局間で，ニュース素材の交換や番組の共同

制作，途上国の放送局に対する技術支援など

を行っており，アジア地域の放送局全体のレ

ベルアップのためにリーダーシップを発揮で

きる組織である。

ABUの活動に災害報道分野の国際協力が

加わったきっかけは，やはり2004年12月の

インド洋大津波災害である。この時，放送局

は被害を減らすために機能できなかった｡

インド洋大津波の2カ月後に，アジアの放

送局の関係者が日本に集まり，日本の防災体

制と放送局の役割について学ぶ研修会が開か

れた｡ また，日本の緊急警報放送をアジアに

導入しようというプロジェクトが津波災害か

ら半年後に立ちあがった。

インド洋大津波災害から8年，ABUによ

る災害報道分野の国際協力の現状を調査する

ため，筆者は2012年2月マレーシアのクア

ラルンプールにあるABU本部を訪ね，担当

者に聞き取りを行った。また，日本国内にお

いても，NHKの国際放送局や災害気象セン

ターの担当者などから話を聞き，資料提供を

受けた｡

本章の構成は，以下の通りである。まず，

2004年以降，ABUがどんな国際協力を進め

てきたのか概観する｡ 次に，放送分野での国

際協力について，ABUが新たに取り組み始

めた災害報道研修を中心に紹介する。そして，

技術分野でABUが推進してきた国際協力を

マレーシア国営放送RTMの中にある
ABU本部の入った建物
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取り上げる。とくに日本で開発された緊急警

報放送をアジアで導入しようという動きにつ

いて，現状と課題を報告する。

Ⅴ－１ インド洋津波災害直後の
ABUの国際協力

ABUは，政治的，商業的な目的は持たず，

アジア太平洋地域のラジオ・テレビの発展を

図るために協力する放送機関の連合体で，

1964年に設立された。アジアの放送局の番

組制作や技術面での能力向上を目指して様々

な活動を行ってきたが，そのABUが災害に

特化して取り組んだ最初のワークショップ

が，インド洋大津波災害から2カ月後に日本

で行われた。

放送局緊急ワークショップ
2005年2月28日から3日間，災害時の放

送局の役割をテーマに，ABUとNHKが共催

する緊急のワークショップが東京で開かれ

た。ABU加盟放送局から，15の国・地域の

19放送機関39人を含む約70人が参加した。

初日は，津波で大きな被害を受けたインド

ネシア，スリランカ，インド，タイ，マレー

シアの5カ国6放送機関から，どのような初

動体制を取ったのか報告が行われ，インドネ

シアの放送局が初動段階では実質的に何もで

きなかった実態が報告された。また，NHK

の災害報道の責任者が，気象庁が発表する地

震や津波情報がNHKに伝達され放送に出る

までの流れを中心に，NHKの災害報道の仕

組みについて紹介した。

2日目には，参加者は気象庁を訪問した。

災害報道は放送局単独でできるものではな

く，国や地方の防災機関との連携が重要であ

ることを学んでもらうことが目的であった。

3日目には，東海地震に備える静岡県を訪

問した。NHK静岡放送局の他，静岡県の防

災施設や沼津港の大型水門を視察した。渋谷

の放送センターよりも，小規模の静岡放送局

の災害報道体制の方がアジアの放送局にとっ

てヒントになるとされた。

3日間のワークショップでは，放送局には，

「自然災害について国民を啓蒙する重要な役

割がある」「関係当局から警報を受信する方

途を確立しなければならない」などの宣言が

取りまとめられた。

講師を務めたNHK災害気象センター長（当

時）の小嶋富男氏は，アジアの放送関係者に

そもそも防災を担うという意識がない中で，

放送局と政府の防災機関が連携することの大

切さを伝え，防災に対する放送局の役割を自

覚してもらうことを心がけたと話す。

図11　ABU組織図
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ABU加盟国の津波映像の活用
東日本大震災では，津波の中継映像が世界

