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　東日本大震災後，巨大地震の想定が強化され，2013年3月には津波警報が改訂された。
　改訂では，震災で津波の予想高さを過小評価した反省から，巨大地震の恐れがある場合には，予
想高さの第1報を「巨大」などの定性的表現で発表することになった。本研究の目的は，予想高さの
情報が，緊急情報として如何なる性質を持ち，市町村の避難の呼びかけにどの程度，どのように反
映されるものかを明らかにすることにある。そのために，東日本大震災の被災地と南海トラフ巨大
地震の被害想定域にある市町村を対象に，質的及び量的調査を行い，調査結果を概念的に考察した。
結論は以下の通りである。
■予想高さの数値は，予測の不確かさと幅を伴うので，情報処理の負担が大きく，personalizeが

しにくい性質を持っている。そのために，震災時に，被災地の市町村の多くは，防災行政無線に
よる避難の呼びかけで予想高さを伝えなかった。警報改訂後も，予想高さの数値をマニュアルの
定型文で伝えない市町村が多い。

■情報処理の負担が大きい予想高さの数値の代わりに，多くの市町村は，避難呼びかけで「巨大」
などの定性的表現を取り入れようとしている傾向が窺える。インパクトのある定性的表現を伝え
ることによって，迅速な避難を促そうとしているものと考えられる。定性的表現の意味合いが気
象庁・放送メディアと市町村で異なるケースが見られる。

■東日本大震災時に，予想高さの引き上げを伝えた市町村は非常に少なかった。警報改訂後は，引
き上げを定型文以外で臨機応変に伝えようとする市町村が多い。しかし，大災害の混乱時に更新
される情報を速やかに分析し，住民に的確に伝えることは容易ではない。「予想高さの引き上げ
は危機の深刻化を伝える極めて重要な情報である」という東日本大震災の教訓を風化させない努
力が必要である。
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はじめに
［本研究の背景］

2011年3月11日の東日本大震災では，マ

グニチュード9.0という，国の想定をはるか

に超える巨大地震が起きた。このような巨大

地震の場合には，観測技術上の制約から，直

ちに正確なマグニチュードを推定することは

できない。地震発生直後，気象庁は，政府の

地震調査委員会が想定していたマグニチュー

ド8.0の「宮城県沖地震の連動型」が起きたも

のと判断し，マグニチュードと津波の予想高

さを過小評価した。気象庁が最初に発表した

津波の予想高さは，岩手県と福島県で3メー

トル，宮城県で6メートルであったが，岩手・

宮城・福島の沿岸には10メートルを超す津

波が押し寄せた。沖合の潮位の急上昇をいち

早く捉えていた海底津波計1）のデータを警報

の更新や予想高さの引き上げに生かすことが

できなかった。

事前の想定を超える巨大地震が起き，マグ

ニチュードと予想高さを過小評価したこと

が，住民の避難の遅れにつながったとされて

いる2）。

この教訓から，中央防災会議の専門調査会

は，「今後，地震・津波の想定を行うに当たっ

ては，あらゆる可能性を考慮した最大クラス

の巨大な地震・津波を検討していくべきであ

る」とする報告書を，震災から半年後の2011

年9月にとりまとめた3）。

報告書の方針に従い，内閣府に設置された

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」は，

南海トラフ沿いの海底断層が複数個所で連動

して破壊，マグニチュードが9.1と世界最大

級となるケースを想定し，震度分布と津波の

高さ，浸水域，到達時刻の推計値を2012年

8月に発表した4）。それによると，最悪の場合，

津波の高さは最大で34メートルに達する。

場所によっては地震から僅か数分間で高さ

10メートルの津波が押し寄せ，東日本大震

災の1.8倍，関東から九州にかけての1,015

平方キロメートルが浸水する。

東日本大震災から2年後の2013年3月，気

象庁は津波警報を大幅に改訂した。改訂では，

巨大地震の可能性を見落とすことがないよう

予測・判定の技術を改善し，巨大地震の可能

性がある場合には，津波の予想高さの第1報

は，不確実性を避けるために数値（メートル）

ではなく，「巨大」と定性的な表現で発表する。

その際，警報の本文に，「東日本大震災クラ

スの津波が来襲します」というメッセージを

入れることになった。

一方，マグニチュードが6クラス後半から

8に近い，発生頻度が比較的高い地震の場合

には，予想高さは第１報から数値で伝える。

数値は，避難の足を鈍らせることがないよう，

予測幅の上限値を発表することになった。

海底津波計のデータも予想高さや警報の更

新，沖合の観測値の発表に活用する。

2013年5月には，気象業務法が改正され，

津波の予測値が3メートル以上の場合に出さ

れる大津波警報は「特別警報」として位置づ

けられ，市町村に住民への通報義務が課せら

れることになった。

［本研究の目的］

東日本大震災の反省点とされているのは，

想定を超える巨大地震が起き，マグニチュー

ドと津波の予想高さを過小評価したために，

住民の避難が遅れたことである。この反省を
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踏まえ，予想高さの過小評価を防ぎ，発表す

る予想高さの数値によって避難の足を鈍らせ

ることがないようにすることが警報改訂の主

な狙いである。

しかし，そもそも東日本大震災では，予想

高さの情報が被災地の住民に伝わっていたの

だろうか。市町村は避難を呼びかける際に，

予想高さを伝えていたのだろうか。そうでな

かったとすれば，それは何故か。

東日本大震災の後，巨大地震の想定が見直

され，警報改訂で予想高さの発表の仕方も大

幅に変わった。想定の見直しや警報の改訂で

脅威のアピールが強化されたが，市町村や放

送メディアの情報伝達はどう変わろうとして

いるのだろうか。市町村は今後，予想高さの

数値を伝えるのだろうか。「巨大」という定

性的表現を使うのだろうか。警報本文中の「東

日本大震災クラスの津波が来襲します」とい

うメッセージをどのように取り扱うのだろう

か。

こうした問いを検証し，予想高さの情報が

緊急情報としてどのような性質を持ち，危険

回避のためのメッセージである避難の呼びか

けにどの程度，そしてどのように反映される

ものかを明らかにすることが本研究の目的で

ある。予想高さの緊急情報としての性質を問

い直し，避難の呼びかけへの影響力を測定す

ることは，危機の重大さと深刻化，その切迫

性を的確に伝える情報のあり方を検討する上

で，何がしかの示唆を与えることになるであ

ろう。

［本論の構成と研究方法］

目次に示す通り，Ⅰでは，予想高さとは何

か，津波警報改訂によって，予想高さの発表

がどのように変わったか説明する。

Ⅱでは，東日本大震災の際に，被災地の

37市町村が防災行政無線で予想高さの数値

とその引き上げをどの程度住民に伝えてい

たのか，電話による聞き取り調査の結果を示

す。

Ⅲでは，Ⅱの調査結果を災害情報論やコ

ミュニケーション理論の知見から概念的に考

察するアプローチを試み，予想高さの緊急情

報としての性質や避難呼びかけとの関係を明

らかにする。

Ⅳでは，Ⅲの概念的考察に基づいて，改め

て警報改訂について論じる。

Ⅴでは，巨大地震の想定見直しや警報改訂

を受けて，市町村が避難呼びかけの中で予想

高さをどの程度，どのように伝えようとして

いるのかをケーススタディと郵送によるアン

ケート調査で明らかにする。調査対象には，

東日本震災の被災地と南海トラフ巨大地震の

被害想定域の市町村を選んだ。

Ⅵでは，東日本大震災以降，放送メディア

の情報伝達，とりわけ避難の呼びかけ方がど

のように変わろうとしているのかを報道担当

者への聞き取り調査によって明らかにする。

Ⅰ 予想高さとは何か

津波の予想高さについては厳密な定義があ

るわけではないが，本研究で言う「予想高さ」

とは，津波が沿岸に到達した時に予想される

高さとして気象庁が発表する情報のことを指

す。一方，津波の高さの「予測値」とは，予

測システムによって算出された推計値を指

す。後述するが，この予測値の水準ごとに，
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警報や注意報を発表する基準（発表基準）が

決められている。予測値を基にして，予報区

ごとに警報・注意報と予想高さが発表される。

1では，予想高さが津波の情報の中でどの

ように位置づけられているのか，ハザードの

重大さを表す目安としてどんな意味をもって

いるのか，予想高さはどのようにして決めら

れるのか，さらに，津波警報の改訂によって

予想高さの発表の仕方がどう変わったか説明

する。

Ⅰ−１ 情報としての位置づけ

予想高さの情報としての位置づけは，警報

改訂後も変わらない。気象庁が出す津波の情

報は，大別すると，津波警報，津波注意報，

津波情報，津波予報の4種類がある。予想高

さは，津波情報として分類される（図1）。

プライオリティは警報，注意報が高い5）。従っ

て，警報や注意報が先ず出される。それと同

時か直後に，予報区（全部で66）ごとの予想

高さと到達予想時刻が発表される。予想高さ

はメートル単位で示される。次いで，予報区

よりもさらに細かい主要地点の満潮時刻や到

達予想時刻が，その後に，沿岸や沖合の観測

値が発表される。津波予報は，地震発生後，

津波による災害が起こる恐れがない予報区に

出される。

予報区ごとに津波の高さを予測して，警報・

注意報，予想高さ，到達予想時刻を発表する

ことを量的津波予報と言う。従って，予報区

ごとの予想高さは，量的津波予報の代表的な

情報である。

予報区名ごとの予想高さが，警報や注意報

の本文に記載されることはない。このことは

改訂の前後で変わらない。ただ，改訂前は，

警報や注意報の本文中に，警報や注意報を出

す旧発表基準の下限ないしは中間の数値が書

かれていた。例えば，大津波警報の解説文に

は「高いところで3m程度以上の津波が予想

されますので，厳重に警戒してください」と

旧発表基準の下限値3メートル以上が記載さ

れていた。しかし，改訂後は，警報本文中に

発表基準の数値が示されることはない。これ

は，「3メートル程度以上」が3メートルと誤

解され，避難の足を鈍らせることがないよう

にとの判断からである。

Ⅰ−２ ハザードの指標としての予想高さ

予想高さは，津波というハザード（災害因）6）

の重大さを表す指標として，どのような意味

をもっているのだろうか。

アメリカのFEMA（連邦緊急事態管理庁：

Federal Emergency Agency）が警報システム

図１　気象庁が出す津波の情報の種類

津波注意報

津波警報（大津波／津波）

津波情報 各地の満潮時刻・到達予想時刻

予想高さ　・到達予想時刻

観測値（沿岸・沖合）

津波予報 Ⓑ注意報解除後も海面変動継続

Ⓐ若干の海面変動

Ⓒ津波の心配なし

（出典） 気象庁HPなどを参考に作成



49

巨大津波の予想高さと避難呼びかけ

に採用し，ITU（国際電気通信連合：Inter-

national Telecommunication Union）の勧告と

もなっている警報様式の国際仕様，CAP

（Common Alerting Protocol）7）では，図2に

示すように，切迫度（urgency），深刻度（severity），

確実度（certainty）の3つの情報要素を使った

3次元でハザードのスケールを表す考え方が

採用されている。図はそれぞれの頭文字を

とってU/S/Cモデルとも呼ばれる。

U/S/Cモデルで津波というハザードのス

ケールを考えると，津波の予想高さは深刻度

（severity）を，津波の到達予想時刻は切迫度

（urgency）を，沿岸や沖合での津波の観測値

は確実度（certainty）に当たると考えること

ができる。

Ⅰ−３ 予想高さはどのように決められるか

Ⅰ−3−1	マグニチュードの推定

地震による津波の高さを予測するために

は，震源の位置と地震の規模＝マグニチュー

ド（Ｍ）を推定しなければならない。日本の

近海で地震が起きると，各地の地震計が地震

波の波形を気象庁本庁と大阪管区気象台の

サーバーに伝送する。サーバーは地震波の観

測時間・進行方向・振幅から震源の位置を，

地震波の最大振幅からマグニチュードを推定

する8）。

問題となるのは，このマグニチュードの推

定に，周期の短い地震波の最大振幅を使わざ

るを得ないことだ。実は，マグニチュード8

を超えるような巨大地震の場合には，もっと

周期の長い地震波の最大振幅を観測しない

と，正確なマグニチュードは求められない。

しかし，これには時間がかかる。気象庁は地

震発生から概ね3分で津波の警報と注意報を

出すことを目標にしている。そこで，とりあ

えず，第1報は，周期の短い地震波に

よってマグニチュードを推定していた

のだが，東日本大震災では，これが裏

目に出た。地震直後に，気象庁が推定

したマグニチュードは7.9で，津波の

規模を過小評価してしまった。予測の

精度と迅速さにはトレードオフの関係

がある。

このため，気象庁では，2012年5

月から，巨大地震の可能性があると思

われる時には，周期の短い地震波から

推定したものでなく，震源域で想定さ

れている最大のマグニチュードを使っ

て津波の高さを予測する手法に変え

た。例えば，南海トラフ巨大地震の想定震源

域の場合には，想定されているマグニチュー

ドの最大値9.1を使って予測することにな

る。津波警報の改訂後も，この手法が使われ

る。

図2　ハザードの重大さを表す指標（u/s/cモデル）

urgency

ハザード
（event）

（出典） Workshop on ICT Standards for Public Warning-Geneva 2006　 
Effective Public Warning and the Common Alerting Protocol (CAP)による。日本語訳は筆者

切迫度

se
ve
rit
y

深刻度

cer
tain
ty
確実度
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Ⅰ−3−2	警報・注意報の発表基準

