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図 1　フンガ・トンガ フンガ・ハアパイ火山の位置

 調査研究ノート

トンガ諸島大規模噴火に伴う
 「津波警報」を放送はどう伝えたか

松本大学　入江さやか

と，数十年に1回，あるいは100年に数回の規
模の噴火だ。正確には今後の調査が必要だが，
経験的には，数立方キロから10立方キロくらい
の噴出物が出たのではないか。1991年にフィリ
ピンで起きたピナツボの噴火に匹敵するか，や
や小さい噴火だったと考えられる」と評価して
いる3）。

フンガ・トンガ フンガ・ハアパイ火山は，日
本の南南西に約8,000キロ離れた南太平洋にあ
る（図1）。噴火の情報を受けた気象庁は，こ
の海域で大地震が発生したと仮定し，日本へ
の津波の影響についてシミュレーションを行っ
た 5）。その結果，日本では，早ければ15日午
後9時ごろから沿岸部で多少の潮位の変化が
予想されるとして，その2時間前の午後7時1

2022年1月15日に南太平洋のトンガ諸島の
海底火山で大規模な噴火が発生した。この影
響で，15日夜から翌16日にかけて，日本の太
平洋沿岸の広い範囲で潮位の変化が観測され
た。このうち，鹿児島県の奄美大島（奄美市
小湊）で最大1.34メートルの潮位の変化を観測
した。この潮位変化は，地震による津波とは
異なるメカニズムで発生したとみられるが，気
象庁は防災上の観点から「津波警報・注意報」
の枠組みを用いて緊急に情報を発信し安全確
保を呼びかけた。気象庁が北海道から沖縄に
至る広範囲に津波警報・注意報を発表したの
は2011年3月の東日本大震災以来である。本
稿では，津波とは異なる未知の現象と，それに
関する気象庁の情報を，NHKと民間放送局（在
京キー局）がどのように伝えたかを概観する。

 1. トンガ諸島の大規模噴火と
     気象庁の対応

南太平洋・トンガ諸島のフンガ・トンガ フン
ガ・ハアパイ火山で大規模な噴火が発生したの
は，2022年1月15日午後1時ごろ（日本時間）
であった 1）。気象庁によると噴煙の高さは約1
万9,000メートルに達した 2）。火山噴火に詳しい
東京大学の藤井敏嗣名誉教授は「世界で見る
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分に「多少の潮位の変化はあるかもしれない
が，被害の心配はない」との情報を発表した 6）。

ところが，想定よりも大幅に早い午後7時59
分に，小笠原諸島の父島で潮位の変化が観測
され始めた。この段階では，気象庁は到達予
想時刻よりも大幅に早かったので，津波の第
1波とは判断できなかったという7）。通常，海
外で発生した大地震による「遠地津波」では，
震源と日本の間にある検潮所で津波が観測さ
れるため，気象庁はそのデータとシミュレー
ションを組み合わせて津波警報・注意報の要
否を判断する。しかし今回は，トンガ諸島から
日本への津波の伝搬経路にあたる各国の検潮
所では潮位の変化はほとんど観測されていな
かった。一方，午後6時ごろから9時ごろにか
けて，日本各地で2hPa（ヘクトパスカル）程度
の一時的な気圧の変化が観測されていた。

こうした中，午後11時55分に鹿児島県の奄
美大島（奄美市小湊）の検潮所で1.20メートル

（速報値 ）の潮位変化が観測された。津波警
報の基準の1メートルを超えていたため，気象
庁は16日午前0時15分に奄美群島・トカラ列
島に津波警報を，北海道から沖縄県の太平洋
沿岸に津波注意報を発表した。さらに，岩手
県久慈港で1メートルを超える潮位変化が観測
され，午前2時54分に岩手県の津波注意報を
警報に引き上げた。

津波警報の発表に伴い気象庁は午前2時か
ら記者会見を開いた。宮岡一樹・地震情報企
画官は，津波警報・注意報を発表した理由に
ついて「地震に伴う通常の津波とは異なるが，
防災上の観点から津波警報の仕組みを使って
防災対応を呼びかけた」と説明した。そのうえ
で，潮位変化の原因については「この早い時
間の潮位変化は噴火に伴う津波とは考えられ