を駆け巡り注目されたが，2004年12月のイ

ンド洋大津波は，当時過去最多の映像を残し

た大津波といわれた。インドネシアやタイな

ど被災国の放送局が撮影した映像に加えて，

欧州からの観光客が自分で撮影した津波襲来

の生々しい映像もあった。津波の記録は古文

書など文書には残されているが，映像として

記録されることはほとんどなかったため，津

波の実態を知り，今後の防災に生かすために

も貴重な映像であった。

こうした映像も使い，NHKでは，英語版

の番組「津波の全貌に迫る」「津波から命を守

るために」（各25分）を制作し，加盟国に無

償提供した。また，NHKスペシャル「インド

洋大津波　映像で迫るその全貌」（2005年2

月27日放送）はABU加盟放送局が持つ素材

を活用して制作されたもので，英語に訳して

無償提供された。

地上民放のキー局の1つTBSも津波をテー

マにした特別番組を制作し，英語のナレー

ションを付けて，アジアの放送局に無料提供

した。この中で，水槽実験やCGを使って，

地震や津波への対策を伝えた。津波への知識

が十分であれば被害はもっと少なかったとい

われたインド洋大津波災害で，日本の放送局

が教訓を伝えようとした状況がうかがえる。

貴重な映像を活用した番組を通して，アジ

アの人々の防災意識を高めることは有意義な

国際協力であると考えられるが，日本の防災

をテーマにした番組を英語化し，海外で放送

しようという動きはこの後，広がらなかった。

緊急警報放送への関心
インド洋大津波の後，もう一つアジアの

国々に注目された日本の防災システムがあ

る。｢緊急警報放送｣である。緊急警報放送は，

災害時，自動的にテレビ・ラジオの受信機の

スイッチが入り防災情報を受信できるシステ

ムで，NHKの放送技術研究所が開発し，日

本では1985年に運用が始まった。このシス

テムにABUに加盟している複数の放送事業

者が強い関心を示した。

インド洋大津波から半年後の2005年5月

には，ABU技術委員会に緊急警報放送の導

入を推進するためのプロジェクトが作られ，

技術協力が進められることとなった。そして，

2006年10月に北京で開かれたABU総会で，

アジア太平洋地域での緊急警報放送システム

の実現を盛り込んだABU宣言を採択した。

Ⅴ－２ ABUの防災国際協力の現在

Ⅴ−2−1. 放送分野の国際協力
前項で紹介したワークショップや研修など

はその後も繰り返し行われ，様々な機会を捉

えてはNHKの災害報道のあり方がアジアの

国々に紹介された。しかし，当時からアジア

の放送局や気象関係者に説明にあたってきた

NHK関係者は，「アジアの国々の多くの人は，

インド洋大津波ほどの大規模津波は2，3千

年に一度であり，もっとやるべきことがある

という認識であった」と感想を記している（佐

藤2012）。

そうした中で，ABUは2011年，新たな取

り組みを始めた。災害報道をテーマにした加

盟国向けの研修である。

研修は「災害報道向上のための国際協力は
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ABUの活動の柱であ