震源の位置とマグニチュードの推定値が得

られると，次に「津波予報データベース」を

使って，津波の高さの予測値を求める。この

データベースには，どこで，どの位の規模（マ

グニチュード）の地震が起きれば，どの程度

の津波が発生するのか13万通りのシミュレー

ション結果が予め格納されている。データ

ベースに震源の位置とマグニチュードの推計

値をインプットし，津波の高さの予測値を検

索する訳だ。予測値は予報区ごとに出される。

前述の巨大地震の可能性がある場合にも，想

定されているマグニチュードの最大値を，デー

タベースにインプットして予測値を求める。

予測値の水準によって，津波注意報，津波

警報，大津波警報を出す。この予測値の水準

のことを警報，注意報の発表基準と言う。予

測値が大津波警報，津波警報，津波注意報の

発表基準を超えた予報区には，警報・注意報

と予想高さの第1報がそれぞれ出される。発表

される予想高さは，メートル単位で示される。

大津波警報の発表基準は，これまで3メー

トル以上だったが，警報改訂後は3メートル

超となった。津波警報は，これまでの1メー

トル以上～3メートル未満が1メートル超～

3メートル以下に，津波注意報は0.2メート

ル以上～1メートル未満が0.2メートル以上

～1メートル以下に変わった。表１にそれら

を示す。

Ⅰ−3−3	予想高さの引き上げ

地震発生から15分程後に，周期の長い地

震波の最大振幅を観測して，より正確なマグ

ニチュードの推定値を求める。その値が当初

の推定を上回っている場合には，前述のデー

タベースを利用して，予測値を検索し直し，

警報や予想高さを引き上げる。

東日本大震災で，気象庁が，予想高さの過

小評価に気づいたのは，上記のマグニチュー

ドの精査ではなく，釜石沖などに設置された

GPS波 浪 計9）のデータによってであった。

GPS波浪計が沖合の潮位の急上昇をキャッチ

したことから，気象庁は地震発生から28分後

に岩手・福島両県の予想高さを3メートルか

ら6メートルに，宮城県の予想高さを6メート

ルから10メートル以上に引き上げた。さらに

地震発生から45分後には，岩手県から千葉県

九十九里・外房にかけての太平洋沿岸の予想

高さを10メートル以上に引き上げた。

実はGPS波浪計よりもさらに沖合にある

海底津波計が，潮位の急上昇をかなり早くか

ら捉えていたのだが，これを予想高さの引き

上げや警報の更新に生かすことはできなかっ

た。

この教訓を踏まえ，警報改訂後はGPS波

浪計16基に加え，ケーブル式とブイ式の海

底津波計36基を使って，巨大津波の襲来を

いち早くキャッチし，「沖合津波観測情報」

として発表することになった。ブイ式のうち

3基は，三陸沿岸から300～380キロ離れた

日本海溝東側に設置された。震源が日本海溝

付近であるならば，ブイ式が津波を観測して

から沿岸に津波が押し寄せるまで30～40分

表 1　警報・注意報の発表基準

現　行 改訂後

大津波警報 3≦予測値 3<予測値

津波警報 1≦予測値<3 1<予測値≦3

津波注意報 0.2≦予測値<1 0.2≦予測値≦1

（出典） 気象庁資料を基に作成。数字の単位はメートル。
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の猶予時間があるという。

沖合の観測値が一定の基準を超えた場合に

は，注意報を警報に切り変えたり，津波警報

を大津波警報に引き上げたりする。発表する

数値が数段階ある大津波警報では（後述），

大津波警報は変わらずに，予想高さの数値が

引き上げられることもある。

警報改訂後は，沖合の津波によって警報や

予想高さを更新する際には，　警報文の見出

しに「沖合で高い津波を観測したため大津波

警報・津波警報を切り替えました。津波到達

予想時刻・予想される津波の高さに関する情

報を更新しました。ただちに避難してくださ

い」と明記することになった。

Ⅰ−４ 発表される予想高さ

改訂前は，発表する予想高さを大津波警報

は3・4・6・８・10メートル以上の5段階，

津波警報が1・2メートルの2段階，津波注意

報が0.5メートルの１段階と計8段階に区分

し，いずれも数値だけで発表してきた（表2）。

改訂後は，予想高さの第1報は数値もしく

は定性的表現のいずれかで発表される。この

うち，数値で発表されるのは，概ねマグニ

チュードが6クラス後半から8に近い地震

で，マグニチュードの過小評価がないと判断

される場合である。改訂後は，大津波警報が

5・10・10メートル超の3段階，津波警報は

3メートルの1段階。津波注意報は1メート

ルと計5段階に整理された。

表1に示す通り，大津波警報の発表基準は

予測値3メートル超であるが，予測値の水準

が3メートル～5メートルの区分幅内であれ

ば上限の5メートルを，予測値が5メートル

～10メートルの区分幅内であれば，同じく

上限の10メートルを予想高さとして発表す

る。津波警報は予測値の区分幅1メートル～

3メートルの上限3メートルを，津波注意報

は予測値の区分幅0.2メートル～１メートル

の上限1メートルを発表する。このように上

限を発表するのは，予想高さが避難行動を抑

制することがないように配慮したもので，警

報改訂前と比べると発表される予想高さの数

値は全体に高くなった。

一方，予想高さの定性的表現は，東日本大

震災クラスの，マグニチュード8を超えるよ

うな巨大地震の可能性があると判断された時

に使う。

前述のように，気象庁は，巨大地震の可能

性がある場合には，周期の短い

地震波の観測値から推計したマ

グニチュードではなく，震源域

で想定されているマグニチュー

ドの最大値を使って，津波の高

さの予測値を求める。しかし，

その予測値は現実のデータに基

づくものではないから，不確か

さを伴う。そこで発表する予想

高さは，数値ではなく定性的表

表 2　予想高さの表現

旧 改　　訂

区　分 数値表現 区　分 数値表現 定性的表現

大津波警報

10以上
８
６
４
３

10以上
8
6
4
3

10超
5～10
3～5

10超
10		
5 巨大

津波警報
２
１

２
１

1～3 3
高い

津波注意報 0.5 0.5 0.2～１ 1 表現しない

（出典） 気象庁資料を基に作成。数字の単位はメートル。
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現が用いられることになった。

予想高さの定性的表現は，大津波警報の予

報区では「巨大」，津波警報の予報区では「高

い」となる。津波注意報では定性的表現は使

われない。定性的表現が使われる場合には，

警報の本文に，「東日本大震災クラスの津波

が来襲します」「地震の規模（マグニチュード）

は8を超える巨大地震と推定されます」とい

うメッセージが入る。

定性的表現は予想高さの第1報に限って発

表される。地震発生から約15分経過後には，

周期の長い地震波の最大振幅から，より正確

なマグニチュードの推定値が求められるの

で，その段階から，予想高さは定性的表現か

ら数値での発表に切り替えられる。

Ⅱ 市町村は予想高さを
伝えたか

Ⅱ−１ 予想高さは住民に伝わっていたのか

東日本大震災の反省点とされているのは，

事前の想定を超える巨大地震が起きたため

に，マグニチュードと津波の予想高さを過小

評価したこと，それが住民の避難の遅れにつ

ながったことであった。しかし，そもそも津

波の予想高さは，東日本大震災の被災地の住

民に伝わっていたのだろうか。

図3，4は，東日本大震災後の2011年7月

に，内閣府・消防庁・気象庁が岩手，宮城，

福島の被災3県の避難所・仮説住宅の住民

870人を対象に行った面接調査の結果であ

る。このうち，図3は避難までの間に大津波

警報や予想高さ，津波の観測値といった津波

の情報と市町村の避難呼びかけを見聞きした

かどうかを質問したものだ。見聞きしたとい

う人の割合は，岩手，宮城両県では約半数，

福島県では半数以下の43パーセントにとど

まっている。図の右側の欄は，情報を見聞き

したという人に情報の種類を問うたものだ

が，情報のうち予想高さを見聞きしたという

回答は，岩手県で46パーセント，宮城県で

40パーセント，福島県で35パーセントと少

ない。

図4は，各情報の入手源を訊ねた結果であ

る。全体に防災行政無線が多い。地震の直後，

岩手，宮城両県を中心に広範囲で停電し，多

くの家庭や事業所ではテレビやパソコンから

情報を入手することができなかった。また，

地震の激しい揺れで，通信は回線や交換機，

携帯端末の基地局が損傷し，電話やFAX，

携帯端末も非常につながりにくかった。携帯

端末は，基地局が機能していたとしても，通

話量の急増による輻輳，輻輳を防ぐための通

話規制によって，通話が困難な状態であった。

当時，ほぼ通常通りに機能していたメディア

は，防災行政無線やラジオ，ワンセグなどに，

ほぼ限られてしまった。つまり，停電や通信

途絶の中で，市町村の防災行政無線が，住民

への情報伝達上，相対的に非常に重要な役割

を担っていたのである。

内閣府・消防庁・気象庁の共同調査では，

被災地では，予想高さを見聞きした人が少な

かった。市町村は，津波の予想高さとその引

き上げの情報にどのように反応し，防災行政

無線でどの程度伝えていたのだろうか。

Ⅱ−２ 電話による聞き取り調査

筆者は，2012年9月3日から20日にかけ
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図3　情報の見聞き・見聞きした情報の種類

（出典） 内閣府・消防庁・気象庁共同調査「東北地方太平洋沖地震の津波警報及び津波情報に関わる面談調査結果」
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図4　津波・避難情報の入手源

（出典） 内閣府・消防庁・気象庁共同調査「東北地方太平洋沖地震の津波警報及び津波情報に関わる面談調査結果」
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て，岩手，宮城，福島3県の沿岸37市町村

を対象に電話で聞き取り調査を行った。聞き

取りの対象者は，防災行政無線で住民に避難

指示の呼びかけを行う防災担当者である。市

町村によっては，緊急事態に備え24時間待

機している消防本部が避難の呼びかけを行っ

ているところもあり，その場合には消防本部

を調査対象とした。市町村が避難を呼びかけ

る方法としては，防災行政無線と広報車，消

防団員による巡回が一般的である。東日本大

震災時も，概ね，こうした方法が採られたの

だが，広報車などで避難を呼びかけていた自

治体職員や消防団員には殉職した方々も多

く，聞き取り調査では，防災行政無線の伝達

内容だけを対象とした。

被災地の市町村は，停電して自家発電や無

停電電源装置がない場合には，ラジオやワン

セグ，携帯メール，消防無線などによって，

停電しても自家発電がある場合には，テレビ

やJ-ALERT10），気象庁の防災情報提供シス

テム（主としてFAX）によって，大津波警報

や予想高さの情報を入手していた。地震直後

から情報が入手できていなかったと回答した

のは，37の市町村のうち1つの町だけであっ

た。

主な調査項目は，1各市町村は，大津波警

報と予想高さの第1報が出された当初から予

想高さの数値を伝えていたのかどうか2予想

高さ引き上げを伝えたのかどうか3予想高さ

の引き上げをどのメディアで知ったのか4大

津波警報の第1報をどのメディアで知ったの

か5予想高さの引き上げ以外に，防災行政無

線でどのようにして危機の切迫性を伝えたか

である。

Ⅱ−2−1	予想高さ（第1報）を伝えたか

図5の円グラフは1について集計したもの

である。市町村によっては，防災行政無線の

放送記録が残っておらず，震災当日から調査

時点まで1年半が経過しているため，当時の

記憶が曖昧な場合もあった。同僚や住民の証

言などから「伝えた可能性が高い」，あるい

は「伝えなかった可能性が高い」という回答

は，図ではそれぞれ「伝えた」「伝えなかった」

として集計した。

また，ここで言う予想高さの数値とは，大

津波警報の直後に出された量的津波予報の予

想高さ第1報（岩手県3メートル，宮城県6

メートル，福島県3メートル）以外に，警報

文の解説に書かれていた発表基準の下限値，

「3メートル程度以上」も含まれる。図の「伝

えなかった」は予想高さの第1報と大津波警

報解説文の数値を，いずれも放送しなかった

場合である。

図に示す通り，37市町村のうち，予想高

さの第1報を「伝えなかった」もしくは「伝え

なかった可能性が高い」と回答した市町村は，

全体の62パーセントに当たる23市町村で

あった。23市町村のち，4自治体は地震で庁

舎や防災行政無線の装置が損壊したために，

図5　予想高さの数値を伝えたか（第1報）

伝えなかった
23（62％）

伝えた
9+2=11
（30％）

不明
3（8％）

（注） ％は小数点以下を四捨五入

N=37
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防災行政無線による避難の呼びかけ自体がで

きなかったもので，これを差し引くと19市

町村で全体の58パーセントとなる。

これに対して，「伝えた」もしくは「伝えた

可能性が強い」と回答した市町村は11で，全

体の30パーセントであった。図の9＋2＝

11とあるのは，大津波警報の直後に出され

た予想高さの第1報（岩手県3メートル，宮

城県6メートル，福島県3メートル）を「伝え

た」か「伝えた可能性が強い」自治体が9，予

想高さの第1報ではなく，大津波警報の解説

文にある「3メートル程度以上」のみを伝えた

自治体が2の意味である。従って，予想高さ

の第1報を伝えた9自治体だけを考えるなら

ば，「伝えた」か「伝えた可能性が高い」とす

る割合は24パーセントに下がる。

9自治体の中には，予想高さの3メートル

を伝える際に，もっと高い津波が襲来する恐

れがあると判断して，「3メートル以上」と「以

上」をつけ足して伝えていた例も複数あった。

予想高さの第1報を伝えた市町村は，全体

の3割と少数派であった。何故，避難の呼び

かけをする際に，予想高さの数値が伝えられ

なかったのか。電話による聞き取り調査では，

予想高さを伝えなかった理由についても自由

回答の形式で訊ねてみた。その結果，「伝え

なかった」理由としては，概ね次のような回

答が多かった。

■「予想高さの数値を出すことはマニュアル

にはなく，これまでに伝えたことがない」

■「先ずは逃げてもらう避難の呼びかけを優

先した」

■「予想高さは不確かで数値が独り歩きする

恐れがある」

■「予想高さは湾形など地形によって異って

くるから」

■「予想高さを聞いても被害の大きさをイ

メージできず，ピンとこなかったので」

■「一般住民には分かりにくいので」

■「大混乱で余裕がなかった」

予想高さの数値を伝えることに地域差は見

られるだろうか。昔から繰り返し大津波が襲

来している三陸沿岸の13市町村と，津波災

害がこれまで殆どなかった三陸より南の24

市町村を比べてみたのが表3である11）。

ここでは，37市町村から，予想高さの数

値を伝えたかどうか不明の3自治体と庁舎や

設備の損壊で防災行政無線が使えなかった4

自治体を除外した30市町村を三陸・非三陸

に分けて比較した。物理的に伝えられなかっ

た4自治体を除外したのは，予想高さの数値

に対する反応を比較するためである。母数が

30と小さいので，断定的なことは言えない

かもしれないが，予想高さの数値を伝えた市

町村の割合は，津波災害に対する感受性や応

答性が強い三陸地域の方が多くなっている。

Ⅱ−2−2	予想高さ引き上げを伝えたか

図6は，2の予想高さの引き上げを伝えた

かどうかについて集計したものである。

気象庁は，津波の予想高さを午後3時14

分（第2報）と午後3時31分（第3報）の2回引

き上げているが，このうち1回でも引き上げ

の数値を防災行政無線で伝えた場合には「伝

えた」としてカウントした。従って，図6の「伝

えなかった」は0回を意味する。また，図5

の場合と同様，「伝えた可能性が高い」，「伝

えなかった可能性が高い」は，それぞれ「伝
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えた」，「伝えなかった」に含めた。

