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空前絶後の自然災害

2004年12月26日午前8時ごろ（日本時間同
10時ごろ），インドネシア・スマトラ島西部沖
で発生した巨大地震と大津波は自然災害の歴
史にその名を残す未曽有の被害をもたらした。
震源はスマトラ島北部のアチェ州の西およ

そ 200 キロ沖合で，アメリカ地質調査所は発
生直後，地震の規模を示すマグニチュード
が 8.1，震源の深さは 40 キロと推定されると
発表した。その後まもなく，アメリカ地質調
査所はマグニチュードを 8.1 から 8.5 に，さ
らに 8.5 から 8.9 に，震源の深さを 10 キロに
それぞれ改めたと発表し，最終的には翌27
日に，マグニチュードを 9.0 に修正した。こ
れは 1995年の阪神・淡路大震災（M7.3）のお
よそ 1600倍のエネルギーに相当する巨大地
震である。マグニチュードが 9.0 を上回った
巨大地震は 1900年以降では，1960年5月の
チリ（M9.5），1964年3月のアラスカ（M9.2），
1957年3月のアリューシャン（M9.1）の３例だ
けで，この 100年間では 1952年11月のカム
チャッカ（M9.0）と同じ４番目の規模である。
M9.0 の巨大地震によって引き起こされた
大津波は時速700km のスピードでアフリカ
東海岸を含むインド洋沿岸諸国を襲ったう
え，遠く離れた南太平洋や南極，さらには南
米の太平洋沿岸にも数十センチの高さで押し

寄せ，地震と津波による死者・行方不明者は
合わせて 30万人を超した。そして今なお被
災地では国際社会の支援を受けながら行方不
明者の捜索と復旧活動が続けられており，各
国のマスメディアも自らに課せられた役割を
果たすべく取り組みを続けている。
ここでは空前絶後の被害をもたらしたスマ

トラ沖巨大地震と大津波の襲撃を，地震大国
日本の公共放送NHKがどう伝えたかを，特
に発生直後からおよそ 24時間のいわば初動
段階の放送記録を基に検証する。

早かった第一報

12月26日は日曜日であった。東京・渋谷
の NHK ニュースセンターの午前10時は前
夜からの徹夜勤務グループから日勤グループ
への引継ぎを終えたばかりの時間帯である。
その日，全国向けの正午ニュースの予定にあ
がっていた項目は故高松宮妃喜久子さまの
斂
れんそう

葬の儀（本葬）や東京・世田谷で未明に起
きた量販店の火災の続報などであった。
そんな日の午前10時過ぎ，バンコク支局

の記者からNHKニュースセンター国際部に
「バンコクが珍しく揺れた」という電話が飛び
込んできた。国際部のデスクはジャカルタと
マレーシアのクアラルンプールの駐在事務所
（事実上の支局）に電話を入れたが，いずれ
も「当地では揺れは感じなかった」というこ
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とだった。その後，しばらくたって国際部の
記者がアメリカ地質調査所のホームページを
確認したところ，「M8.1」を発見したという。
同じころ，外国通信社のAPとReuters（ロ

イター）が相次いで速報した。両社の記録に
よるとまず，APはインドネシアの首都ジャ
カルタ発で，日本時間の午前10時59分9秒に
「A seismologist says a massive earthquake 

rocks Indonesia's northernmost province of 

Aceh, causing dozens of buildings to collapse.」

（全文：「インドネシアの最北端アチェ州で大地
震発生。多くの建物が倒壊」）と手短かに打電
してきた。
　また，ロイターも午前 10 時 59 分 52 秒に
やはりジャカルタ発で打ってきた。APより
長く次のとおりである。
「A strong earthquake shook Indonesia's 

Sumatra island on Sunday, toppling several 

homes in restive Aceh province and causing 

widespread panic, media reported. Thousands 

of people fled their homes in the Aceh 

provincial capital Banda Aceh when the 

earthquake struck at around 8:00 a.m. ( 0100 

GTM ) , the official Antara news agency said. 