る」と話すモッタギ事

務局長直属のプロジェ

クトとして進められて

いる。研修内容は確定

したものではないが，

NHKや日本同様に台

風報道の経験が豊富な

香港の放送局から講師を招き，5日間のパッ

ケージを基本にした以下のような内容を企画

している。

1日目

・当該国の防災関連の政府機関を知る

・日本の防災体制およびNHKの災害報道に

ついて学ぶ

・早期警戒放送について，放送面，技術面か

ら理解する

2日目

・香港RTHKの台風災害報道研修

・減災のための放送コメントの作成

・京都大学の教授によるリスクコミュニケー

ションの実習

・自国の災害の特徴と土地に伝わる防災の知

恵について学ぶ

3日目

・現地取材，撮影

第4日

・リポート原稿作成，専門家インタビューな

ど追加取材

第5日

・試写～リポート完成版作成

この研修の大きな特徴は，日本など先進例

を学ぶだけでなく，そのノウハウを自分の国

にあてはめて実際に活用しようという点にあ

る。つまり日本のNHKと気象庁の関係を学

ぶだけでなく，自国の気象機関について理解

し，現地に古くから伝わる地域に根差した「防

災の知恵」を学ぶことの大切さを意識した研

修内容になっている。

ABUでは，2011年試験的に，タイ，インド，

フィリピン，インドネシア，マレーシア，シ

ンガポール，ベトナムで研修を行い，4本の

ラジオリポート，7本のテレビリポートを制

作した。

ラジオでは，インド国営ラジオAIRが「暴

風雨災害」の防災対策についてミニ会話形式

で学べる番組「Skit for Coastal Storm」や，

過去の災害についてのラジオドキュメンタ

リー番組「決して繰り返さないために（Never 

Again）」などを制作した。

また，テレビでは，フィリピンのピナツボ

火山の噴火を取り上げたリポート「Mount 

Pinatubo Eruption」や，ベトナムの暴風雨

「Surviving the Storm」が 制作された｡

その一つであるタイの国営放送NBTが制

作 し た「 モ ッ ケ ン 族 の 子 供（Children of 

MOKEN）」は，インド洋大津波が襲来する直

前の引き波が発生した際に，「急に海が干上

がったら丘に上がるように」という昔からの

言い伝えを守って助かったモッケン族の子供

たちに焦点を当てたリポートである。

研修では，単に災害報道の方法論を学ぶだ

けでなく，防災教育のためのリポートを制作

するなど，災害被害を減らすために放送局は

何ができるかを考える内容となっており，リ

ポートはABU加盟国で交換して自由に放送

に使えるようにしている。

この研修の意義について，ABUの担当者

ナタリア氏は二つのポイントを挙げた。一つ

ABUモッタギ事務局長
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は，「ジャーナリストには普段から，自国の

防災機関と連携を取れるようにしておくこと

が求められる」と述べ，研修で防災機関と放

送局の関係者同士が出会える場となることを

挙げている。

そしてもう一つは，日本など最先端のこと

を学ぶ段階から「自分の国のこと，そして地

域のことなど，より身近に防災をひきつける

ことを目指す」として「国内の状況に合わせた

防災の知恵」を学ぶ機会にしたいと強調した。

しかし，実践に向けては，いくつか課題が

残されている。最大の課題は資金である。費

用自体は講師の航空運賃や宿泊代などが中心

で1回の研修にかかる費用は決して莫大なも

のではないが，ABUではこの研修を定例化

して，継続的に各国で開こうとしている。現

在，国連機関などの支援が得られないか資金

調達の方策を探っている。

Ⅴ−2−2. 技術分野の国際協力
技術協力の大きな柱はラジオである。日本

でもそうであるが，災害時，とくに初期段階

でラジオが果たす役割は極めて大きい。途上

国において日常生活で広くラジオが浸透して

いる現状を考えると，ラジオの活用は死活的

な重要性を持っている。

2004年12月26日，インド洋大津波災害が

発生した時，世界のほとんどのメディアは，

約17万人が犠牲になったインドネシアのバ

ンダアチェではなく，スリランカとタイの

プーケットが最大の被災地と報じていた。

当時インドネシアのアチェでは，武力紛争

が長年続き，情報過疎になっていた上に，放

送局自体が被害にあい放送が出せない状態に

なっていた。

オーナーがアチェ出身の，24時間ニュー

スを専門に扱う商業放送MetroTVの取材

チームが津波から数時間後に現地入りして撮

影を始めたが，その映像が流れ始めたのは

27日の朝以降である。情報がない中，イン

ドネシアの放送局は26日の夜，通常の娯楽

番組を流しており，赤十字などでは，この状

態を「情報のブラックホール」（赤十字・赤新

月社2005）と呼んだ｡

インド洋大津波の発

生を受け，ABUでは，

被災地にラジオ受信機

を配ったが，その際

ABU技 術 局 長 の サ

ドゥ氏は「被災地は電

源もなく，電話も通じ

ず，ラジオ局も被災し，

情報から遮断された状態にあった」ことに気

づき，被災地と外とをつなぎ，救援情報など

を伝える必要性を強く感じたという。

災害時のラジオの重要性を再認識したサ

ドゥ氏を中心としたABUの技術スタッフが

開発したのが「ラジオ・イン・ザ・ボックス」

と名付けられた箱型の小型ラジオ放送装置で

ある。簡単に持ち運べ，被災地に設置すれば，

7キロ四方程度の範囲で電波を届けられる。

ABUサドゥ技術局長

ラジオ・イン・ザ・ボックス
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一台7000ドル（約56万円）で，これまでに，