集計の結果は，37市町村のうち，予想高

さの引き上げを「伝えなかった」が25市町村

で全体の68パーセントを占めている。この

中には，庁舎や施設の損壊で物理的に放送が

できなかった4自治体が含まれる。これらを

除外すると，64パーセントとなる。「伝えな

かった」市町村の数と割合は，図5の第1報

の段階よりもさらに増えている。

第1報の段階で予想高さの数値を伝えてい

ない市町村は，概ね引き上げの数値について

も伝えていない。「伝えなかった」理由を自

由回答の形式で答えてもらったが,概ね次の

ようなものであった。

■「予想高さを最初から伝えていないので，

引き上げも伝えなかった」

■「とにかく逃げてもらうよう，避難の呼び

かけに徹した」

■「もっと大きな津波がくるかもしれないと

考え，放送しなかった」

■「災害対応で余裕がなかった」

■「沖合に大津波が迫るのが見え，予想高さ

を伝えるまでもなかった」，

■「災害対応や津波襲来の混乱で予想高さ引

き上げに気がつかなかった」

伝えなかった25市町村のうち，「予想高さ

引き上げに気がつかなかった」と答えたのは

3自治体であった。

一方，「伝えた」と回答したのは7つの自治

体で，全体の19パーセントであった。第1

報よりさらに減っている。予想高さの第1報

は伝えなかったものの，引き上げは伝えたと

いうのは1自治体だけであった。この自治体

は，津波襲来まで比較的猶予時間がある非三

陸地域にあり，予想高さが10メートル以上

に引き上げられた第3報のみを放送した。

津波の予想高さ引き上げは，想定や当初の

予測を上回る想定外の事態を伝え，住民に避

難を促す上で，非常に重要な情報だが，市町

村の防災行政無線では，余り伝えられていな

かった。被災地の一般家庭や事業所の多くは，

地震による停電でテレビを見ることができな

かった。また，通信設備の損壊や発信規制で，

電話や携帯端末などの通信機器もつながりに

くかったから，防災行政無線で伝えられな

かった地域では，多くの住民が予想高さ引き

上げの情報を入手できなかった12）。

図6　予想高さ引き上げを伝えたか（第2報・第3報）

（注） ％は小数点以下を四捨五入

伝えなかった
25（68％）

伝えた
7（19％）

不明
5

（14％）

N=37

表3　地域比較・予想高さ（第１報）を伝えたか

三　陸
（N=12）

（注） ％は小数点以下を四捨五入

6（50％） 6（50％）

非三陸
（N=18）

5（28％） 13（72％）

伝えた 伝えなかった
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Ⅱ−2−3	予想高さ引き上げを何で知ったか

調査項目の3，予想高さの引き上げをどの

メディアによって知ったのかを複数回答で集

計したのが図7である。37市町村のうち，不

明と回答したのは2自治体で，35市町村は，

1～3種類のメディアを挙げている。各種メ

ディアで覚知した時点については，伝達され

た直後であったものか，一定の時間を経過し

た後であったかどうかは，回答者の記憶が曖

昧で明確ではない。　　

図に示したように，予想高さの引き上げを

知ったメディアとしてはテレビが圧倒的に多

かった。予想高さの引き上げに気がつかなかっ

たというのは3自治体であったから，多くの市

町村は，覚知の時間はともかくとして，テレ

ビで情報を入手していた。しかし，テレビで

放送された予想高さの引き上げの情報が避難

の呼びかけに反映されることは少なかった。

Ⅱ−2−4	警報の第1報を何で知ったか

予想高さの引き上げを知ったのは，テレビ

が圧倒的に多かったが，4大津波警報の第1

報はどうだろうか。複数回答の集計結果を示

したのが図8である。不明と回答したのは2

自治体で，35市町村は，1～3種類のメディ

アを挙げている。大津波警報の第1報を覚知

し た の は， や は り テ レ ビ が 多 い の だ が，

J-ALERTによって知ったという回答が予想

高さ引き上げ時の2倍以上あった。また，予

想高さ引き上げ時に比べると多メディア化の

傾向が窺える。

Ⅱ−2−5	どのように危機を伝えたか

各市町村は，5予想高さの引き上げ以外に，

防災行政無線でどのようにして危機の切迫性

を伝えたのだろうか。市町村の中には，庁舎

が津波に呑み込まれ，防災行政無線で避難の

呼びかけを行っていた職員が犠牲になったと

ころもある。放送記録が残されていない場合

も多かったが，当時の記憶や同僚の証言，住

民が撮影したデジタル映像の音声記録などか

ら，質問に自由回答の形で答えてもらった。

図7　予想高さ引き上げを覚知したメディア（複数回答）
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図8　大津波警報第1報を覚知したメディア（複数回答）
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聞き取り調査に対して，「マニュアルにない

ような特段の呼びかけをした訳ではない」と

する市町村が多かったが，自治体によっては

切迫する事態を次のような呼びかけで伝えて

いた（複数回答）。

■「第1波の到達を放送した」

■「他の地域で高い津波が観測されたという

消防無線の情報を伝えた」

■「消防組合が所有している潮位計の変動を

伝えた」

■「沖合で津波を目撃したという消防の情報

を放送した」

■「沖合に津波の白波が見え，防潮堤を乗り

越えたので，大津波が押し寄せていると

放送した」

■「湾の入り口に津波，川を遡上などと実況

した」

■「津波が防潮堤を越え，川を遡上・逆流し

ていることを実況した」

■「津波が町内の中学校まで来ていると伝え

た」

■「直ちに避難しろ！高台へ逃げろ！などと

命令口調で放送した」

■「役場が2階まで水没し，逃げろー，高台

に逃げろーと強い口調で訴えた」

上記の回答を見ると，危機の切迫を伝える

のに，第1波の到達や，潮位計の変動，他の

地域での津波観測，防潮堤の越流，沖合での

津波目視など実況系の数値や情報が使われて

いることが分かる。

Ⅲ 調査結果を概念的に
考察する

東日本大震災では，予想高さを過小評価し

たことが主要な反省点とされているが，Ⅱの

調査結果を見ると，被災地の市町村の多くは，

予想高さの第1報を防災行政無線で住民に伝

えていなかった。第1報を伝えていないので，

引き上げも伝えていなかった。一般の家庭や

事業所では，地震による停電や通信の途絶で

テレビやパソコンを見ることができず，情報

源となるメディアが限られていたから，防災

行政無線で伝えられていなければ，予想高さ

の情報を見聞きした人の割合は少なくなる。

図3の内閣府などが行った調査で，予想高さ

を見聞きした住民が少なかったのは，そのた

めと考えられる。

被災地の市町村の多くが予想高さとその引

き上げを伝えていなかったことをどう捉えた

らよいのだろうか。そこには，予想高さの緊

急情報としての性質，予想高さと避難呼びか

けの緊急時コミュニケーション上の位置関係

といった要因が作用しているのではないだろ

うか。災害研究やコミュニケーション研究の

知見によって，要因を概念的に考察するアプ

ローチを試みる。

Ⅲ−１ 予想高さと避難呼びかけの関係

今後の論点を明確にするために，先ずは，

予想高さと避難呼びかけの位置関係をはっき

りとさせておきたい。

予想高さは，気象庁が発表する津波の情報

の1つである。一方，避難の指示や勧告の情

報は市町村が出す。住民に対して避難の勧告
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と指示を行うのは，災害対策基本法によって，

市町村長の権限と定められている。

災害情報論の研究で知られるD.S. Mileti

とJ.H. SorensonのPublic Warning（ 公 衆 警

報）モデルを図9に示す13）。図中の用語には，

日本で用いられている意味合いと異なってい

たり，和訳よりも含意が幅広かったりするも

のもあるので，正確を期すために原文のまま

にしてある。例えば，Warningの和訳は警報

で，日本では警報と言えば津波警報や大雨警

報を意味し，市町村が出す避難の指示や勧告

とは区別して使われている。しかし，図の

Warningは，日本でいう警報に避難情報を加

えた概念として使われている。

このモデルでは，災害情報伝達のプレー

ヤーとしてDETECTION・MANAGEMENT・

RESPONSEという3つのサブシステムを考

える。

このうち，DETECTION はNWS（アメリ

カ国立気象局 ：National Weather Service）

やUSGS（アメリカ地質調査所:United States 

Geological Survey）などの科学的な監視・分

析を行う機関を指す。日本の場合には，気象庁

や河川の洪水予報を出す国土交通省などがこ

れに当たる。DETECTIONはENVIRONMENT

（環境）を監視（Monitoring）して，hazardを

発見する（Detection）。そして収集したデー

タを分析して評価し（Data assessment），予

知や予測を行う（Prediction）14）。それらを他

のサブシステムに通報する（Informing）。

MiletiとSorensonによれば，一連のプロ

セス中，監視や分析・評価に際しては，科学・

技術的な限界や制約，観測者の経験や技量の

不足，予測に際しては不確実性の問題が伴う

という。また，通報に際しては，内容が専門

的に過ぎ，分かりにくくなりがちなこと，誤

報を恐れて通報が遅れることなどの問題点を

指摘している。最も良い通報内容とは，①災

害発生までのリードタイム②被害が予想され

る地域③災害の規模④災害が起きる可能性⑤

被害予測の5つの要素が明示さ

れていることだという。

図の右上のMANAGEMENT

というのは，避難情報を出す地

方自治体の危機管理部局（責

任者）のことで，アメリカでは

市長や，郡の上級職，知事など

がその職責を担っている。日本

で言えば，市町村や県の災害担

当部局（責任者は首長）がこれ

に当たる。MANAGEMENTは，

DETECTIONからの通報を解

釈 し（Interpretation）， 人 び と

に危険が迫りつつあることを知

らせ，避難などの危機回避行動

図9　 Mileti-SorensenのPublic Warningモデル

（出典） Mileti.D.S & Sorensen.J.H「COMMUNICATION OF EMERGENCY PUBLIC WARNING」
　　　 （Cororado State Univ. 1990）

ENVIRONMENT
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を呼びかけるWarningを出すかどうかを決定

（Decisions making）する。Warningを出すと決

めれば，その方法と内容，伝達のチャンネル

（ メ デ ィ ア ）を 決 め る（Method・Content・

Channel of Warning）。

さらに，事後的にWarningに対する住民の

反応をモニターする。このプロセスの問題

点としては，DETECTIONからの通報内容

が避難情報を出すために理解されにくかった

り，使えないものであったりする場合が見ら

れること，Warningを出すかどうかの意思決

定の際にWarningを出す基準が不明確な場合

が見られることなどを挙げている。また，誤っ

た情報によってパニックを引き起こしたり，

社会的・経済的な混乱を招いたりするかもし

れないという心配からWarningが遅れること

もありうるとしている。

Warningの内容に関しては，効果的で良い

メッセージの要件として，①首尾一貫してい

ること②正確であること③明確であること④

行動指針が示されていること④リスクの所在

が示されていること⑤確信をもったトーンで

あることの5点を挙げている。Warningの伝

達は，多様なチャンネル（メディア，人づて

など）で繰り返し伝えられることが必要であ

るとしている。

図の右下のサブシステム，RESPONSE と

はWarningを受信した一般公衆（Public）の

反応システムを指す。RESPONSEは，人び

とがWarningを解釈（Interpretation）し，そ

れが事実であると確信（Confirmation）した上

で，避難や屋内退避などの対応行動をし

（Response），知人に伝える（Informal Warnings）

プロセスから成る。MiletiとSorensonによ

れば，プロセス中の解釈で肝心なことは，客

観的なリアリティは人びとにとってのリアリ

ティではないことだ。人びとにとってのリア

リティとは，人びとが信じ，現実だと知覚す

るものであるという。そこから，サブシステ

ムのRESPONSEが機能する，つまり，人び

とが的確な対応行動をするまでに必要なス

テップとして，Warningを①聞く②理解する

③信じる④自分のこととして受け止める

（personalize）⑤対応行動の意思決定をする

⑥避難や退避などの対応行動をするという6

段階を挙げている。

MiletiとSorenson のモデルでは，サブシ

ス テ ム のMANAGEMENTが 出 す Warning 

（Public Warning）は，①予知・予測の結果を

人びとに知らせて，危険に対する注意と警戒

を促す「脅威情報」と②危険を回避するため

の行動を呼びかける「対処行動情報」の2つの

情報要素から成る15）。

市 町 村 が 出 す 避 難 勧 告 や 避 難 指 示 は，

MANAGEMENT の Warn i n g  （Pub l i c 

Warning）に当たる。市町村が防災行政無線

で伝える避難呼びかけの定型文を例に「脅威

情報」と「対処行動情報」を見てみる（定型文

の例は筆者作成）。

定型文（例文）

ただいま，○○県沿岸に大津波警報
が発表されました。
予想される津波の高さは○メートル
です。
火の始末をし，海岸付近の方は近くの
高台か避難場所へ避難してください。
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前記の定型文のうち，「○○県沿岸に大津

波警報が出されました」と「予想される津波

の高さは○メートルです」は，予測の結果を

知らせて，危機への警戒を促しているから「脅

威情報」である16）。気象庁が出す津波の警報

や予想高さ，到達予想時刻などの情報のうち

から，警報と予想高さを抜き出して伝えてい

る。気象庁が出す情報は，ハザードの切迫性

（urgency）や深刻度（severity），確実性（certainty）

を端的に示しているほど，避難呼びかけ中の

「脅威情報」として採用されやすい。

一方，「火の始末をし，海岸付近の方は近

くの高台か避難場所へ避難してください」は

具体的な危険回避行動を知らせるものである

から，「対処行動情報」であると言える。

以上の考察をイメージしたのが図10であ

る。図右のハザードの顕在化とは，沖合の潮

位の急上昇，沿岸で観測される引き波などを

指す。津波が人命や社会生活に被害を及ぼす

と，災害（Disaster）となる。津波は，一般に

Public Warning発信と災害発生までの時間差

（リードタイム）が短い。気象庁が発表する

情報は，Public Warning発信のトリガーとな

るものであるから，迅速に発表され，内容が

クリアである必要がある。

　　　　　