It was not immediately known if there were 

any casualties. Officials were not available to 

comment on the size of the earthquake. The 

U.S.Geological Survey measured the earth-

quake at a magnitude of 8.1 and said it took 

place off the west coast of Sumatra at a depth 

of 40 km ( 25 miles ) .」（全文：「インドネシア
のスマトラ島で大地震が発生。アチェ州では家
が壊れ，パニックが広がっている。アンタラ通
信（筆者注：インドネシアの国営通信社）によ
ると地震が起きたのは午前 8 時ごろで，アチェ
州の州都バンダ・アチェでは何千もの人々が家
から外に飛び出したという。被害の様子や地震
の規模は不明。アメリカ地質調査所の観測では
マグニチュードは 8.1，震源はスマトラ島の西部
沖で，震源の深さは 40 キロ（25 マイル）」）
APとロイターの第一報の打電時刻には数

十秒の開きがあるが，ロイター電のほうがマ
グニチュードや震源地などに言及しているこ
とを考えると，「同着」であろう。

社　名 第一報：時間／内容　　　　　　　

AP
地震発生：
津波発生：

午前 10 時 59 分／地震学者によるとインドネシア最北のアチェで大地震発生　建物多数が倒壊
午前 11 時 57 分／目撃者によるとインドネシア北西で起きた大地震で大津波が沿岸に押し寄せる
被害の報告あり

ロイター

地震発生：

津波発生：

《筆者注》

午前 10 時 59 分／インドネシアのスマトラ島で大地震が発生
アチェ州では家々が壊れ，パニックが広がっている
州都バンダ・アチェでは多くの人が家から飛び出している
アメリカ地質調査所によるとマグニチュードは 8.1，震源の深さは 40 キロ
午後 0時 22 分／州都バンダ・アチェの住民によると大地震のあと，海岸では引き潮の前に起きた上
げ潮で少なくとも 9人が死亡 (floods had hit parts of the city before receding,leaving at least nine 
people dead)
ロイターが「large waves」や「tsunami tidal waves」の用語を用いて打電した時刻は午後 0時 55 分

表 1　通信社の第一報（時間は日本時間）
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第一報の放送

こうした３か所からの一報情報を受けて
NHK国際部では午前11時16分に「スマトラ
沖でマグニチュード8.1の強い地震が起きた。
震源の深さは 40 キロと推定されている。ア
チェ州の中心部でホテルやモスクが倒壊する
などの被害が出ている」ことを内容とする第
一報原稿を出稿した。アメリカ地質調査所で
はその後まもなく，マグニチュードと震源の
深さをそれぞれ修正した。国際部が 11時35
分に差し替えた原稿はその後の正午ニュース
で放送された。全文は次のとおりである。

　 「インドネシアのスマトラ島の沖合で，日本
時間のきょう午前 10 時ごろ，マグニチュード
8.5 の強い地震がありました。アメリカの地質
調査所によりますと，現地時間のきょう午前 8
時，日本時間の午前 10 時ごろ，インドネシア
のスマトラ島北部のアチェ州の西側およそ 200
キロ沖合で，強い地震がありました。アメリカ
の地質調査所は，マグニチュード 8.5， 震源の
深さを 10 キロと推定しています。この地震で，
インドネシアの首都ジャカルタで大きな揺れは
感じられませんでしたが，地元のラジオ局によ
りますと，アチェ州では，州都バンダ・アチェ
の中心部にあるホテルが一部倒壊したほか，モ
スクのドームが崩れるなどの被害が出ていると
いうことです。スマトラ島では今年 7 月にもマ
グニチュード 7.3 の地震があったほか， 2000 年
6 月にはマグニチュード 7.9 の地震で，およそ
100 人が死亡しています」
一方，NHK社会部では地震に伴う津波の

有無について，国際部の第一報原稿より早い
午前11時2分，気象庁情報として「気象庁は
震源地がインド洋であることから津波が日本に

押し寄せる恐れはないとして『日本ではこの地
震による津波の心配はない』と発表しました」と
の関連原稿を出稿し，国際部の原稿と併せて
テレビ，ラジオとも正午のニュースで放送し
た。社会部の関連原稿のほうが国際部の原稿
（本記原稿）より早く出稿されたのはニュース
センターで隣接している国際部からの連絡で
いち早く気象庁に電話取材した結果である。
これに対して，在京の民放テレビ各局はど