ユネスコを通じて25台14カ国の放送局に送

られた。インドネシアで地震災害が発生した

時に，公共ラジオRRIを通して，実際に運

用実績があるという。

サドゥ氏は「災害で人々の命を救うのは，

ジャーナリスト一人一人にとって，放送局に

とって，そしてABUにとって最優先に位置

づけられるもので，そのために機材を準備し

ておくことは使命である」と語り，将来的に

は，アチェなど高い確率で災害が起きる可能

性のある地域には，「事前にラジオ・イン・ザ・

ボックスとラジオ受信機，バッテリーを備蓄

してほしい」と期待している。

緊急警報放送　普及への課題
Ⅰ節で紹介した2005年2月のワークショッ

プを受けて，早期警戒システムの必要性が議

論され，2005年5月，ABU技術委員会の中

に「緊急警報放送システム」プロジェクトが

設立され，その後，2006年11月にABU宣

言として導入を推進することが盛り込まれ

た。ABU技術委員会では，加盟放送局や政

府への啓もうを続けている。しかし，インド

とネパールの放送局の技術者がNHKの放送

技術研究所で，緊急警報放送の仕組みについ

て学ぶなど，関心はあるものの，実際に導入

するとなると，その動きは鈍い。

緊急警報放送は，放送波に特殊な信号を乗

せて送信し，これに対応する機能を持ったテ

レビ，ラジオ，モバイル端末は，信号を受信

すると自動的にスイッチが入り，放送を受信

できる。この起動信号の標準化について，日

本が働きかけて，ITU（国際電気通信連合）

で勧告が制定された。

ABUでは，2007年2月の放送技術展で，

緊急警報放送が受信できるラジオ（アナログ）

を紹介したのをはじめ，ユネスコの協力を得

て，緊急警報放送の技術を周知し，導入を促

すための展示イベントを繰り返し開いてい

る。展示イベントでは，ABUの技術局長，

NHK関係者，日本の気象庁の担当者などが，

マレーシア，タイ，カンボジア，ベトナム，フィ

リピンなどアジア各国を回り，緊急警報放送

を紹介している。また，ABUでは，各国で

緊急警報放送システムを導入する際の手順を

紹介するハンドブックも作成した（ABU 

2009）。

この7年余りの取り組みで，アジアの放送

局内の技術的な課題はクリアされているとい

うが，実際に導入するには問題が残されてい

る｡ 災害には地域性があり，津波を警戒して

いる国もあれば，洪水に悩まされている国も

ある。また，アジアの多くの国では，とくに

地方の防災システムは未整備で，たとえ防災

情報を受信したとしても，その情報を十分に

いかしきれる体制にはない。さらに，日本で

も受信機の普及が進まないのが課題とされて

いるが，1台数千円から1万円かかるラジオは，

アジアの庶民が簡単に買えるものではない。

いずれにせよ，日本の緊急警報放送の仕組

みをそのまま輸出すればいいというものでは

なく，各国の災害の特徴や防災体制に合わせ

て，その国に適したシステムを構築すること

が求められる。韓国と中国は，それぞれ日本

とは異なった方式の，モバイル放送を活用し

た緊急警報放送を開発したとABUに報告さ

れているが，それ以外に実用化されたケース

はない。

ABUの技術委員会で緊急警報放送導入を
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推進してきたNHK放送技術研究所出身の正