Ⅲ−２ 第1報を伝えなかったことの考察

予想高さは，ハザードの深刻度を表す「脅

威情報」としての性格を持っているが，東日

本大震災時に，被災3県の市町村の多くは，

予想高さの第1報を防災行政無線で住民に伝

えていなかった。第1報を伝えなかった理由

で多かったのは，「マニュアルにないから」「湾

形など地形によって異ってくるから」「不確

かで数値が独り歩きする恐れがあると思った

から」「予想高さを聞いても被害の大きさを

イメージできず，ピンとこなかったので」「先

ずは逃げてもらう避難の呼びかけを優先し

た」などであった。「マニュアルにないから」

と回答した市町村に，「何故，マニュアルに

ないのか」をさらに尋ねると，「地形によっ

て異ってくるから」「不確かだから」「住民に

とって分かりにくい情報であると思われるか

ら」といった答えが返ってきた。

気象庁の説明によると，予想高さは，地形

によって2分の１から2倍の誤差を伴うと言

う。つまり，予測値としての幅があるために，

自分達のどこの地域が，一体どの程度の被害

を蒙るのか，直ちには分かりにくい面がある。

また，予想高さは，自然現象の予測結果であ

るから，一定の不確実性がつきまとうし，予

測値を迅速に出そうとすれば，精度が落ちる

という「迅速さと予測精度のトレードオフ」

の関係もある。

結局，市町村の多くは，予想高さが不確か

で，地域との関係が分かりにくいとして第１

報を伝えなかった。避難誘導や避難所の開設

などに追われる緊急時には，不確かで分かり

にくい情報は，とかく敬遠される傾向にある

と言える。

図10　市町村の避難情報とPublic Warning

Public Warning

の顕在化

津波災害

ハザード

Disaster

脅威情報
（警報・予想高さなど）

対処行動情報
（避難の指示・勧告など）
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「脅威情報」である予想高さが不確かで，

分かりにくいことの含意を，緊急時のコミュ

ニケーションの点から，さらに掘り下げてみ

たい。

前述のMiletiとSorensonによれば，緊急

時のコミュニケーションで肝心なのは，「客

観的なリアリティ」ではなく，人びとが危険

の存在を信じ，現実だと知覚する「人びとに

とってのリアリティ」であった。人びとが避

難などの危険回避の対応行動をするまでに必

要なステップとして，災害情報を①聞く②理

解する③信じる④自分のこととして受け止め

る（personalize）⑤対応行動の意思決定をす

る⑥避難や退避などの対応行動をする，の6

段階を挙げていた。

予想高さの数値が地形などに左右されて不

確かさを伴い，個々の住民が自分にとってど

の様な累が及ぶのかイメージしにくければ，

④のpersonalizeは難しくなる。市町村の多

くは，予想高さの数値が危機の認知を住民が

personalizeしにくい情報であると考えて，

防災行政無線で伝えなかったと考えることが

できる。

予想高さの問題は，コミュニケーション研

究の関連性理論（relevance theory）を使っ

ても考察することができる。関連性理論は，

D. SperberとD. Wilsonの構築した理論で，

情報の受け手の反応から送り手の情報処理の

特性やコミュニケーション全体を説明しよう

と試みる17）。

関連性理論の基本的な考え方は，「ヒトは

コミュニケーションの情報処理に際して，自

分と関連性の高い情報を処理労力をかけずに

得ようとする習性を持つ」というものだ。処

理労力は，与えられた情報の文脈が広すぎて

解釈に負担がかかる場合には大きくなる。情

報処理に時間的な制約がある場合には，労力

がかからないメッセージが求められる。自分

との関連性は，処理労力がかさむほど小さく

なり，認知効果が高いほど大きくなる。ここ

で認知効果とは，以下の3つを指す。

ⓐ情報の受け手が不確かな想定を強化する

ⓑ受け手がある想定を誤ったものとして削除

し，新たな想定に置き換える

ⓒ受け手が既存の想定集合に新たな想定を付

け加える

情報の受け手が，処理労力をかけても認知

効果が得られないと判断した場合には，情報

処理を放棄する。

一方，情報の送り手は，受け手が労力をか

けなくても認知効果が得られるような意図的

な情報伝達を行う習性を持つ。だから，受け

手には，情報に自分との関連性があると期待

を持つことができる。

関連性理論を予想高さの問題にあてはめる

と，以下のように説明できるのではないだろ

うか。予想高さは，地形によって幅があり，

予測という一定の不確実性を帯びた情報であ

る。住民に避難をよびかける市町村にとって，

予想高さは，自分の地域の防潮堤や避難場所

とどのような関係を持ち，どの程度の被害を

受けるのかを直ちにイメージしにくい。この

ことは，解釈に負担がかかり，労力がかさむ

情報処理に当たる。

そこで，多くの市町村が，予想高さを防災

行政無線で伝えても，住民にとって労力に見

合うだけの認知効果，つまり，「巨大な津波

が襲来するかもしれない」という想定の強化
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や「大したことにはならないかもしれない」

という想定の打ち消し，「防潮堤や防波堤を

超えるかもしれない」という新たな想定の追

加にはつながらないと判断した。まして当時

は，避難誘導など緊急時の対応に追われ，時

間的な制約条件が厳しかったから，処理労力

の負担が重い，予想高さの情報は伝えにく

かった。

関連性理論の「自分と関連性の高い情報」

とは，まさしくpersonalizeを指すのではない

だろうか。

Ⅲ−３ 引き上げを伝えなかったことの考察

次に，予想高さ引き上げについて考えてみ

たい。

予想高さは，予測の誤差による幅と不確実

性の点から，あくまでも津波の規模を判断す

る上での目安とされている。予想高さは，危

機の認知をpersonalizeしにくい，情報処理

に労力がかかる情報であった。

しかし，その一方で，予想高さの引き上げ

は，危機の深刻化を伝える上で，非常に優先

度の高い情報となる。前述のように，同じ大

津波警報であっても，発表される予想高さは，

警報の改訂前は3メートル・4メートル・6

メートル・8メートル・10メートル以上の5

段階，改訂後は5メートル・10メートル・10

メートル超の3段階と，数値に相当の開きが

ある。大津波警報が継続中であっても，予想

高さの引き上げは重大な意味を持っている訳

だ。

しかし，東日本大震災では，被災地の多く

の市町村が，予想高さの引き上げを防災行政

無線で伝えなかった。防災行政無線で伝えた

市町村は，第1報よりもさらに少なかった。

引き上げを伝えなかった理由で多かったの

は，「予想高さを最初から伝えていないので，

引き上げも伝えなかった」「とにかく逃げて

もらうよう，避難の呼びかけに徹した」「災

害対応で余裕がなかった」などであった。

東日本大震災で気象庁が発表した予想高さ

の第1報と，地震発生から28分後に出した

第2報，同45分後の第3報では，緊急情報と

しての性質が異なっていた。どう違うのか。

第1報は，地震計の記録から導き出されたも

のであった。これに対して，第2・3報は，

岩手県釜石沖と福島県小名浜沖に設置された

GPS波浪計の観測値を基にしている。GPS

波浪計は沖合の潮位が急上昇していることを

キャッチしていたのだ。

三上俊治によれば，ヒトが避難の意思決定

をする際に，「環境からの直接的手がかりな

どによる知覚された災害因の生起確率」が高

くなると，つまり，災害の発生をほぼ確実だ

と思うような手がかりを見つければ，避難に

伴う負担＝コストの評価が下がって，避難行

動がとられるようになるとしている18）。三

上の言う「環境からの直接的手がかりなどに

よる知覚された災害因の生起確率」とは，東

日本大震災の場合で言えば，「地震の強い揺

れで津波が押し寄せるに違いないと思った」

とか「沖合に津波の白波が見え，津波が襲来

して，被害を蒙りそうなことが分かった」と

かを意味する。

GPS波浪計による沖合の観測値は「知覚さ

れた」ものとは言えないから，避難行動のコ

スト評価を下げる効果は，「知覚された」も

のに比べれば弱い。しかし，沖合の海面が急

上昇しているというデータは，津波という災
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害因が顕在化し，「災害因の生起確率」が高

くなったことを示す「環境からの直接的手が

かり」である。従って，実際の観測値（実況値）

による第2・3報は，地震計の記録に基づく

第1報よりは，切迫感を伝える上でリアリ

ティがあり，避難行動を促すのに効果がある

と考えられる。

池田謙一は，ヒトが危機をはっきりと認識

する心理状態に移行するには，事態の切迫性

を伝える情報の信用度が重要であると指摘し

ている19）。本来，予想高さという情報には，

予測の不確かさが伴う。このため，防災行政

無線で第1報を伝えなかった市町村があっ

た。しかし，第2・3報は，沖合で実際に高

い津波が観測されたというリアリティを根拠

としている分，予想高さであっても，第1報

に比べれば情報としての信用度は高くなる筈

である。

また，前述の関連性理論から言えば，予想

高さの引き上げは，災害因の顕在化という実

況値のリアリィティがあるので，「沖合から

高い津波が押し寄せているため」という理由

がはっきり伝えられていれば，市町村にとっ

ては，第1報よりも処理労力（コスト）がかか

らない情報であったと言える。

東日本大震災で，気象庁は釜石沖などの

GPS波浪計が捉えた観測値をもとに大津波

警報と予想高さの第2・3報を出した。しかし，

警報と予想高さの更新が，沖合から高い津波

が押し寄せつつあるためであることは，放送

メディアや自治体，住民に直ちに伝えられな

かった。沿岸の釜石市は，予想高さの引き上

げを防災行政無線で伝えなかったが，釜石沖

の海面が急上昇し，津波が迫っていることを

知らされていれば，対応が違っていたのでは

ないだろうか。

Ⅲ−４ 考察から見えてきたこと

概念的な考察から見えてきたことは，次の

通りである。

［a］	緊急情報としての使いにくさ

多くの市町村が防止行政無線で予想高さの

第１報を伝えなかった要因としては，予想高

さの情報が，personalizeしにくく，緊急時

の処理労力がかさむ性質を持っていることが

考えられる。これは，主として予測の幅と不

確実性によるものである。

［b］情報解釈のルール共有が大事

予想高さは，緊急情報として使いにくい性

質を持っている一方で，その引き上げは危機

の深刻化を伝える重大な役割を担っている。

とりわけ，沖合の観測値による引き上げは，

沖合から津波が迫っているという実況値のリ

アリティとインパクトを持つ情報である。し

かし，引き上げの理由は，放送メディアや市

町村，住民に直ちに伝えられなかった。そし

て，多くの市町村は，第1報同様に，引き上

げを伝えなかった。「大津波警報が継続中で

あっても，予想高さの引き上げは，事態の深

刻化を伝える優先度の高い情報であり，理由

を伝える」という情報解釈のルールがしっか

りと共有されていなかった。
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Ⅳ 警報改訂の予想高さを
再考する

概念的考察で見えてきた［a］・［b］の角度

から，警報改訂の予想高さについて改めて考

えてみたい。

Ⅳ−１ 第1報のインパクト重視へ

予想高さが緊急情報として使いにくいの

は，主に予測の幅と不確実性によるもので

あった。もともと，予想高さは地形によって

2分の１から2倍の誤差の幅があるから，

personalizeと情報の処理労力を下げること

には，自ずと限界がある。その意味から，予

想高さが使いづらい情報であることは警報改

訂後も基本的には変わらない。

マグニチュード8を超える巨大地震の場合

は，すぐには正確なマグニチュードと津波の

規模を予測できない。予測の不確実性から，

改訂後の警報では，巨大地震の恐れがある場

合には，予想高さを「巨大」という定性的表

現や予測値の上限値で発表することになっ

た。予想高さが「巨大」もしくは「10メート

ル超」の場合には，警報の本文に，「東日本

大震災クラスの津波が来襲します」という

メッセージを入れる。これらは，重大な危機

が予想される場合には，脅威の危険性を強調

するインパクトのある表現によって，予測値

の不確かさや幅による予想高さの使いづらさ

をカバーしようとすることを意味する。地震

発生から津波襲来までの猶予時間は一般に短

い。そこで，初報の強力な一撃によって，最

大限の避難を促そうということになった。予

想高さの過小評価とは，予測の不確実性に根

差した問題である。つまり，過小評価という

東日本大震災の反省から，予想高さの初報と

そのインパクトが重視される傾向が強まった

と言える。

Ⅳ−２ 引き上げを避けられるか

予想高さ引き上げの情報は，市町村の防災

行政無線であまり伝えられなかったし，住民

の多くは避難の途中で，入手できなかった。

大災害の混乱時には，情報の更新を伝えるの

は難しい。気象庁としても，予想高さの引き

上げは避けたいところであろう。

予想高さの第1報で超弩級の危機を伝える

ためには，地震の規模がマグニチュード8を

超える恐れがあることを速やかに見定めなけ

ればならない。しかし，これをどうやって見

定めるのだろうか。この点について，気象庁

では1震度5弱以上の強震域の広がりと2巨

大地震特有の長周期の地震波から判断すると

いう。このうち，2については，東日本大震

災の地震発生直後にも，チェックしようとし

たが，できなかった。このため，今後は観測

機器の精度を上げ，観測点も増やすと言う。

では，地震の揺れは大きくはないが，高い

津波が発生する津波地震はどうだろうか20）。

明治三陸地震（1896年）や南海トラフ巨大地

震の震源想定域などで起きた慶長地震（1605

年）は，津波地震とされている。津波地震の

揺れは大きくはないから，少なくとも上記の

1は判断材料にはならない。津波地震の地震

波は並外れて周期が長いので，2とは別に精

度の高い地震計が必要となる21）。過去に津

波地震が発生した海溝付近で，一定規模以上

の地震が発生した時には，記録されているマ

グニチュードの最大値を使って，津波の高さ
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を予測することができる。しかし，過去に津

