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  1. はじめに

2010年10月20日，鹿児島県の奄美大島は記
録的な豪雨に見舞われた。奄美市では，正午
からの1時間に131ミリの猛烈な雨が降り，記録
的短時間大雨情報が3回も出された。奄美市名
瀬の20日の日降水量は622ミリと，1896年（明
治29年）の観測開始以来の記録となった1）。

この豪雨で，奄美大島では3人が死亡，２
人が負傷した。住宅の被害は全半壊が489棟，
床上浸水が119棟，床下浸水が767棟に上っ
た。河川の氾濫やがけ崩れにより主要な道路
が各地で通行止めになり，延べ2万500世帯が
停電となった。電話網も交換機施設の浸水や
土砂崩れによるケーブル切断などにより，20日
午後から専用回線も含め最大で約1万2,300回
線が不通となった。また携帯電話も基地局が
被害を受け，20日午後から奄美大島の中部に
ある奄美市住用町，北部の龍郷町などで通じ
なくなり，ライフラインにも大きな被害が出た 2）。

このような豪雨となったのは，奄美大島に前
線が停滞し，前線に向かって南シナ海にあっ
た台風13号の東側から湿った空気が大量に流
れ込んでいたためである。大気の状態が非常
に不安定になり，巨大な雨雲＝積乱雲が次 と々

発達していたのだ。
鹿児島地方気象台名瀬測候所では，20日の

午前3時39分に奄美大島の奄美市，龍郷町，
大和村に大雨警報（浸水害）と洪水警報を出し
て以降，事態の深刻さと切迫性を，様 な々表現
を用いて伝えようとした。名瀬測候所が発表し
た大雨に関する気象情報には「過去に例のない
猛烈な大雨」など，予報官の切迫感が窺える文
言が見られる。

そうした切迫感が，大雨・洪水警報や土砂
災害警戒情報など，現在の予警報の枠組みの
中でどのように伝えられて行ったのか，また，
それは市町村が避難情報を出す上でどのように
活用されたのか，更には，各種メディアはどう
機能したか，放送はいつ，どんな情報から事
態の深刻さを認知したのか，本稿では，これ
らについて検証する。

近年，日本では1時間に100ミリを超す大雨
が増えている。今後，大雨警報や洪水警報の
回数が多くなることが予想されるが，人びとが

「警報慣れ」してしまうおそれもある。尋常では
ない危機が予想される時，事態の切迫性をどう
伝えるか，奄美豪雨を例に警報や放送メディア
の在り方を考察しようと言うのが検証の狙いで
ある。

災害の切迫性と警報・メディア
～ 2010 年奄美豪雨の事例から～

メディア研究部（メディア動向）  福長秀彦
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図1　大雨警報などの切迫性と発表のタイミング

  2. 大雨災害の切迫性と警報

2（1）警報などの切迫性グレード
大雨による災害の危険が差し迫っている時，

予警報の枠組みは，事態の切迫性を自治体や
住民にどのように伝えているのだろうか。
図1は，大雨警報などが発表されるタイミン

グと切迫性のグレードを示したものである。ピ
ラミッド階層の上に行くほど，情報の切迫性が
高くなる。右側には，フェーズごとに市町村に
推奨されている防災対応を示してある。

大雨に関する気象情報は，注意報や警報に
先立って発表されるもの（ピラミッドの底辺）と，
注意報や警報の補完情報として伝えられるもの
とがある（ピラミッドの中段）。前者が発表され
るタイミングは，大雨が降り出す半日から1日前
位である。

大雨注意報は，大雨で災害が起きるおそれ

がある場合に市町村ごとに出される。1時間な
いしは3時間当りの雨量が基準値に達すると予
想される場合に出される。発表のタイミングは，
予想された，激しい雨が降る半日から数時間前
である。