ない。（トンガから日本に至る）途中の観測点
では大きな津波が観測されていないにもかかわ
らず，日本周辺だけ大きくなっている。その原
因については現時点ではわからない」とし，住
民の安全を確保するため異例の対応をとったこ
とを明らかにした。前回，気象庁が津波警報
を発表したのは2016年11月22日の福島県沖
の地震（マグニチュード7.4）で，北海道から沖
縄に至る広範囲に警報・注意報を出したのは
2011年3月の東日本大震災以来であった 8）。

 

津波警報が注意報に切り替えられたのは奄
美群島・トカラ列島は16日午前7時30 分，岩
手県は午前11時20 分で，注意報も午後 2時
ちょうどにすべて解除された。気象庁による
と，全国146地点で潮位の変化が観測されて
おり，最も大きかったのが奄美大島（奄美市小
湊）の1.34メートルで，ほかにも岩手県・久慈
港で1.07メートル，北海道浜中町霧多布港と高
知県土佐清水で1.00メートル，和歌山県串本
町袋港で0.93メートル，八丈島八重根で0.90
メートル，小笠原諸島の父島二見で0.88メート
ルの潮位変化を観測した 9）（図2）。

今回の事態を受けて気象庁は，2月14日に
第19回「津波予測技術に関する勉強会」を開
き，今回の噴火による潮位変化のメカニズムに

（NHK 総合テレビ　16日午前2時）

気象庁の記者会見
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図 2　各地で観測された主な潮位変化（最大波）と時刻

（気象庁資料10）に加筆）

ついて専門家による分析を行った。

 2. 異例の「津波警報」を放送は
    どう伝えたか？

原因がわからないまま突然発表された「津
波警報」に，NHKと在京民放各社はどのよう
に対応したのか。当時の同時録画をもとに振
り返る。

（1）NHK

NHKは，15日の午後6時のニュースの中で，
トンガで大規模な火山の噴火があり，気象庁
が日本への影響を調査していることを速報とし
て伝えた。さらに午後6時8分にも「南太平洋 
トンガ諸島で大規模火山噴火　太平洋の広域
に津波発生の可能性　日本への影響　気象庁
が調査」という速報スーパーを打った。

その後，前述の午後7時1分の気象庁の情

報発表を受け，テレビ全波で「トンガ大規模
噴火　日本への影響　多少の潮位変化も被害
心配ない　気象庁」と速報スーパーを打った。
このうち，放送中の『ニュース7』では，「南太
平洋トンガで大規模噴火 」の見出しとともに，
噴火の規模や，トンガで最大80センチの津波
を観測したことや現地の住民の避難状況，火
山研究者へのインタビューなどを伝えた。さら
に重ねて「気象庁は，日本への津波の影響を

（NHK 総合テレビ　15日午後6時 4分）

「気象庁が津波の影響調査」を伝える

高知県土佐清水
1.00 ｍ

（16 日午前 0 時 23 分）

東京都父島二見
0.88 ｍ

（15 日午後 11 時 34 分）

東京都八丈島八重根
0.90 ｍ

（16 日午前 3 時 3 分）

岩手県久慈港
1.07 ｍ

（16 日午前 2 時 26 分）

北海道浜中町霧多布港
1.00 ｍ

（16 日午前 1 時 5 分）

鹿児島県奄美大島
（奄美市小湊）

1.34 ｍ
（15 日午後 11 時 56 分）

和歌山県串本町袋港
0.93 ｍ

（16 日午前１時 23 分）
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調べていましたが，先ほど午後7時すぎ，『日
本では多少の潮位の変化があるかもしれない
ものの，被害の心配はない』と発表しました。
潮位の変化は，北海道から鹿児島県にかけて
の太平洋側と沖縄・奄美の広い範囲が中心で
いずれも20センチ未満と予想され，早いところ
で午後9時ごろから1日程度続く可能性がある
ということです」と伝えた。