波地震が起きたことがない海域で，津波地震

が発生した場合には，高い津波が襲来する可

能性を直ちに見抜くことは難しい。

予測の不確実性について，気象庁の報告書

は，次のように記している。「地震観測網を

活用した監視・判定手法でとらえることので

きない特徴を持って発生した大地震，過去に

津波地震が発生したことのない海域で発生す

る津波地震，海底地すべり等による津波につ

いては，その規模を適切に評価することは困

難である。このような津波発生の可能性もゼ

ロではないことに留意し，その場合には津波

警報第1報の発表後に得られる地震・津波の

観測データにより，できる限り速やかに適切

な津波警報を更新することとする」22）。

自然現象の予測には，依然として不確実性

がつきまとい，予想高さ引き上げの可能性が

残されている。

気象庁では，東日本大震災以降，沖合の観

測網を順次強化している。前述のように，津

波警報改訂後は，GPS波浪計16基に加え，

ケーブル式とブイ式の海底津波計36基を

使って，津波の襲来をいち早くキャッチする

観測体制を整えた。

沖合の観測値によって，津波の予想高さや

警報のレベルを引き上げる場合には，気象庁

は警報文の見出しで「沖合で高い津波を観測

したため大津波警報・津波警報を切り替えま

した。津波到達予想時刻・予想される津波の

高さに関する情報を更新しました。ただちに

避難してください」と記述することになった。

「沖合から巨大な津波が押し寄せつつある」

という実況値のリアリティとインパクトを予

想高さ引き上げの情報伝達に生かせなかった

教訓を踏まえたものである。

予想高さの引き上げという事態は，ごくま

れであろう。めったに起きない事態というの

は，過去の大災害の記憶が薄れて，不意をつ

かれた形になりやすい。ごくまれにしか起き

ない緊急事態の情報を的確に伝えることは決

して容易なことではないだろう。

前述のように，「予想高さの引き上げは，

警報のレベルは変わらなくとも，事態の深刻

化を伝える優先度の高い情報であり，その理

由を伝える」という情報解釈のルールを気象

庁・自治体・メディア・住民の間でしっかり

と共有し，風化させない努力が必要である。

Ⅴ 自治体の避難呼びかけと
予想高さ

巨大地震の想定見直しや津波警報の改訂を

受けて，市町村は防災行政無線で住民にどの

ように避難を呼びかけ，巨大津波襲来の恐れ

があることを伝えようとしているのだろう

か。予想高さの「巨大」という定性的表現や「東

日本大震災クラスの津波が来襲します」とい

う警報のメッセージは，第1報のインパクト

を強化するものだが，市町村は，これらの表

現を避難呼びかけの「脅威情報」として使う

のだろうか。また，避難の足を鈍らせること

がないよう上限値の発表に変わった予想高さ

の数値を伝えるのだろうか。さらに，避難行

動を促す「対処行動情報」の表現はどのよう

に変わりつつあるのだろうか。

これらの点について筆者は，警報が改訂さ

れた直後の2013年3月中旬から4月中旬にか

けて，避難呼びかけの定型文を見直した2つ

の自治体と見直し中の1自治体に出向き，聞
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き取り調査を行った。事例研究の対象とした

これら3つの自治体とは，東日本大震災の被

災地で三陸沿岸の釜石市，三陸より南の仙台

市，南海トラフ巨大地震で巨大津波が押し寄

せると想定されている須崎市である。

また，事例研究の後，太平洋沿岸6県の市

町村を対象に，アンケート調査を行った。以

下にそれらの結果を示す。

Ⅴ−１ 事例研究・釜石市（三陸）

Ⅴ−1−1	東日本大震災時の状況

三陸沿岸の釜石市では，東日本大震災で

888人が死亡し，152人が行方不明となって

いる23）。気象庁の記録によると，釜石港の

検潮所では，東日本大震災の地震発生から

35分後に，最初の大きな押し波，高さ4.2メー

トル以上が観測されている24）。震災後に気

象庁が行った現地調査25）で，釜石港沿岸の

津波の浸水高26）は6.9メートルから9.3メー

トルに達していたことが分かった。釜石市両

石湾では浸水高が16.2メートルから16.4

メートルに達していた27）。

気象庁は，地震発生3分後の午後2時49分，

岩手，宮城，福島の3県沿岸に大津波警報を

出し，その直後に岩手県の津波の予想高さを

3メートルと発表した。

東日本大震災当時，釜石市では大津波警報

が発表されると避難指示を出すことになって

いた。避難指示の呼びかけは，防災行政無線

や広報車によって行われる。当時のマニュア

ルでは，避難呼びかけの定型文は以下のよう

になっていた（下線は筆者）。

上記のように，震災当時の旧定型文では，

予想高さを伝えることになっていた。警報が

改訂される前は，大津波警報で発表される予

想高さは，3・4・6・8・10メートル以上の5

段階であり，東日本大震災で発表された岩手

県沿岸の予想高さは，第1報では3メートル

であった。

旧定型文に従えば，「高いところで3メー

トル程度の津波が予想されます」と放送する

ところだが，震災当時，防災課の職員は，地

震の異常に長い揺れ方からして3メートルは

最低ラインだと思い，とっさの判断で「3メー

トル以上の津波が予想されます」と「以上」を

つけて防災行政無線で伝えた。しかし，住民

の中には，3メートルという数値にとらわれ，

「防潮堤より低いから」とすぐに逃げなかっ

た人もいた。

また，一旦は逃げたものの途中で自宅や店

に引き返して津波に流されてしまった住民も

多かった。

気象庁は午後3時14分に岩手県の津波の

釜石市の旧定型文（震災当時）
【大津波警報（避難指示）】

只今、岩手県沿岸に大津波警報が発
表されました。
（※高いところで○メートル程度の
津波が予想されます。）
火の始末をし、海岸付近の方は直ち
に近くの高台か避難場所に避難する
よう指示します。
※（　）書きは、気象庁から情報が
入った時点で放送に加える。
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予想高さを3メートルから6メートルに引き

上げた。最初の大津波が襲来する7分前で

あった。釜石市の災害対策本部では，幹部職

員がラジオで予想高さが引き上げられたこと

を知ったが，「予想高さが6メートルといっ

ても定かではない。それどころではない高い

津波が押し寄せるかもしれない」と判断して，

予想高さ引き上げの数値を防災行政無線で伝

えることはしなかった。

Ⅴ−1−2	避難呼びかけと予想高さ

釜石市では，震災後の2011年5月と2013

年1月に防災行政無線の緊急時放送マニュア

ルを見直した。気象庁の警報改訂については，

既に2012年1月から，具体的な方向性が示

されていたので，マニュアルの見直しに当

たっては，「巨大」の定性的表現の取り扱い

などについて，十分な検討を行ったという。

新しいマニュアルによると，震度４以上の

地震が起きると，海岸付近の住民に近くの高

台に自主避難するよう呼びかける。津波注意

報が発表されると避難勧告，津波警報と大津

波警報で避難指示を出す。震災前は津波注意

報で自主避難，津波警報で避難勧告，大津波

警報で避難指示であったから，避難の勧告・

指示を出す基準をワンランク拡大した。

以下に大津波警報が出された場合に，防災

行政無線で避難指示を呼びかける新しい定型

文を示す（下線は筆者）28）。

新しい定型文のうち，「脅威情報」の部分で

先ず気がつくのは，予想高さの数値を伝えな

いようにしたことだ。これは，震災時に数値

を伝えたことが，住民の避難の遅れにつな

がった経験による。「予想高さが5メートルな

ら防潮堤より低いので大丈夫」などと思われ

るのを避けたいとしている。予想高さの数値

の引き上げも定型文で伝えることはしない。

大津波警報の予想高さの定性的表現は，気

象庁の「巨大」は使わずに，「非常に高い」と

表現する。津波警報では気象庁と同じ「高い」，

津波注意報では定性的表現をしないことも気

象庁と同じである。

気象庁の定性的表現「巨大」は，マグニ

チュードが8を超える恐れがあるものの，観

測技術上の制約から，津波の予想高さが正確

釜石市の定型文（新）
【大津波警報（避難指示）】

只今、岩手県沿岸に大津波警報が発
表されました。
非常に高い津波が予測されます。
直ちに近くの高台か避難場所に避難
するよう指示します。

≪地震発生からの経過時間を伝える≫
地震発生から○分経過しました。

≪津波到達予想時刻が近くなった時≫
一旦、避難場所に避難したら、低い
場所には戻らないで下さい。

※津波が堤防を超えそうな状況が確
認されたときは、「避難せよ」など
の命令口調に改める。
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に予測できない第1報に限って発表される。

より正確なマグニチュードの推定値によって

発表される第2報以降は，数値で発表される。

しかし，釜石市の避難呼びかけでは，予想

高さが第2報で数値に切り替わっても数値は

伝えない。気象庁の予想高さの発表が第1報

の「巨大」から「5メートル」に変わっても，

大津波警報が出されている間は，「非常に高

い津波が予測されます」という表現を続ける。

気象庁の「巨大」は，大津波警報の中でも，

巨大地震による超弩級の非常事態を初動時に

限って呼びかけるものであるのに対して，釜

石市の「非常に高い」は大津波警報全般の予

想高さを表しているから，定性的表現の性質

が異なる。

釜石市では，定型文の見直しに当たって，

気象庁の「巨大」を使うかどうか検討した。

その過程で，「巨大」とは一体どの位の高

さからを指すのか，数値を伝えない以上，予

想高さが5メートルに切り替わっても「巨大」

と伝え続けることが，「オオカミ少年効果」

を招くことにならないか，そうした疑問から，

「非常に高い」という表現を採用することに

した。三陸の岩手県沿岸は津波の警報が出さ

れることが比較的多いから，そうした考慮を

せざるを得なかったと言う。

このほか，気象庁から「沖合津波観測情報」

として発表される沖合の観測値は，避難誘導

など応急対策の参考データとして使い，住民

に伝えることはしない。

次に，新しい定型文の「対処行動情報」の

部分を見てみよう。特徴的なのは，津波警報

と大津波警報が出された際に，地震発生から

の経過時間を伝えることだ。5分刻みで「地

震から○分経過しました」と伝え，住民に避

難を促す。地震発生から15分以内に避難行

動をとってもらい，遅くとも20分後には避

難が完了するようにという狙いがある。これ

は，過去の災害経験や各種想定上から，三陸

沖の日本海溝沿いで発生する巨大地震の場

合，津波の到達時間は約30分と見られてい

ることを考慮したものだ。

また，津波の到達予想時刻が近づくと，「一

旦，避難場所に避難したら，低い場所には戻

らないで下さい」とアナウンスする。前述の

ように，震災当時，釜石市では一旦は避難し

たものの，途中で自宅や店に戻り，津波の犠

牲となる住民が多かった。その経験を踏まえ

た呼びかけである。

釜石市では，湾口防波堤の監視カメラを高

さ20メートルの8階建てのビルの屋上に設置

した。画像は無線で市役所の防災行政無線の

放送室に伝送する。事態がいよいよ切迫し，

釜石湾の湾口防波堤を津波が越えそうな状況

が確認されたときには，避難呼びかけの口調を

「避難せよ」などの命令調に変える。湾口防波

堤を津波が越えてから，海岸に到達するまで5

～6分というから，極めて緊迫した事態である。

定型文の内容について見てきたが，状況に

よっては，マニュアルの定型文には入れてい

ない情報であっても，臨機応変に「脅威情報」

として伝える。最悪の事態が予想される場合

に大津波警報の本文に書きこまれる「東日本

大震災クラスの津波が来襲」や「沖合で高い

津波を観測したため警報や予想高さを引き上

げる」というメッセージは定型文には入れて

いないが，可能であれば伝えたいとしている。

また，東日本大震災のように予想高さが10

メートル超の場合には，各防潮堤の高さ（釜石

湾6メートル・両石湾11メートル・大槌湾



71

巨大津波の予想高さと避難呼びかけ

14.6メートル）を超えるか，超える恐れがある

ので，定型文には入っていなくても，例外的

措置として伝えることがあり得るとしている。

Ⅴ−２ 事例研究・仙台市（非三陸）

Ⅴ−2−1	東日本大震災時の状況

仙台市では，東日本大震災で904人が死亡

し，30人が行方不明となっている29）。仙台

港では，東日本大震災の地震発生から約1時

間後の午後4時前後に津波の最大波が到達し

たと推定されている30）。震災後に気象庁が

行った現地調査で，仙台港の験潮所付近の3

地点で浸水高が6.4メートル～7.1メートル

に達していたことが分かった31）。仙台湾沿

岸の若林区や宮城野区では，場所によっては

浸水高が10メートルを超えた32）。仙台平野

では，津波が名取川や七北田川の河口から内

陸側に数キロ遡上した。津波は川の堤防や護

岸を乗り越え，住宅や田畑，農家のビニール

ハウスを次々と呑みこんで行った。場所に

よっては，想定をはるかに超え，海岸線から

5キロ以上離れた内陸部にまで押し寄せた。

気象庁は，地震発生3分後の午後2時49分，

宮城島の沿岸に大津波警報を出し，その直後に

宮城県の津波の予想高さを6メートルと発表し

た。大津波警報の発表と同時に仙台市消防局

では，同報無線による独自の津波情報伝達シス

テムで避難指示の呼びかけを住民に行った。

地震直後，仙台市の多くの世帯は停電のた

めテレビが見られなかった。携帯や固定電話も

非常につながりにくかった。住民の多くは市消

防局の津波情報伝達システムによる避難呼び

かけによって，大津波警報と避難指示を知った。

市消防局では，避難呼びかけのマニュアル

に従って，以下のような定型文を繰り返し住

民に伝えた。

上記の定型文では，予想高さを伝えること

にはなっていない。従って，気象庁が発表し

た宮城県の予想高さ6メートルと，その後の

10メートル以上への引き上げは，津波情報

伝達システムによる避難呼びかけでは伝えら

れなかった。

仙台市では，地震の強い揺れや大津波警報，

避難指示を聞いて逃げた人も多かったが，「大

津波警報と言っても，牡鹿半島以北の気仙沼

や南三陸など三陸の話ではないか」とすぐに

逃げなかった住民もいた。三陸より南の仙台

市では過去に津波災害が殆どなかったから，

異常な揺れと大津波警報によって，即座に巨

大津波の襲来を直感できた人は，そう多くは

なかった。

仙台市の定型文（震災当時）
【大津波警報（避難指示）】

こちらは防災仙台広報です。
宮城県沿岸に大津波警報が発表されま
した。
津波警戒区域に対して避難を指示します。
警戒区域の方は直ちに区域外へ避難し
て下さい。
繰り返します。
宮城県沿岸に大津波警報が発表されま
した。
津波警戒区域に対して避難を指示します。
警戒区域の方は直ちに区域外へ避難し
て下さい。
こちらは仙台市消防局です。
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Ⅴ−2−2予想高さと避難の呼びかけ