こも昼のニュースでこのニュースを放送しな
かった。民放テレビ局の中で一番早く地震の
ニュースを流したのはテレビ朝日で，午後2
時41分，「インドネシア・スマトラ沖で強い地
震がありました　米地質調査所によるとM8.5」
とスーパー速報した。しかし，ほかは速報
せず，午後3時25分と午後5時から 6時にか
けての定時ニュースまで放送しなかった。ま
た，テレビ朝日のスーパー速報は，その時点
で日本にも伝えられていた津波による被害発
生には触れず，地震の発生だけを速報したも
のだった。
このように日本のテレビ局の対応を見る限

り，NHKと在京民放各局の差は歴然として
いる。しかし，NHKにも「反省すべき点」が
なかったわけではない。

ニュースオーダーと“疑問”

12月26日正午のテレビニュースは，先に
述べた予定の項目どおり，初めに故高松宮
妃の斂葬の儀，２番目と３番目に量販店・ド
ンキホーテの火災と佐賀県沖のヘリ墜落事故
のいずれも続報と続き，スマトラ沖地震の
ニュースは４番目に，時刻としては 0時6分
過ぎから「スマトラ島沖で大地震が発生し，
ホテルなどに被害が出ている」とした国際部
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原稿と「日本への津波の恐れはない」とした
社会部原稿を併せて 1分16秒間，放送した。
ラジオ第１放送の正午ニュースでもテレビと
同じオーダーで 0時5分から 1分10秒間，放
送した。
地震に伴う津波は地震からほどなく発生

し，まず震源近くのアチェ州沿岸に押し寄せ，
CNNインターナショナルやAPは，日本時
間の 11時30分過ぎから正午前にかけて津波
襲来の第一報を伝えた。これより先，NHK
国際部でも気象庁に電話取材をしたが，気象
庁は「太平洋津波センターに聞いてもインド
洋のことは分からない」と回答したという。
しかし，例えばマグニチュード 7.7 だった

昭和58年の日本海中部地震の場合，震源の
深さが 10 キロでかなりの津波被害を発生さ
せたことなどでも分かるように，今回のスマ
トラ沖地震が同じ 10 キロという震源の浅さ
や日本海中部地震をはるかに上回る地震の規
模から大津波を予測あるいは連想出来たと思

われ，気象庁の「太平洋津波センターでもイ
ンド洋のことは分からない」という回答に，
取材者が結果として“淡白”であったこと
は悔いを残すことになったと言えよう。加
えて，正午ニュースで「津波が日本に押し寄
せる心配はない」とする気象庁の発表を放送
するにとどまったことは，日本列島への影響
の有無を国民に知らせることの重要性は当然
あるにしても，アジアの主要な放送局である
NHKが 24時間ワールドニュースに乗り出し
ていることを考えると，あえて言えば“視
野の狭さに疑問”が残るものだったと言わ
ざるを得ない。

外国メディアとNHKの津波情報

筆者が取材した限りでは，津波襲来を最初
に伝えたのは CNNインターナショナルで，
日本時間の午前11時32分だった。CNNによ
ると，同社は地震の発生時にはこれを伝え
ず，津波襲来を放送したのが地震の第一報で

表 2　スマトラ沖巨大地震・津波の第一報　（NHKと在京キー局 5社　時間は日本時間）

社　名 第一報ニュース放送時間 スーパー速報時間／内容

NHK総合

地震発生
T：午後 12 時 06 分（正午ニュース）
R：午後 12 時 05 分（正午ニュース）
津波発生
T：午後 2時 55 分（特設ニュース）
R：午後 1時 20 分
（男子高校駅伝中継中に割り込み放送）