大雨警報は，大雨で重大な災害が起きるお
それがある場合に市町村ごとに出される。予想
される災害別に大雨警報（浸水害）と大雨警報

（土砂災害）の2種類がある3）。前者は1時間な
いしは3時間当りの雨量が基準値に達すると予
想される場合に，後者は，土壌中に溜る水分
量を表す土壌雨量指数が基準値に達すると予
想される場合に発表される。基準値は市町村ご
とに決められている。発表のタイミングは予想
された基準値に達する数時間前から1時間前で
ある。

大雨注意報，大雨警報とともに洪水注意報，
洪水警報が市町村に出されることも多い。洪水
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図 2　公衆警報モデルと災害の切迫性

注意報は，河川の洪水で堤防などが壊れ，災
害が起きるおそれがある場合に，洪水警報は，
河川の洪水で，より重大な災害が起きるおそれ
がある場合に出される。発表の基準は，1時間
ないし3時間の予想雨量と，河川の流域に降っ
た雨水が下流地域に及ぼす影響を指標化した

「流域雨量指数」を使う4）。
土砂災害警戒情報は，大雨によって，がけ

崩れや土石流などの土砂災害が起きる危険性
が高まった場合に出される。切迫性のグレー
ドはトップレベルである。気象庁（気象台）と
都道府県が共同して市町村ごとに発表する。

土砂災害警戒情報の運用方式は，気象台
と都道府県が同一の判断基準を持つ連携案
方式と，別々の判断基準を持つAND/OR方
式がある。このうち，連携案方式は，前述の
土壌雨量指数や過去の土砂災害の発生事例
などから，土砂災害危険基準線（CL: Critical 
Line）を設定する。CLを超えると予想される
場合に土砂災害警戒情報が出される。

AND/OR方式は，県側がCLを別の方法
で設定する一方，気象台は土壌雨量指数によ

る基準を設定する。双方（AND）かいずれか
（OR）を超えると予想される場合に土砂災害警
戒情報が出される。

発表のタイミングとしては土砂災害が実際に
起きる1時間半から1時間前を目指している。

記録的短時間大雨情報は，数年に1度しか
降らないような大雨が観測された場合に発表さ
れる。1982年7月の長崎豪雨の教訓から，「警
報慣れ」を防ぐために出されることになった。
切迫性のグレードは極めて高い。

2（2）Public Warning と災害の切迫性
リスク・コミュニケーション理論によるPublic 

Warning（公衆警報）のモデルを図2に示す。
Public Warningは，危険の接近を知らせて
注意喚起を促すAlert（警戒情報），特定的な
危険の内容及び具体的な対応行動を知らせる
Notification（啓発情報）の2つの要素から成
る。図1の大雨警報や記録的短時間大雨情報
などは，Alertである。

大雨警報の（浸水害）や（土砂災害）と言っ
た災害種別，土砂災害警戒情報は，Alert
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であると同時に， 危 険の内 容を知らせる
Notificationの役割も果たしている。大雨に関
する情報を基に市町村が地域をパトロールし，
危険箇所を特定したりするのも，これに当る。

Notification中の対応行動と言うのは，市町
村が出す避難情報などである。

Public Warningが 効 果 的 で あ るた め に
は，災害発生との時間差に余裕があることが
望ましいが，災害の危険が差し迫っている場
合には，この時間差が短くなるので，Alert
とNotificationの対応行動とのタイムラグをで
きるだけ短くする必要がある。そのためには，
Alertの切迫性が正しく，素早く受け手に伝わ
らなければならない。奄美豪雨の場合は，ど
うであったのだろうか。

  3.奄美豪雨と切迫性伝達（龍郷町）

本稿では，奄美大島の5市町村のうち，とり
わけ大きな被害を受けた奄美市と龍郷町の事
例を検証する（図3）。

検証のポイントは，①警報などの発表のタイ
ミング，②切迫性の伝え方と伝わり方，③避難
情報の出し方，である。
図4は，20日の龍郷町（大勝地区）の雨量

と警報の発表状況などを時系列で示したもの
である。棒グラフは1時間雨量で，縦軸は雨
量，横軸は1時間刻みの時刻を表す。　 マー
クは災害の発生ないしは消防への通報の集中
を意味する。