源和義氏が，現時点で最も現実的であると考

えるのが，「ラウドスピーカー」を活用する

方法である。インド洋大津波災害以降，タイ

やインドネシアなどアジアのいくつかの国で

は，沿岸各地や災害の可能性がある地域にス

ピーカーが設置された。そのスピーカーと「緊

急警報放送」を組み合わせて，災害時に自動

的にスイッチが入り，ラウドスピーカーで警

報を流せるようにすれば，まずは最小限の費

用で導入できる（図12）。

防災情報を住民に届けるには，様々な伝達

回路が求められ，ラウドスピーカーを使った

緊急警報放送もその手段の一つとなりうるも

のである。ただし，防災情報は，収集，分析

から伝達，住民の避難行動まで，一連の流れ

として政府の防災システムの中に組み込まれ

るものであり，本稿でもすでに述べた通り，

放送局と政府の防災機関との連携は不可欠で

ある。

Ⅵ 考察　今後の展開

本研究の主目的は災害時の放送局の役割を

考えることである。放送局は防災システム全

体の中の一部であるとの認識から，まず国の

防災体制の現状を調査し，2004年のインド洋

大津波以降，インドネシア，タイを例に，ど

こまで防災システムの整備が進んだのかを調

査した｡ その上で，早期警戒の軸となる「End 

to End」の防災情報の流れを中心に，放送局

はどんな役割を果たしているのかを検証した。

初めにも述べたように，災害を起こす外か

らの自然の力（Hazard）は変えられないのな

らば，災害マネジメント能力を向上し，脆弱

性を減らすことが求められる。アジアではこ

れからも高い確率で自然災害の脅威が続く｡

災害対応能力の向上，および脆弱性の改善と

いう視点から，本章では，防災・減災分野に

おける国際協力のあり方と今後の可能性を考

察したい。

政府の防災体制について
災害時に放送局が機能するためには，政府

の防災体制が確立され，政府機関と放送局が

連携を取れるような仕組みが求められる。

2004年にインド洋大津波災害が発生した時

には，インドネシアにも，タイにも政府の中

に防災を扱う常設機関はなかった。その後，

インドネシアには国家防災庁が，タイには災

害軽減局が設置された。また気象観測を行う

機関の能力向上も進んでいる。その点では，

この8年の間に，仕組みの整備はかなりでき

てきていると評価できるだろう。

しかし，課題もある。インドネシアでは，

図12　緊急警報システム案

ラウドスピーカー

ラウドスピーカー
放送局

ラウドスピーカー

緊急警報放送受信機

正源氏への取材をもとに筆者作成



79

災害報道と国際協力

2012年4月11日の津波警報発令時，BMKG

の防災情報が，防災対応の要である国家防災

庁に届かなかったり，アチェ州沿岸のラウド

スピーカーの電源が落ちて避難呼びかけが

40分以上遅れたりするなど，運用面で課題

が残されていることがわかった。こうしたこ

とから国家防災庁では，アチェのサイレンの

増設や地方防災庁の機能の強化，情報伝達の

ための通信テストの定例化など，改善策を検

討している。災害経験を受けて，自ら課題を

洗い出し，改善策を検討していることは，大

きな進歩と評価できる。

また，タイの場合は，これまで津波災害に

ついては，情報を一元化し沿岸部に津波警報

を伝える仕組みを作ってきたものの，洪水災

害など異なる災害に対応できる能力は十分で

ないことが浮かび上がった。とくに2011年の

洪水災害で明らかになったのは，複数の機関

の観測データを統合し，災害の危険度を判断

する機関がないなど，縦割り行政の弊害であ

る。このため，放送局にとって，防災情報を出

す際にどの政府機関に連絡をとり，どの情報

を使用して危険を判断すればいいのかわから

なかったという声が放送局の関係者から聞か

れた。そうした反省を踏まえ，日本も全面的に

協力して政府の防災体制を改めて整備する取

り組みが始まっている。災害直後から日本の専

門家を政府の復興計画作成のアドバイザーに

入れ，気象予報システムや警報システムの改

良を含む基本計画を策定し，780億バーツ（約

1950億円）もの予算を付けた。同様の災害を二

度と起こさないという決意が表れている。

農業から工業へ依存度が増しているタイで

は，国の形に合わせて防災対策を検討するこ

とが求められるのは当然だが，一歩進めて，

開発を行う際に，防災対策を盛り込んでおく

必要があるだろう。多くの工業団地が洪水被

害に遭いやすい湿地にある。そうした場所を

開発するのであれば，当初から最大限の防災

対策を組み込んでおくべきで，この失敗は今

後の開発に生かされるべきである。

いずれにしても，災害経験を重ねる中で，

その国に適した防災システムが形作られる。

大切なのは，見つかった課題を放置せず，改

善策を施していくことであり，よりより防災

システムを作り上げていくための継続的な取

り組みである。

放送局の課題
インドネシアでは，放送局が防災を担うこ

とは法的に位置づけられたが，実際に防災情

報の提供ができる能力があるのかどうかは別

である。公共テレビTVRIは4月11日に津波

警報が出された際に商業放送に大きく遅れを

とったが，筆者がTVRIを訪ね視察した限り，

TVRIは防災を担う態勢を整えていない。ま

たTVRIは視聴率も低迷しており，政府も

TVRIに防災情報を提供するよう期待してい

ないという意見も聞かれた。一方で，商業放

送は被害の様子など煽るような映像を好む傾

向にあり，災害の被害を減らすための防災情

報は自らの役割であると考えていないとい

う。つまり，現地調査を行った時点で，テレ

ビが防災情報を担えるのかは未知数である。

一方，ラジオについては，公共ラジオRRI

が高い意識を持ち，機材の整備も進めようと

している｡ RRIがどんな災害報道を行おうと

しているのか，コミュニティFMとの連携を

どう進めるのかなど，災害放送に臨む姿勢に，

NHKとの共通点を感じた。
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一方タイでは，公共放送と国営放送がとも