スーパー速報なし

スーパー速報午後 2時 14 分 /
「インドネシアの地震でタイやスリランカなどで津波被害」

日本テレビ 午後 3時 25 分
（定時ニュース『NNNニューススポット』）

スーパー速報なし

TBSテレビ 午後 5時
（定時ニュース『ニュースの森』）

スーパー速報なし

フジテレビ 午後 5時 30 分
（定時ニュース『スーパーニュース』）

スーパー速報なし

テレビ朝日
午後 3時 25 分（定時ニュース） スーパー速報午後 2時 41 分 /

「インドネシア スマトラ沖で強い地震がありました 
米地質調査所によるとM8.5」

テレビ東京 午後 5時 20 分（定時ニュース） スーパー速報なし

【参考】CNNインターナショナルは午前 11 時 32 分 ,「スマトラ沖の大地震で発生した津波が沿岸を襲う」と第一報を放送。CNN
によると午前 10 時の地震発生そのものの速報はしておらず ,「津波襲来」の 11 時 32 分のニュースが最初という。
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もあったという。
AP は午前11時57分に次のような短い第

一報をジャカルタ発で打電した。
「Witnesses say earthquake in northwestern 

Indonesia triggers large waves along coast; 

some damage reported.」（全文：「目撃者によ
るとインドネシア北西で起きた地震で大津波が
沿岸に押し寄せ，被害が出ている模様」）
　また，ロイターは津波を意味する「large 
waves」や「tsunami tidal waves」といった
用語で津波襲来を打電したのは日本時間の午
後 0時 55 分であるが，その 33 分前の午後 0
時 22 分には地元ラジオ局の放送を引用して
以下のような事実上の津波情報をジャカルタ
発で打電している。
「Nine people died in a flash flood following 

a strong earthquake that shook the north of 

Indonesia’s Sumatra island on Sunday, radio 

reported. Residents in the Aceh provincial 

capital Banda Aceh said floods had hit parts 

of the city before receding, leaving at least 

nine people dead. （筆者要約：「インドネシア北
部のスマトラ島を襲った大地震に続く上げ潮で
９人が死亡。アチェ州州都のバンダ・アチェの
住民は引き潮の前に上げ潮が街を襲い，少なく
とも９人が死亡したと話している」）
一方，NHKジャカルタ駐在事務所でも国

際部からの連絡を受けた後，地震の規模と震
源の浅さから津波の恐れがあるとみて，地
元アチェの気象台に連絡を取り，情報の収集
に努めたが，現地情報はなかなか入ってこな
かった。その背景にはアチェ州はニューギニ
ア島の西半分のイリアンジャヤなどととも
に，一部住民の間にインドネシアからの独立
を求める動きがあることから，現地への立ち

入りが制限されているうえ，平時から情報が
ジャカルタには届きにくいという特殊事情が
あるためである。
こうした状況の中，NHK国際部が津波に

関するニュース原稿を出稿したのは地震発
生から 3時間，CNNインターナショナルの
一報放送から 1時間半経った午後1時過ぎに
なってからだった。原稿はリード部分で「ス
マトラ沖合で強い地震があり，地元のラジオ
局は９人死亡を伝えている」としただけで，
9人の死亡が地震によるものかあるいは津波
によるものか言及していない。そして，本文
に入って初めて「津波が押し寄せて，道路が
1.5 メートルまで冠水し，水が引いた後に９
人の遺体が見つかった」という事実に触れ，
さらに「多くの住民が津波を避けて避難した」
ことや「橋が崩れたりする被害が出ている」
ことを書き込んだ。しかし，テレビでこの
ニュースを放送するには至らなかった。
「津波による死者が出ている」事実をリー

ドに持ってきた原稿が出稿されたのは，さ
らにこの 1時間余り後の午後2時9分だった。
この原稿ではスマトラ島だけでなく，スリラ
ンカでも少なくとも 10人の津波による犠牲
者が出て（ロイター），死者はスマトラ島の
９人と合わせて 19人に達したこと，タイ南
部のリゾート，プーケットの海岸にも津波が
押し寄せ，多数のけが人が出ている模様（ロ
イター）であること，さらにプーケットに滞
在していた日本の旅行会社の関係者が津波の
高さについて，建物の一階部分が水に浸かる
くらいだったと語った証言などを初めて盛り
込んだ。
　ここにきて，ニュースセンターは地震と津
波による被害が尋常のものではないと判断し
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て，午後 2時 14 分に「インドネシアの地震で
タイやスリランカなどで津波被害」とスーパー
速報した。次いで午後 2時 55 分から 58 分ま
での 3分間，特設ニュースを放送した。しか
し，この後の午後 3時 45 分から 50 分までの
定時ニュースでは，2 分 20 秒余り，次の定
時ニュースである午後 6 時のニュースでも
10 分の時間枠のうち，2分余りを伝えたにと
どまった。
一方，NHKラジオ第1放送は正午ニュー