図 4　20日・龍郷町（大勝）の時間雨量と警報
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3（1）龍郷町（20 日午前 0 時～ 5 時）
午前3時39分，龍郷町に大雨警報（浸水害）

と洪水警報が出された。龍郷町の場合，3時
間雨量が110ミリの基準値を超えると予想され
る時に，測候所が大雨警報（浸水害）を発表
する。警報は，気象庁の防災情報提供システ
ムを通じて，役場の防災担当職員の携帯にメー
ルで通報される。

午前4時頃，役場には，警報を知った総務
課の職員が次 と々集まり始めていたが，この時，
既に役場前の道路は川のようになっていた。大
勝地区では，中小河川があふれ，幹線道路で
ある国道58号線が至るところで冠水していた。
道路の冠水で出勤できない職員もいた。

午前4時から5時にかけて，大島地区消防組
合消防本部には，住民から「道路の冠水で車
が水没している」とか「住宅の床上が浸水した」
など6件の通報が寄せられていた。

午前4時20分，龍郷町は災害対策本部を設
置した。警報の段階では，その前段の災害警
戒本部を作るのが普通だが，今回はいきなり
対策本部を立ち上げた。

町が情報を発信するメディアとしては，電話，
ファクシミリ，防災行政無線（屋外スピーカーと
戸別受信機），インターネット，携帯端末による
同報配信サービスのエリアメールがあるが，午
前4時20分過ぎ，防災行政無線を使って住民
に大雨と洪水の警報を知らせ，注意を呼びか
けた 5）。龍郷町の場合，約2,500世帯の全戸が
受信機を備えつけているが，スイッチを切って
いたり，電池が切れていたりした世帯もあった。
またエリアメールは，担当の職員が役場にたど
り着けず，利用できなかった。

龍郷町の大勝地区では午前2時から3時ま
でに44ミリ，午前3時から4時までに108ミリ

という猛烈な雨が降っていた。午前2時からの
2時間で，警報発表の基準値である3時間雨
量で110ミリを上回ってしまった。警報は，ま
さにどしゃ降りの最中に発表されたのであり，
非常に切迫したタイミングであったと言える。

3（2）龍郷町（20 日午前 5 時～）
午前5時20 分，県と気象台は土砂災害警戒

情報を出した。これは，猛烈な雨が降り続き，
県のCL，気象台の土壌雨量指数基準の双方

（AND）を超えるおそれが出てきたからだ。
午前5時半前，測候所の技術課長が町役場

の総務課に電話をかけ，「今回は尋常な雨では
なく，避難準備や避難勧告の用意が必要」と
訴えた（図4のホットライン）。技術課長が危機
感を抱いたのは，龍郷町の大勝地区や長雲地
区の付近で午前3時から午前4時までの解析
雨量 6）が110ミリに達していたことや，南シナ海
にある台風13号の東側から湿った空気が停滞
前線に流れ込み続け，高さ5,000メートルにも
達する雨雲ができていたことなどによる。

龍郷町では，午前4時過ぎから中勝地区や
嘉渡地区などで既に小規模の土砂崩れなどが
起き始めていた。午前5時半以降は，主要地
方道沿いのがけが所々で崩れ，各地で道路が
通行できなくなった。

町役場では午前5時半に大勝地区の2 世帯
5人に避難指示を出した。龍郷町の地域防災
計画では，連続雨量が150ミリを超えた時ま
たは時間雨量が50ミリを超えた時は避難勧告
を，事態が避難勧告の段階よりも悪化し，災
害の危険が切迫している場合には避難指示を
出すことになっている。

今回，いきなり避難指示を出したのは，対象
となる2世帯が急傾斜地にあって，以前がけ崩
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写真１　龍郷町瀬留地区の土砂崩れ　