に防災を担おうとしている。2011年タイ大

洪水は，タイの放送局にとって，初めての長

期にわたる本格的な災害報道の経験であっ

た。現地調査により，国営放送NBT，公共

放送タイPBSともに，立場は異なるが使命

感を持って報道に臨んだことがわかった。ま

た，自らの洪水報道の課題を見つけ，機材の

充実，人材育成などに取り組んでいる。筆者

は2007年11月NBT（当時Channel11）の局長

にインタビューしたことがある。その時，局

長は「警報を伝えるのは放送局の役目ではな

い」との認識を示すなど，災害報道を自らの

任務と考えていないという印象を持った。そ

の意識が大きく変わっていたことを今回の調

査で強く感じることができた。

NHKの国際協力の可能性
2004年にほとんどなすすべもないまま多

くの命が失われたことを考えれば，この8年

で政府の防災体制には確実に前進が見られ

る。また放送局もタイでは公共放送と国営放

送が競うように防災放送への取り組みを強化

している。またインドネシアも公共ラジオが

前向きに防災報道への体制整備を進めてい

る。こうした動きの陰に，日本の国際協力が

あり，NHKの国際協力があるのは間違いな

いだろう。各国の政府関係者が，気象観測機

関と放送局の連携を理解しているのは日本の

気象庁とNHKの関係を意識したもので，日

本モデルといっていい。災害報道分野の国際

協力は，インド洋大津波災害の直後から手探

りで始まったもので，8年かけても遅々とし

て進んでいないという批判もあるかも知れな

いが，アジアの国々が途中で投げ出すことな

く防災システム整備を進めている事実を取っ

てみても，大きな成果である。

NHKでは，アジアの放送関係者に対して，

災害報道は国の防災システムの一翼を担うも

ので，放送局だけで独立してできるものでは

ないと繰り返し伝えている。そういう意味で

は，今回現地調査を行ったインドネシアもタ

イも，中央政府レベルの防災体制はかなり整

備され，防災情報の収集，分析能力も高まっ

ている。その防災情報を住民に伝達するとい

う次の段階では，まさに放送局が中心的な役

割を果たすことが求められる。東日本大震災

のNHKの報道を見て，インドネシア国家防

災庁のスゲン次官は，インドネシアの放送局

の災害報道能力向上を強く期待する旨を述べ

ていた。また，タイのNBTを管轄する広報

局から筆者に連絡があり，2012年9月に局

長以下関係者がNHKと気象庁などを視察し

た。アジアの国々では，今後も継続して緊急

対応能力，防災情報提供能力の向上を目指す

ことが求められ，NHKも機会を見て自らの

経験を伝えていくことは重要である。

事例研究（3）で紹介したABUの研修はま

だ試行段階であり順調に定着するのかどうか

先行きは見えない。しかし，ABUの活動に

NHKが協力する形で研修を進めれば，ABU

の持つネットワークを生かせるメリットがあ

る。インドで開かれた2011年11月のABU

総会で筆者もNHKの震災報道を紹介したり，

2012年5月にタイ政府広報局の防災情報研

修に呼ばれたりした。タイでは全国から集

まった政府関係者約100人を前に，NHKの

災害報道について紹介した。参加者から

「NHKの災害報道の予算はどうなっているの

か」，「政府機関同士は日ごろからどう連携を
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取っているのか」，「東日本大震災で多くの人