スの後，午後0時15分からは高校男子駅伝の
中継放送に入っていたが，津波による死者が
９人出たとの国際部原稿を，午後1時20分に
駅伝放送に割り込んで特設ニュースとして伝
えた。このほか，ラジオ第1放送が特設ニュー
スを設けたのは，『サンデージョッキー』の
放送を中断した午後3時59分で，200人以上
の死者が出たことを伝えたが，それ以外では
午後5時と 6時の定時ニュースの枠を 5分か
ら 10分に拡大した程度であった。
テレビ，ラジオともに続報が遅れたのはイ

ンド洋には太平洋のような津波情報の伝達シ
ステムがないことに加えて，アチェ州が抱え
る複雑な地域事情や想像を絶する規模の津波
で通信基盤が破壊されたことによって，現地
の詳細な被災状況が外に伝わらず，情報の空
白状態が続いたためとみられる。
しかし，日本時間の夕方から夜にかけて，

津波の被害はインド洋沿岸の各国におよび，
特にタイのプーケットなどのリゾートでは日
本を含む世界各国からの大勢の観光客が大津
波に飲み込まれたなどという情報がようやく
入り始めた。そして，死者，行方不明者の数
は時間の経過とともに千，万の単位で増え続
け，ニュースセンターは日本人観光客の安否

確認に追われる中，とどまることを知らない
被害事実の確認に忙殺されていった。

NHKからの海外発信

1935年に始まった NHK のラジオ国際放
送は，今では 22 か国語で行うラジオ日本と
して定着している。また，1995年から北米・
欧州向けに始まったテレビ国際放送は今では
1日24時間，３つの衛星を利用して全世界に
ニュースや情報番組を提供するようになり，
パラボラアンテナとデジタル衛星チューナー
を設置すれば地球上のどこででも受信出来る
NHKワールドTVとして知られる。ここで
はNHKワールドTVとラジオ日本について
検証する。
NHKワールドTVはニュース・情報番組

チャンネルである。ニュースは 1日24時間毎
正時に放送するが，午前5時から 8時13分ま
では『おはよう日本』を，また正午や午後7時
のニュース，午後10時からの『ニュース 10』
などはそれぞれ総合テレビを受けて「スルー」
で放送し，その他の正時は基本的には BS
ニュースを放送している。要員確保などの関
係から，日本語と英語の２か国語放送が出来
ない時間のニュースには短文の英語の字幕を
スクロールして流すなどの工夫をしている。
12月26日の当日，NHKワールドTVがス

マトラ沖巨大地震の発生を発信したのは正午
のニュースが最初だった。津波情報について
は午後2時14分に総合テレビがスーパー速報
したのを受ける形で，午後2時23分，画面下
にスクロールして流れる英語字幕ニュースで
伝えたのが第一報で，日本語の字幕ニュース
はなかった。この英語字幕ニュースは 2004
年6月から英語による発信能力を高めるため
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に始めたシステムで，通常は午前10時から
午後4時までの間，BS ニュースに並行して
流している。26日は午後2時23分に流した
後，午後8時30分までの 6時間余りにわたっ
て，随時内容を差し替えて最新情報を伝えた。
一方，ラジオ日本も毎日24時間ほぼ毎正

時にニュースを放送しており，スマトラ沖地
震発生の第一報を放送したのはラジオ第1放
送の正午ニュースを「スルー」で流したのが
最初だった。津波の被害発生については午後
3時に南西アジアや南米，中東・アフリカを
除くすべての地域向けに定時化されている英
語によるニュースの中で放送し，午後4時台
にも英語による特設ニュースを設けた。
しかし，日本語で津波被害発生のニュー

スを伝えたのは午後4時の定時ニュースから
で，出遅れた。が，それ以降の津波情報はほ
ぼ毎正時，ラジオ第1放送のニュースを「ス
ルー」したり，ラジオ日本独自の編成枠で放
送したりして対応した。
さらにインドネシア語やタイ語，ヒンディ