れが起きたこともあったが，事態の切迫性も考
慮したと言う。2世帯には直接電話をして避難
指示を伝えた。

町役場では，午前7時以降，2 ～ 3時間おき
に，防災行政無線を使って，全世帯に対して自
主避難の呼びかけを行った。

午前10時から正午過ぎにかけて龍郷町の雨
は小降りとなったが，午後4時過ぎから，再び
非常に激しい雨が降り出した。大勝地区では
午後4時からの1時間で75ミリの非常に激しい
雨が降った。午後6時半過ぎ，浦地区では土
砂崩れで住宅2 棟が全壊した。被災した2世
帯のうち，1世帯は自主避難していたが，もう1
世帯の2人が生き埋めとなり，1人が死亡した。

その1時間程前に役場近くの瀬留地区で起き
た土砂崩れでは，住宅1棟が全壊し，役場で
使っている光ケーブルが断線した。これによっ
て，電話やファクシミリの他，インターネットや
エリアメールの発信，鹿児島県や気象台など県
内の防災機関・市町村を結ぶ防災情報提供シ
ステムも使えなくなった（写真1）。

この頃になると，龍郷町役場では携帯も殆
ど通じなくなっており，双方向機能を持つ有力

（龍郷町提供）

な通信系メディアが壊滅状態となった。町内
の状況を把握しようにも，役場周辺の道路は
通行止めになっている。消防無線で救助情報
を入手するのがやっとのことであったと言う。
防災活動を進める上で重要な参考資料となる
雨量や雨雲などのデータも受信できない。龍
郷町役場では，テレビは見られた。通信メディ
アが復活するまでの数日間は，地上デジタル
放送のデータ放送で雨量や雨雲などのデータ
を見続けたと言う。

  4.奄美豪雨と切迫性伝達（奄美市）

図5の20日の雨量のうち，住用は県の雨量
計，名瀬は測候所のアメダス雨量計のデータで
ある。棒グラフは1時間雨量，左側の縦軸は1
時間雨量の目盛り（ミリ）である。折れ線グラフ
は18日午後9時からの積算雨量の推移で，右
側の縦軸は積算雨量の目盛り（ミリ）になって
いる。名瀬の水平の線は10月の降水量の平年
値を表す。横軸は時間，　  マークは災害の発
生ないしは消防への通報の集中を意味する。

4（1）奄美市（20 日午前 0 時～ 11 時）
午前3時39 分，奄美市に大雨警報（浸水害）

と洪水警報が出された。大雨警報（浸水害）
が発表されるのは，3時間雨量が名瀬で120
ミリ，住用町で170ミリ，北部の笠利町の平坦
地で110ミリの基準を超すおそれがある場合
である。

午前4時前，市役所には，携帯のメールで
警報を知った職員が，雨の中を駆けつけてき
た。この時点では，被害の通報は特になかっ
た。

市役所が情報発信に使うメディアとしては，
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（ホットライン）。
しかし，この時点では，市役所の大半の職

員は「いつもより雨の降り方がひどいかな」程
度の感覚であったと言う。実際，名瀬では午
前2時から3時に40ミリを超える激しい雨が
降ったのだが，午前4時以降は，雨脚が弱まっ
ていた。

午前7時から8時にかけて，名瀬では63.5ミ
リの非常に激しい雨が降った。午前7時50分，
市役所では防災行政無線を使って，住民に大
雨と洪水警報，土砂災害警戒情報を知らせた。
奄美市の場合，屋外スピーカーが主力で，ス
ピーカーの音が聞こえにくい地区に戸別受信機
を設置している。

午前8時過ぎには，名瀬で住宅の床下浸水
が確認された。また，消防署のパトロールで，

電話，ファクシミリ，防災行政無線（屋外スピー
カーと戸別受信機），インターネット，エリアメー
ルがあるが，午前4時10分，このうちのエリア
メールを使って大雨と洪水の警報を住民に伝え
た。

午前5時20分，県と気象台が土砂災害警戒
情報を出した。これは，18日からの積算雨量
が10月の降水量の平年値を上回り，県のCL，
気象台の土壌雨量指数基準の双方（AND）を
超えると予想されたからだ。土砂災害警戒情
報と同時に，奄美市は災害警戒本部を設置し，
12分後にはエリアメールで住民に土砂災害の危
険が非常に高まっていることを知らせた。