仙台市の場合，津波注意報で海岸線や河口

から離れることを呼びかけ，津波警報で避難

勧告，大津波警報で避難指示を出すことに

なっている。

市消防局では，東日本大震災の後，2012年

9月と2013年3月の2回，避難呼びかけの定

型文を見直した。2回のうち，後者は津波警

報の改訂に伴う見直しである。以下に，大津

波警報が出された場合に情報伝達システムで

伝える新しい定型文を示す（下線は筆者）33）。

定型文は，事前に吹き込んでおき，自動的

に録音の音声を繰り返し放送する手筈になっ

ている。釜石市と同様に，状況によっては臨

機応変に，定型文にはない文言をリアルタイ

ムの手動で伝えることもある。

新しい定型文では，冒頭で「緊急。緊急。」

と切迫感をアピールする文言が加えられた。

「脅威情報」の部分では，旧定型文と同様に，

予想高さの数値は伝えない。市消防局による

と，予想高さの数値を伝えないことにしたの

は，情報が多すぎると呼びかけが冗長になっ

てしまい，聞き手の混乱を招く恐れがあるこ

とや，予想高さの数値が地形によって異なり，

不確かであることを考慮したためであると言

う。従って，予想高さの数値の引き上げも定

型文では伝えない。

予想高さの数値は伝えないが，気象庁の警

報改訂を踏まえ，「巨大な津波のおそれ」と

定性的な表現は使う。津波警報で避難勧告を

伝える場合には，「高い津波のおそれ」とア

ナウンスする。津波注意報では定性的表現は

しない。

「巨大な」という表現は，住民の心理的負

担が大き過ぎるのではないかとの議論が，当

初は消防局内部であった。しかし，震災では，

多くの住民があのような大津波が仙台平野に

押し寄せるとは思わず，すぐに逃げようとし

なかった。その経験から，超弩級の非常事態

の恐れがあるならば，とにかく第1報として

速報しなければならないと判断し，「巨大な

津波のおそれ」と呼びかけることになった。

定型文では，予想高さの数値を伝えないこ

とになっているので，大津波警報が出されて

いる間は，予想高さの第1報が数値で発表さ

れても，あるいは定性的表現から数値に切り

替わっても，「巨大な津波のおそれ」と伝え

続ける。気象庁が予想高さを「巨大」と発表

した後で，5メートルの数値が発表されるこ

ともありうるので「巨大な津波のおそれ」と

「おそれ」を付け加えることにした。

仙台市の定型文（新）
【大津波警報（避難指示）】

緊急。緊急。大津波警報発表。
宮城県に巨大な津波のおそれ。
避難を指示する。
直ちに仙台東部道路より内陸側、
又は指定された避難場所や
避難ビルなどに避難すること。
繰り返す。
緊急。緊急。
大津波警報発表。
宮城県に巨大な津波のおそれ。
避難を指示する。
直ちに仙台東部道路より内陸側、
又は指定された避難場所や
避難ビルなどに避難すること。
こちらは仙台市です。
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予想高さの定性的表現であっても，気象庁

の「巨大」と仙台市の「巨大な津波のおそれ」

とでは性質が異なる。気象庁の「巨大」は，

大津波警報の中でも，巨大地震による超弩級

の津波の恐れがあることを初動時に限って呼

びかけるものであるのに対して，仙台市の「巨

大な津波のおそれ」は大津波警報全般の予想

高さを表すものである。このことは，釜石市

の定性的表現の場合と基本的に同じである。

最悪の事態が予想される場合に，大津波警

報本文に書きこまれる，「東日本大震災クラ

スの津波が襲来します」のメッセージは，定

型文の簡潔さやセンテンスの長さ，区切りな

どを考えて使わないことにした。

このほか，「沖合津波観測情報」で発表さ

れる沖合の観測値は，応急活動の判断材料と

はするが，住民に伝えることはしない。

「対処行動情報」を震災当時の定型文と見

比べると，新しい定型文では，地理的な避難

のエリアを呼びかける文言が加えられた。津

波警報では海岸線から直線距離で約1～3.5

キロ離れた県道塩釜・亘理線より内陸側・ま

たは指定された避難場所や避難場所に，大津

波警報では，海岸よりさらに離れた仙台東部

道路の内陸側・または指定された避難場所や

避難場所に避難するよう放送する。このよう

に避難エリアを示すことになったのは，東日

本大震災で津波が海岸線から5キロ以上離れ

た地点まで到達し，想定をはるかに超える地

域が浸水したためである。震災から1年半後

の，2012年の見直しで盛り込まれた。

避難を呼びかける口調も，震災当時の定型

文とは異なっている。「避難せよ」という言

葉は使わないが，大津波警報と津波警報の場

合にはそれぞれ「避難を指示する」「避難を勧

告する」，「避難すること」と命令調にしてい

る。津波注意報は「○○して下さい」という

従来の表現を用い，命令調は使わない。大津

波警報と津波警報の際の避難呼びかけの命令

調も，2012年の見直しで採用された。

「沖合で高い津波が観測されたために警報

を引き上げる」という警報本文のメッセージ

については，定型文には入れていないが，例

外的措置として伝えることがあり得るとして

いる。

Ⅴ−３ 須崎市（土佐湾沿岸）

Ⅴ−3−1	南海トラフ巨大地震の想定

高知県の南方150～200キロの水深4,000

メートル付近に南海トラフが走っている。南

海トラフでは100～150年の周期でマグニ

チュード8以上の巨大地震が起きてきた。

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の

想定によると，マグニチュード9.1という世

界最大級の地震で，V字状の海岸線を持つ須

崎市には，最悪のケースで場所によっては最

大25メートルの津波が押し寄せる。高さ1

メートルの津波が到達する時間は最短のケー

スで地震発生から僅か15分である。須崎市

は市街地の大半が標高20メートル以下であ

る。地表から2メートル以上の高さまで浸水

する面積は最悪の場合には1,260ヘクタール

に達する。

高知県が2012年5月に公表した想定でも，

須崎市の市街地では，地表から5～15メー

トルの高さまで浸水する。高さ30センチの

津波に浸水するまでの時間は，地震発生から

17分～30分である34）。
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Ⅴ−3−2	予想高さと避難の呼びかけ

多くの市町村では，津波警報，大津波警報

で避難の勧告・指示を出す。震災後は釜石市

のように，津波注意報で避難勧告を出す自治

体もある。しかし，津波の到達時間が早い須

崎市では，場合によっては，津波の注意報や

警報が出される前に，いち早く避難の勧告や

指示を出す。

以下に須崎市の避難勧告・指示の基準を示

す（原文を基に筆者が作成。下線は筆者。）35）。

須崎港の水門には，震度6弱で自動的に閉

まる設定になっているものもある。1で避難

の勧告・指示を出すのは，そうした実情によ

る。高知県の想定では，南海トラフ巨大地震

が起きると，須崎では震度6弱，6強の激し

い揺れとなるから，1が適用されることにな

る。

3は，慶長地震や明治三陸地震のような津

波地震を念頭に置いている。

津波警報の改訂に伴い，須崎市では，避難

呼びかけの定型文の見直しを進めている。

以下に，見直し前の，現行の定型文を示す。

現行の定型文では，予想高さの数値は伝え

ていないが，見直し後も数値を伝えることは

しない。理由は，目安である数値が独り歩き

する恐れがあると考えるからである。予想高

さの数値を伝えることはしないが，定性的表

現は「脅威情報」として使う方針である。大

津波警報では，「巨大」，津波警報では「高い」

を用いる。非常事態の恐れがあることを一刻

も早く伝えるために必要だと判断した。

仙台市の場合と同様に，定型文では，予想

高さの数値を伝えないので，大津波警報が出

されている間は，予想高さの第1報が数値で

発表されても，あるいは定性的表現から数値

に切り替わっても，「巨大」の表現が使われ

ることになる。須崎市の「巨大」は，大津波

警報全般の予想高さを表すものである。同じ

定性的表現であっても，厳密に言えば気象庁

とは意味合いが異なる事情は，釜石市や仙台

市と同じである。

「避難せよ」「避難すること」「指示する」な

どの命令調は使わない。須崎市の地震・防災

課では「いざという時に『巨大』などの情報の

須崎市の定型文（以下を見直し中）
【大津波警報（避難指示）】

高知県に大津波警報が発令されました。
沿岸部の住民は直ちに高台等の安全な
場所に避難してください。
これは避難指示です。

【避難勧告・指示を出す基準】

1.高知県中部で震度5弱以上を観測
する大地震が発生した場合
2.高知県に津波警報及び大津波警報
が発令された場合
3.震度4以下であっても、100秒以
上のゆっくりとした揺れを観測し
た場合
４ .その他、災害が発生する恐れが
あり、特に必要と認める場合
＊遠隔地地震による津波は別途定め
る。
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意味が住民に的確に伝わることが大切。命令

口調の言い回しにしなくても，情報の意味合

いを防災関係者と住民の間で詰めておく，事

前のレベル合わせをしっかりしておけば良い

のでは」としている。

予想高さの数値は，警報本文の「東日本大

震災クラスの津波が来襲」は，定型文に入れ

るかどうか検討はするが，呼びかけ文として

冗長にならないか考慮する必要があるとして

いる。

「沖合津波観測情報」で発表される沖合の

観測値を住民に伝えることはしない。沖合で

高い津波が観測されたので警報を引き上げる

という情報は，防災情報としては意味がある

が，呼びかけ文はより簡潔な方が良いので使

わない。

南海トラフ巨大地震に対して，須崎市はど

のように向き合おうとしているのだろうか。

それが，今後の「対処行動情報」のベースと

なる筈だ。その一端を示すと思われるのが，

市の「津波避難総合対策専門委員会」が検討

している避難体制づくりと減災対策の技術提

案である36）。同専門委員会は，国や県によ

る南海トラフ巨大地震の想定作業を受けて設

置されたものだ。

この技術提案は，ハザードマップの浸水地

域を防護街区として分割し，防護柵や防護林

などによって各街区を守る「クラスター防護」

というコンセプトを示している。防護柵や防護

林などによって，陸地を遡上する津波の勢い

を削ぎ，漂流物を止める。行政は防護街区に

救命胴衣を備えるなどの支援をする一方，各

街区では住民，商業施設の組織が意思を持ち，

自ら考えて防護し，避難まで自主的に考える。

隣接する防護街区とも自発的に連携する。

技術提案が須崎市民に推奨する避難行動

は，次の通りである。

■標高20メートル以下の地域に住んでいる

市民は，大地震が起きたら，とにかく15

分以内に標高20メートル以上の高台に逃

げる

■標高20メートル以上の高台に避難できな

かった住民は，救命胴衣など浮くものを身

につけて「防護街区」の高い建物に避難する

15分以内というのは，県の想定で須崎の

市街地では，最も早いところで17～18分で

津波が押し寄せるとされているためだ。標高

20メートル以上は，南海トラフ巨大地震の

県の想定や東日本大震災の実例から，何とか

難を逃れられる高さと判断した。高台に逃げ

損なった場合には，救命胴衣をつけて避難す

るという考え方は，防護柵や防護林などで津

波の流速を落とし，漂流物を食い止めること

が前提となっている。

Ⅴ−４ 市町村アンケート調査（郵送法）

事例研究の3市とも，避難呼びかけの定型

文で予想高さの数値は伝えないが，非常事態

の恐れがあることを一刻も早く伝えるため

に，定性的表現は使う。大津波警報が出され

た場合には，予想高さの第1報が数値で発表

されても「巨大」（仙台市・須崎市）や「非常に

高い」（釜井市）という定性的表現を使う。ま

た，定型文の見直しを実施済みの2市では，

使うタイミングに差はあるものの，避難の呼

びかけに命令調を採用していた。

事例研究で明らかになったことは，果たし
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て沿岸市町村に一般的な傾向と言えるのだろ

うか。筆者は，事例研究の後の2013年7月

下旬から8月下旬にかけて，東日本大震災の

被災地の岩手・宮城・福島3県37）と南海トラ

フ巨大地震の想定で巨大津波が押し寄せると

されている愛知・和歌山・高知3県の合わせ

て85市町村（防災・危機管理担当部局）に郵

送によるアンケート調査を行った。調査対象

には，事例研究の3市は含まれていない。ア

ンケートを郵送した85市町村中79パーセン

トに当たる67市町村から回答をいただいた。

東日本大震災の被災地の場合，調査対象とし

た30市町村のうち21市町村がアンケートに

応じ，回収率は70パーセントであった。一方，

南海トラフ巨大地震の地域では対象とした

55市町村のうち46市町村がアンケートに応

じ，回収率は84パーセントであった。

主な調査項目は，1津波による避難呼びか

けの定型文で予想高さの数値を伝えるかどう

か2定型文で予想高さの数値を伝えない理由

3定型文で定性的な表現を使うかどうか4予

想高さの引き上げを定型文ないしは定型文以

外で伝えるかどうか5警報本文中の「東日本

大震災クラスの津波が来襲します」という

メッセージをどのように取り扱うか6定型文

を既に改訂した場合には，どのような点を見

直したかである。

Ⅴ−4−1	定型文で予想高さを伝えるか

図11は，前述の調査項目のうち1につい

て集計したものである。質問では，津波によ

る「避難指示」や「避難勧告」を防災行政無線

や広報車で住民に呼びかける際の定型文で，

予想高さの数値を伝えるかどうかを尋ねた。

67市町村中，予想高さの数値を定型文で「伝

える」と答えたのは23市町村で，全体の34

パーセントにとどまった。

これに対して「伝えない」と回答したのは，

全体の66パーセントに当たる44市町村で

あった。この中には定型文を未作成の2自治

体が含まれている。

事例研究の3市とも，予想高さの数値を定

型文で伝えることはしなかったが，そうした

傾向は，アンケート調査でも窺われる。

予想高さの数値を伝えるかどうか，市町村

の対応に地域差は見られるだろうか。東日本

大震災の被災地と南海トラフ巨大地震の地域

とを比べてみたのが表4 である。表に示す通

り，定型文で「伝える」市町村の割合は東日

本大震災の被災地の方が，南海トラフ巨大地

震の地域よりも高くなっている。

アンケートの対象外で，定型文で予想高さ

の数値を伝えない事例研究の3市（釜石・仙

台・須崎）を加えて計算し直すと，東日本大

震災の被災地では定型文で「伝えない」自治

体が57パーセントに，南海トラフ巨大地震

の地域では定型文で「伝えない」自治体が72

パーセントとなる。　　　

東日本大震災の被災地の場合，調査対象と

した30市町村のうち，9市町村がアンケート

図11　定型文で予想高さの数値を伝えるか　N=67

（注） ％は小数点以下を四捨五入

伝える
23（34％）

伝えない
44（66％）
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未回収であったが，それら未回収の市町村の