語，ベンガル語といった地域の言語で，その
地域向けにニュースを放送するサービスはそ
の言語によって，1日に 2回から 6回行って
いるが，今回の地域向けの災害報道は日曜日
で要員確保が難しかったことから，プログラ
ム通りの放送にとどまった。
一方，NHK では 1997年11月，エジプト

の古代遺跡がある観光地ルクソールで，イス
ラム過激派集団が観光客に向けて銃を乱射
し，日本人10人を含む外国人観光客58人が
死亡した事件を重視して，翌98年からは在
外邦人や日本人旅行客を対象に，地域の治安
や災害に関する情報，旅行の注意事項などを
ラジオ日本で定時放送を行い，2000年4月か

らはNHKワールドTVでも『海外安全情報』
として放送を始めた。放送回数は曜日によっ
て異なり，ラジオ日本が 1日10回から 15回，
NHK ワールド TV が 1日5回から 6回，そ
れぞれ 5分間定時放送している。伝える情
報は外務省の海外安全ホームページを基に，
NHKの国際放送局が海外に進出している日
本の企業や団体などから得た最新情報を参考
にしてとりまとめている。
2004年11月から05年3月までのNHKワー

ルドTVのプログラムによると，日曜日の『海
外安全情報』は午前8時55分（日本時間，以
下同じ），午後0時55分，午後2時55分，午
後7時50分，午後9時55分，午後11時55分
からの計6回，いずれも 5分間の枠が設けら
れている。要員事情などから，通常土曜日と
日曜日は金曜日に制作・放送したものを再放
送しており，12月26日も午後2時55分の放
送枠までは金曜制作のものを使わざるを得
ず，その日4回目の午後7時50分からの放送
枠で初めて，「余震の可能性があるので，十
分な注意が必要である」ことを伝えた。しか
し，この後の 2回の放送枠は年末年始編成で
大型番組や特集ものが入ったため，『海外安
全情報』は放送されなかった。
また，ラジオ日本の番組表によると，26

日当日の『海外安全情報』枠は，午前中は 2
時55分と 5時55分以降8時55分までの毎時
間，午後は 1時55分と 5時55分以降10時55
分までの毎時間（7時台を除く）の合わせて
11回あった。このうち巨大地震と大津波情
報をその日最初の海外安全情報枠で放送した
のは午後5時55分で，それ以降あった 5回の
放送枠の中で，大津波情報を流したのは 8時
台と 9時台の 2回だけだった。その理由は毎
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正時のニュースの中で大津波情報を放送した
ことと，大津波情報以外の海外安全情報も流
す必要があったためという。
しかし，総じて言えば，今回のスマトラ沖

巨大地震と大津波に関する海外への発信はラ
ジオ，テレビとも再検討を要する重い課題が
残ったと言えよう。
まず，今回のように発生後一定時間の間，

被災地からの情報が極端に少なく，したがっ
て国際部や社会部，海外支局からの出稿が少
ない場合，報道局のニュース原稿を海外発信
用に使うことになっている国際放送局として
はどのように対処すべきなのかという問題で
ある。取材と出稿の「権限」に関して，国際
放送局と報道局の調整やNHK全体としての
再検討が必要になろう。
次に大災害の発生が年末年始の特別編成期

だったとしても，テレビ，ラジオとも海外安
全情報の放送が大型番組の編成などを理由に
見送られたことは，海外安全情報の放送趣旨
や定時性からいって妥当なことであったか，
疑問が残る。特に年末年始は休暇で海外に出
かける日本人が多くなる時期であることを考
えると，人々の生命と財産を守るという公共
放送の責務から，出国者数が増加する時期の
『海外安全情報』の放送枠はむしろ増やすか，
しっかり確保すべきであると筆者は考える。
さらに，テレビ画面の下に字幕ニュースを

スクロールして流すシステムについて，英語
字幕だけでなく，日本語字幕のシステムを早
急に整備すべきであろう。簡便に情報が速報
出来るだけに非常時には威力を発揮すること
は間違いないであろう。