午前5時半前，測候所の技術課長は，市役
所の総務課に電話をかけ，雨の降り方が尋常
ではないことなど事態の切迫性を直接伝えた

図 5　20日・奄美市の時間雨量と警報

　（鹿児島地方気象台のデータを基に作成）
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写真２　住用町・西仲間地区の浸水

市街地の佐大熊地区で土砂崩れのおそれがあ
ることが分かり，午前10時40分，市役所では，
8世帯24人に避難勧告を出した。市役所の職
員が現場で避難を呼びかけた。また，避難勧
告と同時に，災害警戒本部を災害対策本部に
格上げした。

午前10時過ぎ，名瀬の雨は小康状態になっ
ていた。しかし，奄美市南西部の住用町では，
猛烈な雨が降り始めていた。

4（2）奄美市住用（20 日午前 11 時～）
住用町の雨は，午前10時～ 11時が93ミリ，

午前11時～正午が130ミリ，正午～午後1時が
131ミリに達した。3時間で354ミリという雨量
は，県河川課の試算によれば，奄美大島で100
年に1度とされる雨量の1.8倍に当る。

災害は午前11過ぎから起き始めた。午前11
時過ぎ，奄美市住用総合支所近くの国道58号
線が，くるぶし位まで冠水し，通行止めとなっ
た。30 分後には川内地区の農家の男性が，川
があふれたために牛小屋に取り残され，パト
ロール中の支所の職員らに救助された。この
頃，西仲間地区の支所前一帯は，近くを流れ
る住用川があふれ，膝下位の高さま
で水が来ていた。支所の若手職員ら
が住民を公民館に次々と避難させ，
土嚢を積み上げる作業をしていた。

正午頃，住用川沿いのグループ
ホーム，わだつみ苑では職員2人が
入所者のお年寄り9人を避難させよう
と玄関のドアを開けた途端，泥水が
一気に流れ込み膝まで浸かった。午
後0時25分，避難できない状況を
119番通報した。女性職員は助けを
求めに外へ出たが，濁流に流されて

しまった。残った男性職員が午後0時29分に
再度119番通報し，救助を要請する。この時，
施設では水が既に胸の高さにまで達していた。
男性職員が歩けない女性2人を施設の外にある
自動販売機の上に担ぎ上げた。また，比較的
体力のある女性2人をカーテンレールにしがみ
つかせるなどしていた。午後1時前には，水は
天井にまで達した。男性職員も濁流に流された
が，施設まで泳いで戻り，自動販売機の上の
女性ら入所者を懸命に励まし続けた。

午後1時5分，奄美消防署住用分駐所から
署員が救助に出動したが，道路の土砂崩れや
水深2メートルを超す冠水で救出作業は難航し
た。観光施設のマングローブパークからカヌー
を借りるなどして，午後3時過ぎ，ようやく施
設にたどり着き，取り残されていた人たちを救
出した。しかし，カーテンレールに必死につか
まっていた2人はそれまでに力尽き，水に浮い
た状態で発見された。その後，死亡が確認さ
れた。

午後 0 時半以降，西仲間地区では，郵便局
や農協が水に浸かり，郵便局では社員と住民
合わせて８人が屋根に避難した。また，7人

（奄美市役所提供）
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写真 3　住用総合支所の浸水

の住民が墓地に取り残された。このうち1人
は，「濁流の中を逃げるうちに墓地に取り残さ
れてしまった。首の近くまで水に浸かりなが
ら，電柱に括りつけたロープを命綱に皆で高
台の方向へと逃げた」と話している（写真2）。

Alertのタイミングはどうであったか。住用川
には水位や流域の雨量を観測してAlertを出す
システムはない。継続中の大雨と洪水の警報，
土砂災害警戒情報に加えて，測候所では，午
前11時35分，大雨に関する奄美地方気象情報
第5号を出した。第5号は，奄美市付近で午前
11時までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が
降ったことを伝え，「過去，例を見ない猛烈な
大雨が継続」と最大級の表現で警戒を呼びか
けている7）。