ほとんどが定型文で予想高さの数値を「伝え

ない」とは考えにくいので，表の比較結果は

一定の傾向を反映しているものと考える。東

日本大震災の被災地の方が，定型文で予想高

さの数値を「伝える」市町村の割合が多いの

は，津波による大災害を実際に経験したこと

によるものだろうか。はっきりした理由は不

明である。

Ⅴ−4−2	定型文で予想高さの数値を伝えな
い理由

次に，定型文で予想高さの数値を「伝えな

い」と回答した42市町村（定型文を未作成の

2自治体を含む）にその理由を尋ねた（調査項

目2）。

質問に対する回答形式は，前述の電話調査

の回答や事例研究を参考に「その他」（自由記

述）を含む5項目とし，その中から複数を選

んでもらった。以下に複数回答の結果を多

かった順に示す。

■定型文を簡潔にして，避難の呼びかけに徹

するため

■予測自体に不確かさがあるから

■湾や入江の形によって誤差があるから

■住民にとって「ピンとくる情報ではなく」

切迫感が伝わらないと思うから

■その他（自由記述）

上記のうち，■その他は，『定型文を未作成』

のほかには，『「巨大」や「高い」などの予想高

さの定性的表現を使うために数値を伝えな

い』，『J-ALERTによる警報や注意報の呼び

かけ文に数値が入っていないため』など市町

村によってさまざまに異なっていた。

回答の傾向に，東日本大震災の被災地と南

海トラフ巨大地震の地域とで差は見られな

かった。

Ⅴ−4−3	定型文で定性的表現を使うか

図12は，調査項目の3定性的表現を使う

かどうかに対する回答を集計したものであ

る。質問では，避難呼びかけの定型文の中で，

「巨大な津波の恐れ」「高い津波の恐れ」，「非

常に高い津波が予測されます」（気象庁の「巨

大」，「高い」とは異なる独自の表現）のよう

に定性的な表現を用いるかどうかを尋ねた。

アンケートに応じた67市町村中，何らかの

定性的表現を「使う」と答えたのが16自治体，

「使うことを検討している」のが22自治体で，

表4　地域比較・予想高さ第１報（数値）を伝えるか

東日本大震災
の被災地
（N=21）

（注） ％は小数点以下を四捨五入

10（48％） 11（52％）

南海トラフ巨大
地震の想定域

（N=46）

13（28％） 33（72％）

伝える 伝えない

図12　定型文で定性的表現を使うか　N=67

（注） ％は小数点以下を四捨五入

使う
16（24%）

使わない
8（12％）

未定
21（31％）

使うことを検討
22（33％）
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この二つを合わせると全体の57パーセント

に上る。

これに対して，定性的表現を「使わない」

と回答したのは，全体の12パーセントにあ

たる8自治体であった。未定は21市町村で，

全体の31パーセントであった。

定性的な表現を「使う」という市町村が多

数を占め，予想高さの数値を「伝える」市町

村が少ないという調査結果は，事例研究で示

した傾向と符合する。

この調査結果から，事例研究の3市と同様

に，大津波警報が出されている間は，気象庁

が予想高さの第1報を数値で発表しても，あ

るいは定性的表現から数値に切り替えても，

「巨大」などの定性的表現を続ける市町村

が出てくると考えることができる。

定性的な表現を使うことに，東日本大震災

の被災地と南海トラフ巨大地震の地域との間

で格段の差は見られなかった。

Ⅴ−4−4	予想高さ引き上げへの対応

東日本大震災では，事態の深刻化を伝える

予想高さ引き上げの情報が的確に住民に伝

わっていなかった。前述のように，予想高さ

の引き上げは，通常の地震波を使った予測だ

と，地震発生から15分程度かかる。南海ト

ラフ巨大地震の想定では，地震発生から5分

以内で海岸に大津波が襲来する地域もある

が，そうした地域であっても，人口が比較的

多い市街地や内陸部などに津波が押し寄せる

までに30分前後の猶予時間があるケースも

多い。その場合には，予想高さの引き上げは

重要な情報となる。

図13は調査項目の4予想高さの引き上げ

をどう伝えるかに対する回答を集計したもの

だ。図の横軸の目盛りは回答数を示す。

67市町村中，予想高さの引き上げを「定型

文で伝える」のは8自治体で全体の12パーセ

ントにとどまっている。「定型文以外の実況

で必ず伝える」というのは4自治体で，これ

ら2つの回答を合わせた，必ず伝えるタイプ

は18パーセントである。

「状況次第で定型文以外の実況で伝える」

「何らかの形で伝えることを検討中」は，状

況判断で臨機応変に予想高さを伝えようとい

うタイプと考えられ，図に示す通り，このタ

イプが合わせて49パーセントと半分近くを

占めた。

これに対して，「定型文でも定型文以

外の実況でも伝えない」と回答したのは

8自治体で，全体の12パーセントと少数

派であった。

この調査結果から，予想高さの引き上

げはマニュアルでなく状況に応じて臨機

応変に伝えていこうとする傾向が窺え

る。しかし，東日本大震災でも見られた

ように，避難所の開設や避難誘導，事態

の掌握に忙殺されがちな大災害の混乱時

に，予想高さ引き上げの情報を分析して，

図13　予想高さの引き上げをどう伝えるか　N=67

（注） ％は小数点以下を四捨五入

定型文で伝える

伝えない

未定

8（12％）

4（6％）

15（22％）

18（27％）

8（12％）

14（21％）

定型文以外の実況で
必ず伝える

状況次第では定型文以外
の実況で伝える

何らかの形で伝える
ことを検討中
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どのように住民に伝えるか的確に判断するの

は，必ずしも容易なことではないだろう。

繰り返しになるが，大津波警報が継続中で

あっても，予想高さの引き上げは，危機の深

刻化を伝える優先度の極めて高い情報である

という東日本大震災の経験を「情報解釈の

ルール」として定着させる努力が必要である。

Ⅴ−4−5	“東日本大震災クラス”の伝え方

調査項目5では，予想高さが「巨大」もし

くは10メートル超の場合に，気象庁が警報

本文に書き込む「東日本大震災クラスの津波

が襲来します」というメッセージを伝えるか

どうかと質問した。その結果を集計したのが

図14である。このメッセージは，予測の不

確かさ幅による予想高さの使いづらさをカ

バーするインパクトのある表現なのだが，「定

型文で伝える」という市町村は7自治体と少

ない。

定型文の簡潔さを重視する市町村が多いこ

とによるものと思われる。

予想高さの引き上げと同様に，「何らかの

形で検討中」「状況次第では定型文以外の実

況で伝える」という回答が多数を占めている

が，予想高さ引き上げと比べ「未定」の市町

村が多い。

Ⅴ−4−6	定型文改訂で見直した点

東日本大震災以降，避難呼びかけの定型文

を改訂したという市町村は，67市町村中で

11自治体であった。また，定型文の改訂の

作業中が12自治体，改訂するかどうか検討

中が19自治体であった。このうち，定型文

を改訂済みの11自治体にどのような点を見

直したか尋ねた。

回答の形式は3市の事例研究を参考に「そ

の他」（自由記述）を含む5項目とし，その中

から複数を選んでもらった。以下に複数回答

の結果を多かった順に示す。

■呼びかけに，命令調（避難せよ・避難する

こと・指示するなど）を取り入れた

■予想高さの定性的表現（巨大な・非常に高

い・高いなど）を取り入れた

■避難のエリア（○○道路から内陸側に避難

など）を示すことにした

■予想高さの数値を伝えないことにした

■その他（自由記述）

上記のうち，■その他には，

「状況に応じて呼びかけ文の語

尾を強める定型文も用意した」，

定型文の改訂に伴い，「監視カ

メラを使って状況に応じたアナ

ウンスを行うことを決めた」な

どの回答があった。

図14　“東日本大震災クラス”の伝え方　N=67

（注） ％は小数点以下を四捨五入

定型文で伝える

伝えない

未定

7（10％）

1（1％）

10（15％）

15（22％）

9（13％）

25（37％）

定型文以外の実況で
必ず伝える

状況次第では定型文以外
の実況で伝える

何らかの形で伝える
ことを検討中
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Ⅴ−５ まとめ

3市の事例研究と同様の傾向が，アンケー

ト調査でも窺われた。事例研究とアンケート

調査によって明らかになった傾向を以下にま

とめておく。

［a］警報改訂後も，避難呼びかけの定型文で

予想高さの数値を伝える市町村は依然と

して少ない。その理由としては「定型文

を簡潔にして，避難の呼びかけに徹する

ため」が一番多かったが，震災時と同様

に「予測自体に不確かさがあるから」「地

形によって幅があるから」「住民にとって

ピンとくる情報ではないから」などの理

由もかなり見られる。

［b］予想高さの定性的表現を定型文で「使

う」，もしくは「使うことを検討している」

という市町村が比較的多い。予想高さの

数値の代わりに定性的表現を使う市町村

も少なくないと考えられる。定型文で定

性的表現を「使わない」ことを決めた市町

村は少数にとどまっている。

気象庁の定性的表現は，マグニチュード

8を超える巨大地震の恐れがある場合に，

予想高さの第1報に限って使われるが，

市町村の中には，気象庁が予想高さを数

値で発表していても，大津波警報が出さ

れると「巨大」などの定性的表現を使う

ケースが見られる。

［c］警報改訂後，多くの市町村は予想高さ引

き上げの情報を定型文以外で伝えようと

している。引き上げを「伝えない」という

市町村は少ない。

Ⅵ 放送メディアは
どう伝えるか

避難の呼びかけの中で，予想高さの数値を

伝えるかどうか，定性的表現を用いるかどう

かは自治体によって対応が異なっていた。

放送メディアは，津波の警報や注意報だけ

でなく，予想高さなどの情報を克明に伝えて

きたが，津波警報の改訂に伴い，テレビの速

報画面やラジオの音声表現はどう変わったの

だろうか。

テレビは定性的表現の「巨大」や警報本文

中の「東日本大震災クラスの津波が来襲しま

す」というメッセージをどう伝えるのだろう

か。避難の呼びかけで命令調を使うことにし

た市町村も見られたが，放送メディアはどの

ようにして避難を呼びかけるのだろうか。

本研究では，テレビは災害対策基本法の指

定公共機関であるNHK，ラジオは地方指定

公共機関のIBC岩手放送の対応を調べた。

メディアのうち，放送を取り上げたのは，メー

ルなど通信と比べると，初動時の情報量が格

段に多く，巨大津波災害の切迫性を伝える表

現が豊富なためである。

Ⅵ−１ テレビ（NHK）

津波警報の改訂に伴い，NHKは，「見て，

聞いて，すぐ分かる」表現を目指して，速報

の仕方を見直した。見直しのポイントは，①

見やすい画面・危機感の伝わる画面②気象庁

の新たな情報への対応③一刻も早く避難して

もらうための強い呼びかけの3点である。
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本研究では，NHKテレビの速報を，視覚

情報（テレビ画面の図・字幕）と音声情報（ア

ナウンサーの呼びかけ文）に分けて説明する。

さらに，それぞれを「脅威情報」と「対処行動

情報」に分けて考えてみる38）。

まず，視覚情報中の「脅威情報」から説明

する。予想高さの数値は，従来と同様に字幕

や図で伝える。予想高さが定性的な表現で発

表された場合にも，字幕や図で速報する。

定性的表現の「巨大」は紫地に白字で，「高

い」は赤地に白字で示されている。定性的表

現が数値に切り替わった場合は，発表後直ち

に数値を速報する。

気象庁は，予想高さが「巨大」または「10

メートル超」の場合，「東日本大震災クラス

の津波が来襲」と発表するが，NHKでは，こ

れを「東日本大震災クラスの巨大津波　直ち

に避難」と字幕に出す。また，図15，図16

に示すように，表形式の画面でも「東日本大

震災級」と表記して，巨大津波が襲来する恐

れがあることを速やかに伝える。

予想総高さの引き上げは，画面上部に2段

の字幕で，例えば，「大津波警報，高さ引き上げ，

予想10メートル超，○○県」といったように，

その都度，予報区ごとに引き上げられた数値

を伝える。東日本大震災のように，沖合で観

測された津波をもとに予想高さが引き上げら

れる事態には，「高い津波 沖合で観測 直ちに

避難」と字幕スーパーで速報する。予想高さを

伝える表形式の画面でも「沖合で高い津波観

測」と引き上げの理由を伝える（図17）。

一方，視覚情報のうちの「対処行動情報」

だが，図18に示すように，大津波警報や津

波警報の速報画面には，赤字に白い文字で「す

ぐ にげて！」「つなみ！にげて！」「すぐ避難

図17　NHKの速報画面「予想高さ引き上げ」

（注） 訓練の速報画面。予報区の地名が表示されているが、現実のものではない。

図18　NHKの速報画面「すぐ にげて！」

図15　NHKの速報画面「予想高さの数値」

図16　NHKの速報画面「予想高さ定性的表現」

（注） 予報区の地名が表示されているが、画面はサンプルであり、現実のものではない。
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を！」，「津波！避難！」などの字幕を出す。

子供にも分かるように，ひらがなの併用を決

めた。字幕のサイズは，ワンセグでも見やす

いように大型にした。

NHKは，従来は警報が出ている予報区や

津波の予想高さなど「脅威情報」のデータを

もっぱら表示していたのだが，2012年12月

7日の宮城県三陸沖を震源とする地震から避

難呼びかけの大型字幕を使うようになった。

津波警報の改訂に伴い，ひらがなも使うこと

にした。

次に，音声情報に移る。速報画面に字幕や

図で表示される，警報や予想高さなどの「脅

威情報」については，当然，音声としてもア

ナウンスされるので，ここでは，それ以外の

避難の呼びかけ＝「対処行動情報」について

説明する。

NHKは，従来は落ち着いたトーンで避難

の呼びかけをしていた。視聴者に冷静な行動

をしてもらうためだ。しかし，東日本大震災

を契機に，津波災害の危機感を視聴者により

強く伝え，一人でも多くの人に逃げてもらう

よう，避難を呼びかける表現を切迫感のある

強い口調や命令調，断定調に改めた（2011年

11月）。警報改訂以降もこうした表現を続け

る。以下に大津波警報が出された場合の呼び

かけ文を示す（抜粋。番号と下線は筆者。番

号は本稿の説明のためのもので，放送上の意

味がある訳ではない）。

上記の呼びかけ文のうち，命令調とは②～

⑤である。「○○すること」と体言止めの表

現になっている。津波警報では「○○して下

さい」で命令調は使わない。

強い口調とは①や⑧であろう。①の「東日

本大震災を思い出してください」という表現

は，前述の2012年12月7日の地震の際に初

めて使われた。視聴者の反応は大多数が肯定

的であったが，一方で「不安をあおる」など

の声も寄せられたため，NHKは関係部局で

検討を行い，災害情報の専門家に改めて意見

を聞いた。その結果，「強い呼びかけは安全・

安心を守る公共放送の役割を果たす上で効果

がある」と判断し，引き続き使用することに

なった。早く避難をしてもらうという本来の

趣旨から，後段の「命を守るため一刻も早く

逃げてください」とセットにして使うことを

徹底する39）。

断定調は，⑥と⑦である。⑦はこれまで「急

【大津波警報】

①東日本大震災を思い出してくださ
い。命を守るため一刻も早く逃げて
ください。

②今すぐ可能な限り高いところへ逃げ
ること。

③近くに高台がなければ、高いビル上か
海岸から遠く離れた所へ逃げること。

④決して立ち止まったり、引き返した
りしないこと。

⑤周りの人にも避難を呼びかけながら
逃げること。

⑥斜面を駆け上がり、内陸深くまで流
れ込みます。

⑦何度も押し寄せ急に高くなります。

⑧情報はラジオやワンセグでも入手で
きます。今すぐ、逃げてください。
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に高くなることがあります」という言い回し