映像の入手と取材・伝送

今回の災害はインド洋沿岸各国の広範囲に
および，しかも被災地が政情不安であったり，
辺境の地であったりしたうえ，もともと脆

ぜいじゃく

弱
だった通信基盤が地震と津波で崩壊し，被災
現場での取材と発信が極めて困難であったこ
とに大きな特徴がある。
地震発生時や大津波が押し寄せる決定的な

瞬間をとらえた映像は地元ホテルの従業員や
観光客などのアマチュアカメラマンが撮影
したものがほとんどで，NHK初め各テレビ
局とも被災地で映像の自主取材が出来るよう
になったのは 26日遅くになってから，もし
くは 27日あるいはそれ以降になってからで
あった。以下，NHKの記録や関係者の話な
どに基づいて 26日を検証してみる。
地震の一報映像はロイターテレビジョン※1

が日本時間の 26日午後2時15分ごろ配信し
た。この映像はアチェ州の州都バンダ・アチェ
から南東に 600 キロほど離れたスマトラ島最
大の都市メダンの様子を地元テレビ局のカメ
ラマンが撮影したものだった。また，日本時
間の午後3時ごろにはAPTN ※2 が，やはり地
元テレビ局が撮影したタイ南部のハジャイや
スラタニなどの地震直後の映像を配信した。

※1 ロイターテレビジョン＝Reuters Television：
　　ロイター通信の映像配信部門
※2 APTN＝Associated Press Television News：
     AP 通信の映像配信部門
ロイターテレビジョン，APTNともに収集したニュー
ス映像を自らの専用回線を通じて世界各国の放送機関
などに配信している

しかし，これら２つの一報映像はデパート
やホテルの中から通りに避難した人々や，ヒ
ビの入った窓ガラスなどを映した“普通”
の地震映像であったため，非常事態であるこ
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とを気づかせるには足りないものだった。
衝撃的な映像は，日本時間の午後4時ごろ

にロイターテレビジョンが配信したインド南
東部の都市チェンナイの映像が最初だった。
地元テレビ局が撮影したこの映像には海岸に
押し寄せる大津波や冠水した道路，立ち往生
するバス，大破した建物や避難を急ぐ人々を
とらえており，大津波の恐怖を実感させるに
十分な迫力があった。
この後，NHKニュースセンターには自ら

の手配や映像通信社の配信によって，震源地
に近いスマトラ島の海岸や州都バンダ・ア
チェ，日本人観光客も多く犠牲になったタイ
のリゾート，プーケットやパトンビーチ，さ
らにスリランカやインド，マレーシア，モル
ディブなどを中心にインド洋沿岸の被災地の
映像が次々に入り，その数は 2月末の時点で
およそ 50本に達した。
一方，NHKでは東南アジアと南西アジア

に配置している支局や駐在事務所を総動員す
るとともに，東京や仙台局（地震研究者に記
者らが同行）からも記者，カメラマン，番組
ディレクターを主な被災地に派遣して，自主
取材を開始した。このうち，バンコク支局の
取材班はプーケットに，インド・ニューデ
リー駐在事務所の取材班はインド南東部の都
市チェンナイに，それにマレーシア・クアラ
ルンプール駐在事務所の取材班はペナンにそ
れぞれ 26日のうちに入ることが出来た。こ
れら各取材班からの生々しい記者リポートは
27日の『おはよう日本』の 5時台から順次入っ
た。しかし，ジャカルタ駐在事務所取材班の
アチェ州入りを含めてその他の取材班の現地
入りは，困難な現地情勢や航空機事情などの
影響を受けて 27日か，それ以降とならざる

を得なかった。
被災地に入った取材班が取材を進める一方

で，まず取り組んだのが撮影した素材を東京
のニュースセンターに伝送する手段と拠点の
確保だった。先述したように地元の通信基盤
は地震と津波で崩壊しているため，既存の施
設から衛星に向けて映像素材を発信すること
が出来ないケースが多く，壊れた通信端末が
回復するまでにかなりの時間を要した。
このため，アチェに入った取材班はビデ