午前11時53分，測候所は，記録的短時間
大雨情報を出し，奄美市付近と隣の大和村付
近で午前11時半までの1時間に120ミリ以上の
雨が降ったと発表した 8）。奄美市付近とはまさ
しく住用町を指すが，解析雨量なので付近と言
う表現が使われている。

水害の様相がはっきり現れてくるの
が午前11時半頃から正午過ぎにかけ
てであるから，上記の2つのAlert情
報と殆ど時間差はない。今回のよう
に，雨の降り方が急激で，すぐに災害
が起き始める場合には，直前のAlert
から避難情報を考え出す猶予は乏し
い。避難の勧告や指示を出すかどう
か，雨量などから判断する基準を用意
しておくと，急場でもAlertを使いや
すくなるのだが，市は避難の判断基準
を定めていなかった。

午前11時半頃，支所の広報車や若
手職員が川内地区や西仲間地区の住

民に自主避難を呼びかけた。続いて午前11時
50分，支所が全世帯の約800戸に対し，防災
行政無線（屋外スピーカー・戸別受信機）を使っ
て避難勧告を行った。避難勧告は，住用川が
あふれ出しているのを目の当りにした支所職員
の判断で出された。

住用町では，防災行政無線による避難の呼
びかけは，その後，夕方まで行われなかった。
これは支所が被災したためである。午後0時
半前，泥水がサッシを破って支所の1階に流れ
込んできた。職員は，腰まで水に浸かりながら，
重要書類を2階に運んだ。水位は短時間のうち
に支所1階の天井近くに達した。職員は別棟の
2階にある防災行政無線室に入ることができな
くなってしまった。水が引いた午後5時半になっ
て，ようやく防災行政無線で避難の呼びかけを
再開することができた。

奄美市役所の本庁舎と住用支所の防災行政
無線は，周波数が違うのでそのままでは互換
性がないが，IP通信網の光ケーブルで結ばれ，
本庁舎からも避難の呼びかけができるシステム

（奄美市役所提供）
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になっている。しかし，今回はがけ崩れなどに
よって，光ケーブルが断線し，このシステムは
使えなかった。

午後4時半頃からは，固定電話，携帯とも
殆ど通じなくなり，光ケーブルの断線でファク
シミリやインターネットも使えなくなっていた。
住用町には，2006 年3月の市町村合併以前
は，災害時に県庁と交信する衛星通信システ
ムが配備されていたのだが，合併により名瀬
の本庁舎に集約されてしまっていた。支所は
災害情報の収集・発信ができず機能不全に
陥った（写真3）。

  5. 災害の切迫性と放送メディア

龍郷町の場合，大雨警報が出された時には
既に大雨が降り，道路が各地で冠水していた
こともあって，測候所の危機感はすぐに伝わっ
た。避難指示や災害対策本部の設置も早かっ
た。切迫した状況は，防災行政無線などで繰
り返し住民に伝達されたが，危機感が伝わっ
たのは町内に限られていた。

奄美市の場合は，当初は，雨の降り方が龍
郷ほどではなかったこともあって，危機感はな
かなか伝わらなかった。市役所がただならぬ
事態に気付いたのは，住用の支所から連絡を
受けた午前11時過ぎから正午までの間であっ
たと言う。

5（1）放送の対応と深刻さの認知
行政系メディアと違って，警報や大雨，災害

の発生を広域に伝える放送は，どのように対応
し，いつ，どんな情報で事態の深刻さを認知し
たのか，NHK鹿児島放送局にヒアリング調査
を行った。

NHK鹿児島局の報道セクションでは，20
日未明は大雨の警戒のため，通常の宿泊勤務
の記者1名に加え，取材指揮にあたるニュー
スデスク1名が泊まり込んでいた。午前3時39
分に測候所が龍郷町や奄美市などに出した大
雨警報（浸水害）と洪水警報は，鹿児島局に
1分以内でオンライン伝送された。鹿児島局で
は速報用の端末がアラームを発し，自動的に
字幕を作成した。ニュースデスクが緊急初動
装置を操作し，3分後の午前3時 42分，総合
テレビで警報を速報した。また，午前5時20
分に出された土砂災害警戒情報も，同様の手
順で2分後に速報した。この頃，測候所の技
術課長が龍郷町や奄美市役所に電話をかけ
て事態の深刻さを訴えていたのだが，鹿児島
局には，そうした情報は伝わっていなかった。
また，警察や各自治体などへ電話で被害を問
い合わせたが，この時点では，「道路が冠水
している場所がある」程度の情報しか入ってい
なかったと言う。

