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 1. はじめに

災害報道の分野で日本が果たせる国際協力
について考えるシリーズでは，過去2回，タイと
インドネシアの事例をもとに，各国政府の防災
体制構築の進捗状況と放送局の役割について
報告した。最終回の本稿では，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，2004年12月26日に発生し

たスマトラ島沖地震・インド洋大津波である。
約23万人が犠牲になったこの大災害では，地
震直後に津波が発生したインドネシアだけでな
く，地震から2 ～ 3時間以上たっていたタイ，
スリランカ，インドなどでも甚大な被害を出し
たが（8月号参照），放送局は被害を減らすた
めに機能できなかった。さらに言えば，そもそ
も放送局に防災分野で役割を果たそうという自
覚自体がなかったのが現実である。

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
後には立ちあがった。

インド洋大津波災害から8年近くたつが，
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
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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。

本稿の構成は，以下の通りである。第2章で，
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。第3章では，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。第4
章では，技術分野でABUが推進してきた国際

協力を取り上げる。特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。第5章はまとめ
である。

 
 2. 津波災害後の ABU による国際協力

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 な々活動を
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
津波から2カ月後に日本で行われた。

2-1　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。

マレーシア国営放送 RTM の中に
ある ABU 本部の入った建物

　図 1　ABU 組織図　　　　

番組委員会

総会（年１回開催・最高意思決定機関）

理事会（NHKをはじめ14 機関）

ABU事務局
事務局長室（モッタギ事務局長）・番組局・技術局・ニュース局・スポーツ局

番組共同制作や番
組交換，コンクー
ルなどを実施。代
表的プロジェクト
は「ABU ロボット
コンテスト」「子ど
もドラマシリーズ共
同制作」「ABU デ
ジスタティーンズ」。

技術委員会

途上国に対する技
術支援や最新技術
の提供などを行い，
近年はデジタル化
移行に関する支援
活動やコンテンツ
保護技術に関連す
る活動が活発。

ニュース委員会

｢アジアビジョン｣と
呼ばれる加盟国間
での毎日のニュー
ス素材交換を実
施。希望局に専門
家を派遣したり，
加盟国間で職員を
交換する研修など
も行う。

スポーツ委員会

加盟国を代表して，
オリンピックなど各
種スポーツイベント
の放送権を権利者
と交渉，取得し，
実際の放送の支援
を行う。
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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，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
は防災を担う意識がない中で，放送局と政府
の防災機関との連携の大切さを伝え，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。

2-2　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，過去最多の映像記録を
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，これも英語に訳して無償提供さ
れた。

地上民放キー局の一つTBSも2005年に津
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，日本の番組を英語
化し，海外で放送しようという動きは限定的で
あった。

2-3　注目された緊急警報放送
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。
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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
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。緊急警報放送シス
テム導入に向けた取り組みや進捗状況について
は第4章で述べる。

 3. 放送分野の国際協力
    〜ABU 独自の災害報道研修〜

2章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 な々機会を捉えて
は日本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
気象関係者への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
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と同様に台風報
道の経験が豊富な香港
の放送局から講師を招
き，リポートを制作す

る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。
 第 1日
・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
 第 2 日
・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
 第 3 日
・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，日本や香港から
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「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，インドの公共ラジオAIRが「暴モッタギ事務局長

SEPTEMBER 2012
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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，初動態勢について学ぶだけでな
く，防災教育のためのリポートを制作するなど，
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で担当して
いるナタリア氏は2つのポイントを挙げた。1つは，

「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，研修が防災機関と放送局の関係者同

士とが出会える場となる
ことを挙げている。

そしてもう1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
近な防災のあり方を考
えることを目指す」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，探っている。

 4. 技術分野の国際協力

4-1　インド洋大津波災害時の反省
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，特に初期段階でラジ
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，16
万人が犠牲になったインドネシアのバンダア
チェ市ではなく，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州では，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で，24時間ニュースを
専門に扱う商業放送メトロテレビの取材チーム
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

防災研修担当
ナタリア氏
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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
氏を中心にした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。1台7,000ドル

（約56万円）で，これまでにユネスコを通じて，
25台が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付けられるも
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。

ABUでは加盟局に，ラジオ・イン・ザ・ボッ
クスを平時から戦略的に配備しておくことを推
奨する文書を出しているが，現在までに実際に
配備する動きは確認されていない。

4-2　緊急警報放送　普及への課題
2章で紹介した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月には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蒙を
続けている。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，関心は高いもの
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

ABU 技術局長
サドゥ氏

ラジオ・イン・ザ・ボックス

SEPTEMBER 2012



32 　SEPTEMBER 2012

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，特に地方の防災
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，その情報を十分に生かしきれる体
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1万円程度かかるラジオは，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。韓国と中国が，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
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2）。

防災情報を住民に届けるには，様 な々伝達回
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
災機関との連携が不可欠である。

一方，ABUでは，2007年3月と
2008年3月にマレーシアのクアラル
ンプールで開かれたデジタル・シン
ポジウムでNHKが開発したいわゆ
る「ワンセグ」（ISDB-Tサービスの1
つ）による携帯端末でのテレビ受信
システムが紹介され，災害時に役立
つ仕組みであると注目された。しか
し，ASEAN（東南アジア諸国連合）
の多くの国が，地上デジタル方式に
ついて，日本のISDB-Tではなく，
DVB-TあるいはDVB-T2の採用を

図 2　緊急警報放送システム案

　正源氏への取材をもとに筆者作成

放送局 ラウドスピーカー

ラウドスピーカー

ラウドスピーカー

緊急警報放送受信機
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決めたため，ワンセグ活用の広がりは少なくなっ
た。ただ，日本は，アジアで，移動受信用マル
チメディア放送（V-high，V-low）による携帯端
末での受信を広めようとしており，携帯端末にど
のような防災情報をどういう形で提供できるのか
など，ソフトの面で日本の経験が役立つものと
考えられる。

 5. まとめ

『災害と国際協力』をテーマに3回にわたっ
て，タイ，インドネシア，ABUの事例をもとに，
アジアの防災力の現状と放送局の役割につい
て報告した。

2004年12月26日，23万人が犠牲になったイ
ンド洋大津波が発生した時，アジア各国では，
メディアも気象当局も津波警報を呼び掛ける体
制がなく，そのことが被害の拡大を招いた主な
原因とされた。この災害後，各国で防災体制の
整備を進めるとともに，メディアの災害報道能
力を向上させようという意識が一気に高まった。

8年近くがたち，現状はどう評価されるのだ
ろうか。

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。緊急警
報放送についても，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。一見すると遅々
として進んでいないという印象があるが，一方で
確実に前進していることも確認できる。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。そ
のことを政府関係者はもとより，放送局自身も自
覚していることが，現地調査で確認できた。

また，ABUにおいても，東日本大震災の後，
災害時の放送局の重要性に改めて関心が高
まっており，インドで開かれた2011年のABU
総会で筆者もNHKの震災報道を紹介した。

国際協力は一足飛びに成果が出るものでは
ない。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や日
本の国際協力機関などが，地道に根気強くそ
の背中を押すことが必要であろう。

今回のシリーズでは，タイやインドネシア，
ABUでの現地調査を踏まえた現状報告に重点
を置いた。今後『NHK放送文化研究所年報
2013』の中で，防災分野において日本が果たせ
る国際協力のあり方について，さらに考察を深
め，論じたいと考えている。

    （たなか たかのぶ）
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