オフォンを持ち込んで急場を凌
しの

いだり，27
日，東京からスリランカのコロンボに入っ
た取材班はインターネットなどで普及して
いる IP ＝ Internet Protocol 技術を応用した
通信機器，通称「IPT（＝ Internet Protocol 
Terminal）スーツケース」などを携行したり
して，連日連夜，被災現場を文字どおり渡り
歩きながら，素材送りや生中継に当たった。
しかし，移動する先々で，地形の影響を受け
て衛星をとらえる作業が困難を極めたり，世
界中の放送機関や映像通信社が被災地に入っ
たことで衛星回線の「奪い合い」になったり
して，取材班や東京ニュースセンターの機敏
な判断が求められる場合が多かった。
総じて言えば，通信系統の技術や機器の性

能アップで，機器を操作出来る理系の知識や
経験の蓄積が今後ますます文系の取材者にも
求められることが実証された結果となった。

公共放送NHKの使命

大津波で甚大な被害を受けたインド洋沿岸
各国では，津波の発生と襲来に的確に対応出
来なかった自国の気象庁などに対する批判が
高まった。これに連動する形で，いくつかの
国では情報を迅速に伝えなかったメディアの
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責任も問われた。
また，国際社会は津波警報システムのイン

ド洋への導入に向けて動き出した。その過程
で，各国の放送機関では防災に放送を生かす
というNHKが長年取り組んできた「災害報
道」のテーマについて議論を重ねることにな
ろう。
一方，日本の気象庁はこれまで，海外でマ

グニチュード 7以上の地震が起き，日本に津
波の影響が懸念される場合や，現地で揺れに
よる大きな被害が出る恐れがある場合に「遠
地地震情報」を発表しているが，海外で津波
の恐れがあるかどうかについては発表してこ
なかった。しかし，今回のインド洋大津波で
多くの日本人が犠牲になったことを重くみた
気象庁は，海外で津波が起きる可能性を含め
た津波情報を海外にも伝えることが出来るか
どうか検討していくことになった。その場合，
NHKワールドTVやラジオ日本の果たす役
割について，NHKと気象庁などとの間で協
議が進むことになろう。
こうした状況の中，NHK は 1月末から 2

月末にかけて，地震や津波が起きるメカニズ
ムと，どうすれば地震や津波の被害を少なく
して，身を守れるかについて英語で説明した
25分番組を 2本制作した。番組は地震や津
波について知識がない人でも分かるように，
NHKが持っている過去の映像や CGを駆使
した「啓

けいもう

蒙的な内容」になっており，2月末ま
でに 3回，全世界に向けて発信するとともに，
ABU（アジア太平洋放送連合）の事務局（ク
アラルンプール）にテープを送付して，会員
ならどの放送機関でもコピーを入手して自国
で放送出来るようにした。
その結果，今回，最大の被害を受けたイン

ドネシアで，全国ネットのTVRI が 1日でイ
ンドネシア語に翻訳して，日をおかず放送し
たほか，2月末時点で合わせておよそ 20 の
放送機関から放送したいとの希望が寄せられ
ている。
そして，2月28日からは 3月2日までの 3

日間，NHKの呼びかけでABU 加盟放送機
関を中心に 15 の国と地域からおよそ 40人の
代表が東京・渋谷のNHK放送センターに集
まり，「自然災害と放送の役割」をテーマに
した緊急ワークショップを開催した。
ワークショップではまず，インドネシア，

スリランカ，インド，タイ，マレーシアの
代表が，地震と津波発生の第一報段階から
どのような対応をとったかについて基調報
告を行った。このうち，インドネシアの代
表（TVRI）が自前の SNG（Satellite News 
Gathering ＝可搬型衛星中継伝送機）をア
チェに持ち込んだのが地震発生から 6日目
だったことや，タイの代表（ch11）が視聴者
にツナミをどのように理解させたらいいの
か，苦労したエピソードを紹介するなど，初
めてとも言える「災害報道」に戸惑った経験
について報告し，意見交換した。その結果，
各国，各放送機関の間の差やそれぞれが抱え
る課題が明らかになった。
それだけに，今回のような国境を越える自

然災害に放送がどのような役割を果たせるの
か，NHKが国境を越えた協力体制の構築に
どのように貢献していけるのか，これらの課
題に取り組むためにも，NHK自身によるス
マトラ報道の謙虚な検証が不可欠であろう。

（おかもと　たかし）