午 前6時55分と7時45分 からのローカル
ニュースでは，龍郷町や奄美市などに大雨警
報や洪水警報，土砂災害警戒情報が出された
ことをアメダス雨量計のデータやレーダー画像，
名瀬港のロボットカメラなどを使って細かく伝
え，大雨に対する警戒を呼びかけた。

だが，龍郷町の道路冠水や土砂崩れ，災害
対策本部設置などの詳しい情報は，まだ伝えら
れていない。

午前8 時半頃，龍郷町の状況を知人からの
電話などでキャッチした鹿児島局奄美報道室
の記者が現場に向かう。龍郷町内のがけ崩
れなどを正午のローカルニュース用に撮影し
た。午前 9 時半頃，鹿児島局の電話取材で，
龍郷町大勝地区の2 世帯に4時間前に避難指
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示が出され，既に避難が完了していることが
分かる。

午前11時53分に出された記録的短時間大
雨情報は，総合テレビでは1分後に，ラジオ
第1では2分後に速報された。鹿児島局が事
態の深刻さをはっきり認識したのは，この記録
的短時間大雨情報による。昼のニュースでは，
全国放送でこれを伝え，ローカル放送では龍
郷町の映像も使って分厚く伝えた。午後0時
40 分過ぎからは通常の番組を中断して随時，
大雨の特設ニュースを放送した。午後1時まで
には，住用川の氾濫で消防に救助要請が相次
いでいる情報をキャッチし，記者やカメラマン，
通信衛星による中継車などの機材を奄美大島
に派遣することを決めた。この時点以降，総
力をあげての災害報道がスタートする。鹿児島
県内の民間放送局も午後から次 と々災害報道
を本格化させた。

マスメディアの放送ではないが，奄美市には，
コミュニティFM局の「あまみエフエム」がある。
コミュニティFM局は放送免許が市町村単位で
あるが，奄美市の他に，龍郷町や南部の大和
村などでも地域によっては受信できる。

2009年5月に奄美市との間で，防災協定を
結び，避難勧告などの重要な防災情報を，番
組を中断して伝える取り決めをした。市役所に
は，そのための設備も整備されている。また，
市は，防災情報を放送するよう要請することも
できる。しかし，今回は，そうした措置はとら
れなかった。

あまみエフエムは20日午前7時過ぎから，
道路情報やリスナーからの情報を伝えていた
が，自主判断で，正午から24時間の完全生
放送に切り替え，災害情報を伝え続けた。リ
スナーからの安否情報やライフライン情報をき

め細かく伝える活躍をしたのだが，本領を発
揮したのは，どちらかといえば災害の発生後
であった。

5（2） 危機感の共有と放送メディア
奄美豪雨では，測候所が早い段階から抱い

ていた危機感が，残念ながら，自治体やメディ
アの間で迅速には共有されなかった。100年
に1度とされる雨量の倍近い大雨では，無理か
らぬことでもあるが，温暖化による強雨の時代
に生きる者としては，何らかの教訓を引き出し，
今後に生かすべきであると考える。

危機感が迅速に共有されなかったのは何故
か。多くの関係者が指摘するのが「警報慣れ」
である。奄美大島は雨が多く台風の常襲地帯
でもある。台風は進路予測などから，事前の
心構えが可能だが，今回のような豪雨では，そ
の余裕がなかったと言う。警報が出ても，道路
の冠水など目に見える危険がなければ，危機
感は伝わりにくい。図2に戻るが，Alertの危
機感が伝わらなければ，Notificationの対応行
動も定まらない。