が亡くなったことを放送局としてどう受け止

めているのか」など質問が相次ぎ，3時間を

超えて話をしたが，熱意を感じた。

緊急警報放送については，現実に導入は進

んでおらず，今後の見通しも不透明である。

初めに導入ありきではなく，それぞれの国で

有効に使える方法を編み出し，持続的に役立

てることが求められる。

現時点でアジアの放送局は，主に災害の「早

期警報｣に焦点を当てて関心を示しているが，

NHKの災害報道は｢早期警報｣に加えて，生

活情報，ライフライン情報，安否情報などで

も経験を積んでいる。また，東日本大震災の

経験から，災害報道におけるソーシャルメディ

ア利用なども，アジアの放送局共通の課題と

なるのではないだろうか。今後も災害報道の

様々な角度からNHKとアジアの放送局で協力

して知恵を出せる部分はある。

また，放 送 局の災 害マネジメント能 力

（Capacity）向 上 に 加 え て，社 会 の 脆 弱 性

（Vulnerability）を減らすうえで放送局ができる

こともある。例えば，インドネシアで，JICAが

住宅の耐震性を高める取り組みを行っている

が，こうした啓発活動を，放送で広めることも

放送局の役割である。また，2012年4月11日

の津波警報発令では，人々がパニックを起こし

て逃げ惑う様子が伝わってきたが，安全に避

難するための防災教育番組を作成することも

できる。NHKはビデオクリップなど，防災啓

発リポートを蓄積している。災害報道の紹介に

加えて，日常の取り組みを紹介するのも，アジ

アの放送局にとって参考になると考えられる。

タイ洪水災害では，日本企業をはじめ，世

界各地に被害の余波が及んだ。インド洋大津

波災害の被害は国境を越えて12カ国にの

ぼった。災害は，一国だけで対応できる問題

ではなく，国際的に連携して防災対策を進め

ていく必要がある。こうした認識から，アセ

アン防災センターの建設計画が進んでいる。

ABUが災害報道研修で制作したリポート

を，国境を越えてアジアの放送局間で共有す

る取り組みを始めようとしていることも評価

できる。その中にNHKが制作する防災をテー

マにしたリポートや東日本大震災アーカイブ

スなどを組み込むことはできないだろうか。

外国の災害から教訓を学び，自国の防災対策

に生かすための情報の仲介者として放送局が

役割を担えるものと考える。

そのことは，翻って日本も海外の災害から

真摯に学ぼうという姿勢が求められることを

意味する。Ⅲ-5で紹介したJST-JICAの国

際協力のインドネシア側代表，インドネシア

科学院のハルヨノ氏は，国際協力を通して「日

本もインドネシアから学べるのではないか」

と述べ，「東日本大震災は，複数の地震の想

定域が連動して揺れた巨大地震であり，

2004年のインド洋大津波災害と同じである。

もし，インド洋大津波災害から日本が真剣に

教訓を学んでいたなら，東日本大震災は想定

外とはならなかったのではないか」と反省を

込めて指摘する。

防災力向上のためには，日本の仕組みをそ

のまま移せばいいというものではなく，一足

飛びに成果が見えるものでもない。同じアジ

アで災害の種類が似ているとはいえ，2011

年のタイ大洪水災害からわかるように，タイ

に適した災害対応システムの構築が必要であ

る。現地調査により，災害には地域性があり，

防災体制にも地域の文化が反映される必要が
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あることを感じた。それでも，幾多もの災害