であったが，「高くなります」と言い切る表

現とした。断定調は津波警報でも用いる。

⑤の「周りの人にも避難を呼びかけながら」

というのは，放送を視聴した人に地域の率先

避難者になってもらうことを目指している。

⑧は，家でテレビを見続けていないで，すぐ

に逃げてほしいという報道現場の強い思いが

込められたものだと考える。

上記のマニュアルのコメント以外でも，必

要に応じて臨機応変に情報を伝える。

Ⅵ−２ ラジオ（IBC岩手放送）

IBC岩手放送は，岩手県を放送エリアとす

る県域の民間放送局であり，同県で唯一，中

波のAMラジオとテレビを兼営している。

1953年に開局した老舗の放送局であり，数

多くの優れたローカル番組を自主制作してき

た実績がある。テレビはJNN系列40）に加盟

し，東日本大震災の初動時にはJNNの全国

放送に参加する形で震災報道を行った。一方，

ラジオは地震発生時から専ら自局で対応して

いた。

東日本大震災の後，IBC岩手放送では，地

震・津波が起きた際の速報基準を見直した。

それまでは，テレビ，ラジオともに岩手県内

で震度5弱以上の揺れが観測されるか，津波

警報が出された場合に，あらゆる番組とコ

マーシャルに優先して速報することとしてい

たのだが，震災後は，ラジオのみ震度5弱以

上ないしは津波注意報でも，最優先で伝える

ように強化した。これは，東日本大震災で地

盤沈下した地域もあり，震災前とは状況が異

なると判断したためである。ラジオに限った

のは，ラジオが大災害時に重要なメディアと

なるからである。

津波警報の改訂に伴い，2013年3月，地震・

津波の災害報道用コメントを一新した。以下

に大津波警報の場合のコメントを示す（抜粋。

番号と下線は筆者。番号は本稿の説明のため

のもので，放送上の意味がある訳ではない）。

①は「脅威情報」の部分である。岩手県に

大津波警報が出され，予想高さが巨大の場合

には，「東日本大震災クラスの巨大な津波の

恐れがあります」と伝える。上記の報道用コ

【大津波警報】

①岩手県の沿岸に大津波警報が出され
ました。

＊東日本大震災クラスの巨大な津波の
恐れがあります。（到達予想時刻）

＊予想される津波の高さは、「5メート
ル、10メートル、10メートルを超
える」です。

②東日本大震災を思い出してくださ
い。大津波により木造家屋が全壊・
流出したり、人は流れに巻き込まれ
たりします。
沿岸部や川沿いにいる人は、ただち
に高台や避難所など安全な場所へ避
難して下さい。周りの人にも避難を
呼びかけながら逃げてください。

③沿岸では東日本大震災の影響で地盤
が沈下したり、防潮堤・防波堤が復
旧していない地域があったりして、
被害が大きくなる恐れがあります。

④ここなら安心と思わず、より高い場
所を目指して避難しましょう。
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メント以外でも，当然，必要であれば臨機応

変に情報を伝える。沖合で高い津波が観測さ

れたために，警報や予想高さを更新する場合

には，これをしっかり伝える。

②以下は「対処行動情報」である。「○○す

ること」といった命令口調や強い口調は使わ

ない。落ち着いて正しい情報を出していく方

針である。但し，②の「東日本大震災を思い

出してください」とは呼びかける。これには，

被災の経験を共有している同じ岩手県民とし

て，共にあの震災を想い起こそうという思い

があるのだという。

②後段の「周りの人にも避難を呼びかけな

がら」というのは，リスナーに率先避難者に

なってもらうことを目指している。③は地域

の放送局らしく，被災地の防災上の問題を指

摘しながら警戒を呼びかけている。④は震災

直後から陸前高田市や大船渡市で取材を続け

たアナウンサーが，「是非，この言葉は入れ

てほしい」と強く訴え，使われることになっ

た。

ラジオの速報体制としては，東日本大震災

の時と同様に，情報が集まる報道フロアから

アナウンサーが伝える。震災時は，宮古のロ

ボットカメラが，建物や車を呑みこみながら

川を逆流してゆく巨大津波をモニターに映し

出した。その凄惨な映像によって，フロアの

誰もが事態の重大さを確信し，ラジオで実況

した。震災後は，インターネット回線で画像

を伝送する簡易型カメラを大船渡に新設し，

屋外監視カメラを3台から4台体に増やし

た。突発事態には速報性に優れるラジオの特

性を生かして，ラジオ放送を，そのままテレ

ビで流すラジオ-テレビのサイマル「R-Tス

ルー」も震災の時から始めている。

Ⅵ−３ 放送メディアと避難呼びかけの
まとめ

NHKとIBC岩手放送の事例研究から，以

下のような傾向を読み取ることができる。

［a］「脅威情報」である予想高さについては，

数値，定性的表現とも必ず速報する。予

想高さの引き上げも必ず伝える。予想高

さの数値・定性的表現・数値引き上げの

情報は，視覚あるいは音声情報として速

報するため，事前の決まりごと，スクリ

プトとしてマニュアル化されている。

［b］予想高さの10メートル超，「巨大」の意

味を表す「東日本大震災クラス」，予想高

さ引き上げの根拠を示す「沖合から高い

津波」という情報もスクリプトとして確

実に伝える。

［c］マスメディアの「対処行動情報」は，市町

村を特定しない一般的な呼びかけである

ものの，より強く避難を促すように内容

や表現が具体的でインパクトのあるもの

に改められている。NHKテレビの視覚情

報の場合，従来は「脅威情報」の警報や予

想高さ，津波の到達予想時刻など，客観

的データを字幕や図で表示してきたが，

津波の警報が出されると，「つなみ！に

げて！」「すぐ避難を！」などの大型字幕

を出すことになった。東日本大震災以前

と比べ，「対処行動情報」の表現が強化さ

れた。

本研究では，NHKとIBC岩手放送の事例

を説明したが，上記の［1］～［3］は，マスメディ
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アの放送事業者全般に窺われる傾向である。

おわりに
本研究の目的は，予想高さの情報が緊急情

報としてどのような性質を持ち，危険回避の

ためのメッセージである避難の呼びかけにど

の程度，そしてどのように反映されるものか

を明らかにすることであった。

そのために，事例研究による質的調査，電

話と郵送法による量的調査などを行った。検

証結果は以下の通りである。

［検証結果］

■東日本大震災時に，多くの市町村は，防災

行政無線で予想高さを伝えていなかった。

その理由としては，「マニュアルで伝える

ことになっていなかったから」「先ずは逃

げてもらう避難の呼びかけを優先したた

め」「不確かであるから」「湾形など地形に

よって異ってくるから」「分かりにくい情

報であるから」などが多かった。

■震災時に，予想高さの引き上げを伝えた市

町村はさらに少なかった。その理由は，「初

めから予想高さを伝えていないから」，「災

害の応急対応で余裕がなかったから」など

であった。予想高さの引き上げは，沖合で

高い津波が観測されたことによるもので

あった。それは，実況値のリアリティとイ

ンパクトを持つ情報であったが，市町村や

放送メディアなどに直ちに伝えられていな

かった。

■警報改訂後も，避難呼びかけの定型文で予

想高さの数値を伝える市町村は依然として

少ない。その理由は「定型文を簡潔にして，

避難の呼びかけに徹するため」「予測自体

に不確かさがあるから」「地形によって幅

があるから」「住民にとってピンとくる情

報ではないから」などであった。

■予想高さの定性的表現は，定型文で「使う」

もしくは「使うことを検討している」とい

う市町村が比較的多い。定型文で定性的表

現を「使わない」という市町村は調査時点

では少数である。予想高さの数値の代わり

に定性的表現を使う市町村も見られ，気象

庁が予想高さを数値で発表しても，大津波

警報が出ると「巨大」などの定性的表現を

使う自治体がある。

■警報改訂後，多くの市町村は予想高さ引き

上げの情報を定型文以外の実況などで伝え

ようとしている。引き上げを「伝えない」

という市町村は少ない。

■放送メディアは，予想高さの数値と定性的

表現，予想高さの引き上げを，気象庁の発

表通りに克明に速報する。速報のために，

情報への対応は決まりごととしてスクリプ

ト化されている。定性的表現が意味する「東

日本大震災クラス」のメッセージ，予想高

さ引き上げの根拠となる「沖合から高い津

波」も伝える。

［結論］　

検証結果の概念的考察による結論は以下の

通りである。

■予想高さの数値は，予測の不確かさと幅を

伴 うの で，情 報 処 理 の 負 担 が 大 きく，
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personalizeがしにくい性質を持っている。

そのため，東日本大震災時には，予想高さ

を伝えた市町村が少なかった。警報改訂後

も避難呼びかけで使われないことが多い。

■情報処理の負担が大きい予想高さの数値の

代わりに，多くの市町村は，避難呼びかけ

で「巨大」などの定性的表現を取り入れよ

うとしている傾向が窺える。インパクトの

ある定性的表現を伝えることによって，迅

速な避難を促そうとしているものと考えら

れる。定性的表現の意味合いが気象庁・放

送メディアと市町村で異なるケースが見ら

れる。運用時に情報の混乱を招かないよう，

情報解釈のルールを自治体と住民の間で共

有しておく必要がある。

■予想高さの引き上げは，危機の深刻化を伝

える極めて重要な情報である。警報改訂後

は，定型文以外の実況などで伝えようとし

ている市町村が多い。しかし，大災害の混

乱時に更新される情報を速やかに分析し，

住民に的確に伝えるのは容易ではない。「予

想高さの引き上げは，プライオリティが非

常に高い情報であり，沖合からの津波の襲

来などリアリティとインパクトを持つ根拠

はしっかり伝える」という東日本大震災の

教訓を，情報解釈のルールとしてしっかり

定着させる努力が必要である。

［本研究の意義と今後の課題］

本研究は，予測の不確実性と幅が緊急情報

のメッセージとどのように係わっているのか

を，津波の予想高さと避難呼びかけの側面か

ら考察したものである。東日本大震災以降，

津波警報や避難呼びかけなどの情報伝達につ

いて，さまざまな角度から検証や報告，研究

がなされているが，本研究のようなアプロー

チは，意外に少ないのではないだろうか。予

測の精度と迅速さのトレードオフや解像度の

限界は，巨大地震・津波に限らず，災害全般

に共通する問題である。その意味で，本研究

は重大災害の切迫性を的確に伝える情報のあ

り方を検討する上で，何がしかの示唆を含む

ものであると考える。

東日本大震災以降，巨大地震の想定が見直

され，津波警報の改訂に伴い，より強い表現

で避難を促すメッセージが使われることに

なった。予測の精度が不確実性を伴う大災害

への不安が高まると，想定も含め災害の脅威

を伝えるさまざまな情報が，「脅威アピール」

（threat appeal）の性格を帯びてくる傾向があ

るのではないだろうか。

この「脅威アピール」（threat appeal）とは，

『送り手がある特定の話題について受け手を

説得しようとするときに，脅威（threat）の危

険性を強調して受け手を脅すことによって，

その脅威に対処するための特定の対処行動

（coping behavior）の勧告（recommendation）

に対する受け手の受容を促進させようと意図

された説得的コミュニケーション』と定義さ

れる41）。しかし，「脅威アピール」が適正な

ものでなければ，受け手に心理的なリアクタ

ンスによる反発や防衛的回避を生じさせて，

説得の効果は上がらないだろう42）。

では，どのような脅威情報が避難を促すの

だろうか。本研究では，気象庁が発表する津

波の予想高さにこだわって論考を重ねてきた

が，市町村の中には，東日本大震災や過去の

津波災害の体験を踏まえ，地域の特性に根ざ
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した脅威情報を伝えようとする動きが見られ

る。

例えば，津波襲来までのリードタイムが約

30分程度とされている釜石市では，避難呼

びかけで地震発生からの経過時間を刻々と伝

える。これは，ある意味では，時間的な切迫

性を伝える脅威情報と考えることができよ

う。また，大津波が平野部の奥深くまで侵入

した仙台市が避難エリアを伝えることも，裏

を返せば避難エリアまでは危険が及ぶ恐れが

あるという脅威を伝えていると考えることも

できる。市町村の避難呼びかけの中から地域

固有の脅威情報を抽出し，避難を的確に促す

脅威情報とはどのようなものかを考察するこ

とが，今後の研究の課題であると考える。

最後に，本研究は，「放送調査と研究」（2013

年3月号及び6月号）に掲載された筆者執筆

の2本の論文，「予想高さと緊急時コミュニ

ケーション」と「巨大津波災害の切迫性と警

報改訂」を加筆・修正したものであることを

お断りしておく43）。本研究がいささかなり

とも，市町村をはじめ防災関係者の方々のご

参考になれば幸いである。

（ふくなが ひでひこ）
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われて，現実の脅威を無視したり，過小評価し
たりする心理のこと。
脅威アピールの効果を，受け手が脅威と対処行
動についてどう認知したかで説明しようという
のが「防護動機理論」である。この理論では，危
険から身を守ろうとする防護動機と対処行動を
決定づける要因として，■脅威の深刻さ■脅威
の生起確率■対処行動の効果■対処行動をとる
ことによる負担（コスト）■対処行動をとらない
ことよるメリット■対処行動をうまく実行でき
るという見込み（self-efficacy:自己効力）を挙げ
ている。

43）福長秀彦「予想高さと緊急時コミュニケーショ
ン」NHK放送文化研究所編『放送研究と調査』
2013年3月号（NHK出版），福長秀彦｢巨大津波
災害の切迫性と警報改訂｣NHK放送文化研究所
編『放送研究と調査』2013年6月号（NHK出版）。
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