事態が切迫し深刻になるほど，測候所や気
象台，自治体は対応に追われ，マスメディアへ
の連絡にまで手が回らなくなりがちだが，測候
所の技術課長が電話で自治体に伝えようとした
事態の深刻さや龍郷町の初期の被害状況，避
難指示などを，スムースにもっと早く放送などの
マスメディアに伝達する方法はなかったのだろ
うか。そうすれば，危機感の共有がもう少し早
まったのではないだろうか。

大雨警報などの気象警報は，エリアが年々
細分化されて，2010年5月以降は，市町村ごと
に発表されているが，市町村が災害時に使うメ
ディアは地元向けで，情報伝達は狭いエリアで
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完結されがちだ。警報に伴って収集される被害
の状況や防災対応の情報が，他の市町村と共
有されにくい傾向がある。

放送メディアは関係する自治体や住民に，広
範にAlertを伝えることができる。早い段階か
ら被害や対策本部設置などの情報を放送する
ことは，当該の自治体だけでなく，周辺地域の
自治体や住民にもNotificationの対応行動を促
すであろう。

本稿を締め括るに当って，１つ提言をしてお
きたい。それは「予防報道」の充実・強化で
ある。予防報道は，災害発生の前兆段階から
発生直後までの局面を対象とする。災害の危
険を，災害発生前のかなり早い段階から伝え，
被害を最小限に抑えようとするものである9）。予
防報道のスタンスに立てば，災害初期の被害を
伝えるのは，救助活動に資する以外に，周辺
地域に警戒を呼びかけ，二次災害を防ぐ意味
を持つ。

予防報道では，警報などのAlertが予測す
る災害（hazard）の切迫性（urgency）や強度

（severity），確実性（certainty）を読み解く能
力が必要となる。放送現場にとって，必ずしも
たやすいことでないのは承知しているが，豪雨
災害が多発する今日にあって，高度な分析力
を持つ人材とノウハウを蓄積することが，放送
メディアの公共性の真価を高めて行くものと考
える。

（ふくなが ひでひこ）

注：
1）131 ミリは奄美市住用で観測（鹿児島県の雨量

計のデータ）。名瀬の日降水量と記録的短時間
大雨情報のデータは，気象庁「前線による大雨」

（平成 22 年 10 月 25 日）による。
2）内閣府「鹿児島県奄美地方における大雨による

被害状況等について」（平成 22 年 12 月 1 日 11
時現在），NTT 西日本鹿児島支店「大雨による
通信サービスへの影響について第 5 報」（平成
22 年 10 月 21 日午前 11 時 30 分現在），携帯各
社の HP に掲載された通信障害の告知による。

3）「浸水害」とは大雨により地面の水はけが悪く
なり，側溝や下水から水があふれて住宅が水に
浸かるなどの災害を言う。

4）河川の洪水予報には，気象台が国ないしは都道
府県と共同で出す指定河川洪水予報があり，こ
れらも洪水注意報や洪水警報として扱われてい
るが，紙面の制約上割愛した。

5）エリアメールは，NTTドコモが行っているサー
ビス。自治体や国の機関などと契約を結んで大
雨警報や土砂災害警戒情報などを同報配信する。
アドレスを使わないので輻輳のおそれがない。

6）解析雨量とは，レーダーによって観測された雨
量をアメダスなどの地上の雨量計の観測値で補
正したもの。1 キロメートル四方のメッシュで
降水量を解析。1 時間雨量を 30 分間隔で作成。

7）こうした表現は，この後に出される大雨に関す
る奄美地方気象情報の第 7 号，第 9 号にも見ら
れる。

8）奄美市付近では，記録的短時間大雨情報が，午
後 1 時 25 分，午後 3 時 25 分にも出されている。

9）防災対策には，災害予防段階，災害応急段階，
災害復旧・復興段階の 3 つのフェーズがあるが，
予防報道は，このうち災害予防段階を対象とす
る。予防報道の可能性については，別稿で論じ
ることとしたい。