を経験し，防災に対する知見やノウハウを

培ってきた日本がアジアの国々にヒントを与

えられる部分は多い。アジアの放送局が，防

災分野でより適切に，より大きな役割を担う

ためにも，NHKでは，地道に根気強くその

背中を押すことが必要であろう。　

さらに一歩進めて，アジア防災報道ネット

ワークを構築することも検討の余地があるの

ではないだろうか。例えばABUの防災研修

を発展させて，加盟放送局の防災担当者を

ネットワーク化しておき，毎年定期的に集ま

るなど，情報交換できる仕組みを作るのであ

る。お互いに災害報道の経験を共有でき，自

国の災害報道の改善に生かせる場となる。ま

た，アジアのどこかの国で災害発生した場合，

情報取材源としても活用できる。放送局に

よって，温度差はあるだろうが，災害多発地

帯アジアでは，十分に価値のある活動となり

うるもので，日本の公共放送であるNHKが

存在感を示せる取り組みとなるであろう。

Ⅶ おわりに

本稿の目的は，防災分野の国際協力の現地

調査の結果を報告するとともに，アジアの放

送局に対する災害報道の能力向上支援のあり

方，可能性について考察することであった。

能力を向上させる国際協力の結果が見えるま

でには時間がかかる。UNDP（国連開発計画）

によると，能力開発は「個人，集団，組織，

機関，国家が，自分のシステム，資源，知識

を発展，向上，組織化する過程」である。能

力開発には二つの側面がある。一つは「意識

化」であり，もう一つは，自らが自主的に行

動する能力を身につける「エンパワーメント」

である。あくまで開発計画の作成から実施，

継続的な管理に至るまで被援助国自身が主体

的に行わなければ持続性を持ちえないと考え

られている。このことは災害報道分野の国際

協力にも当てはまる。

現地調査により，インドネシアの公共ラジ

オや，タイの国営放送，公共放送，ABU本

部など，防災報道能力の向上について意識し

ていることが確認できた。これまで，国の防

災体制も未整備で法的にも防災を担うと位置

付けられていなかった放送局が，防災情報の

提供は自分たちの使命であると意識している

点は，能力開発の一つの側面「意識化」の段

階をクリアしているといえる。

また，インドネシアの例で住民の意識も高

まっていることを示す調査結果がある。表4

にあるように，2012年4月にマグニチュー

ド8.6の地震が発生した時，インドネシア・

アチェの海岸付近に暮らす50％を超える人

が，2004年と同程度の津波，35%を超える

人がそこまでではないにしても津波が来ると

思ったと答え，地震発生直後に避難行動を起

こしている。

2004年のインド洋大津波では，無防備な

まま23万人の人命が失われる甚大な犠牲を

表4　津波についての意識

女性 男性

2004年並の津波が来る 52.4 51.9

2004年ほどではないが津波が来る 35.7 35.2

津波は来ない 7.1 9.3

津波について考えなかった 4.8 3.7

後藤洋三氏他による調査（Goto.Y et al.2012）より
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出したが，その後，「Tsunami」という言葉は

世界的に通用するまでに認知され，インドネ

シアの海岸近くで地震が発生すると，大多数

の人がすぐに避難するようになった。

津波警報は，データの観測から警報の伝達，

住民の適切な避難行動まで『End to End』で

伝わってこそ初めて完成したことになる。今

回，インドネシアにおいて警報発令システム

の運用開始は大きな前進ではあるが，まだ道

半ばであり，2012年4月の津波警報発令時

の対応には不安が残る点は本稿で報告した。

また，タイでは，2011年の大洪水の際に警

報そのものが適切に発令されなかったことも

紹介した。

確かに課題は多い。しかし2004年のインド

洋大津波災害後，NHK関係者が持った印象

の「日本と差がありすぎてNHKの知見やノ

ウハウをいかせる段階にない」というレベル

から一歩前進し，NHKの国際協力が実効力

を持ちうる段階に近づいていることを感じ

る。これまで，NHKはのべ何百人もの放送

関係者の研修や視察を受け入れてきたわりに

は成果が見えないという声もあるが，政府の

防災体制が整備されてきたこれからが，アジ

アの放送局が防災報道に本格的に取り掛かれ

る段階であり，NHKの国際協力が大切にな

るのではと思う。

2012年10月にIMF・世界銀行の総会が日

本で開催された際，「東日本大震災からの教

訓」をテーマにシンポジウムが開かれた。そ

の席で，日本では災害が起きるたびに教訓を

学び，政策や防災体制などの改善を行ってき

たということが紹介された。そして，社会の

防災力は，何か対策を取った「結果」向上す

るものではなく，災害体験を踏まえて絶え間

ない改善を重ねる「プロセス」の中で向上す

るものであることが強調された。

日本でも，かつては水災害で数百人，数千

人規模の犠牲者が出ることは珍しくなかっ

た。5000人の犠牲者を出した1959年の伊勢

湾台風の後，国をあげて防災体制を整備した。

その過程で，NHKも指定公共機関として，単

に災害後の被害状況の報道をするのではな

く，災害の被害を減らす防災・減災報道へと

重点を移していった。その後も災害を経験す

るたびに課題を洗い出し，改善を図り，次の

災害に備えている。インドネシア，タイをは

じめアジアの国々の放送局が同様に災害対応

能力の改善を継続的に行い，災害による被害

の軽減に放送局が重要な役割を果たせるよう

になることを願いたい。そのためにNHKは今

後も積極的に国際貢献を続けるべきである。

（たなか たかのぶ）
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