16日午前0時15分に津波警報が発表される
と，NHKは即座にテレビ・ラジオすべてのチャ
ンネルを緊急ニュースに切り替えた。緊急警報
放送が流れたあと，アナウンサーが以下のよう
に呼びかけた。

「津波警報が出ました。奄美群島・トカラ列

島に津波警報です。繰り返します。津波警

報が，奄美群島・トカラ列島に出ました。予

想される津波の高さは3メートルです。第1

波はすでに到達とみられますが，到達には

場所によって時間に差があります。奄美群

島 ・トカラ列島のみなさんは，今すぐ高いと

ころへ逃げてください」（※下線筆者）

警報・注意報の対象地域に続いて，潮位の
変化の原因について以下のように繰り返し伝え
た。

「昨夜からお伝えしていますけれども，トン

ガの火山島で日本時間のきのう午後，大規

模な噴火が発生したことを受けて，津波警

報が奄美群島・トカラ列島に発表されました。

日本時間のきのう午後1時10分ごろ，南太

平洋のトンガで起きました火山島の噴火の影

響で，津波警報が奄美群島・トカラ列島に

発表されました」（※下線筆者）

気象庁が発表した津波警報・注意報の情報
文にはトンガ諸島の火山噴火に関する記述は
なかったが，情報を補って伝えた。

観測された津波の情報とともに，警報対象
地域に対して「あたりは暗い時間ですので，落
ち着いて高いところへ逃げてください。津波が
実際に来ています」と繰り返し避難を呼びか
けた。

 

午前1時半すぎには，東北大学災害科学国
際研究所の今村文彦教授と電話でつなぎ，今
回の津波が火山噴火に伴う気圧の変化による
ものと考えられることや，通常の遠地津波と異
なり波の周期が短く，エネルギーが大きいため
沿岸部の施設などが破壊されるおそれがある
ことなどの解説を伝えた。

NHKは，その後も気象庁の記者会見の中
継など，テレビ・ラジオの全チャンネルで津波
警報関連のニュースを続けた。津波警報が注
意報に切り替えられた16日午前11時にすべて
通常編成に戻したが，L字画面と地図スーパー
は午後 2時の注意報解除まで継続した。

津波警報・注意報発表直後から対応した糸
井羊司アナウンサーに，今回の「津波警報・注
意報 」を伝える際に留意した点や教訓などを
聞いた。
• 15日夜から16日の未明にかけての当番として

（16日午前0時 40 分ごろ）

NHK 総合テレビの画面
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ニュースセンターにスタンバイしていた。午後
7時すぎ，気象庁が「日本での（津波の）被
害の心配なし」と発表した。ただ，過去の遠
地津波では予想の誤差もそれなりに生じてい
るため，ひょっとしたら津波注意報への上方
修正もありうるのでは，と考えた。そこで記
者解説のやりとりを想定して，「なぜ津波注
意報を出すことになったか」「遠地津波の注
意点は何か」「大潮の時期だが影響はどうか」
などの質問をメモにまとめておいた。しかし，
津波警報が出ることまでは，さすがに想定し
ていなかった。

• 警報の出ている地域が限定的だったため，
避難を呼びかける際に，毎回必ず「奄美群
島・トカラ列島のみなさんは……」と，地域
名をつけるようにした。

• 大津波警報・津波警報発表時の呼びかけの
定型文となっている「東日本大震災を思い出
してください。命を守るために一刻も早く逃
げてください」というコメントは，今回はあえ
て使わなかった。避難の呼びかけの言葉の
強さやトーンも通常の津波警報よりは，抑え
ていた。通常の津波と異なるメカニズムで
潮位の変化が起きており，通常の津波警報
で呼びかける強いコメントをそのまま適用す
ることに違和感を持ったからである。ただし

「油断はしないでください」というメッセージ
はしっかり伝えようとした。

• 専門家への電話インタビューで，通常の津波
とは異なる短周期の波であると説明された
が，それがどのような被害につながるのかわ
からず，改めて問い直して確認した場面が
あった。このやりとりを通じて，「わからない
ことはそのままにしない。愚直に確認する」
という姿勢の大切さを感じた。

• 潮位変化を観測した地点が非常に多く，途
中からは更新した地点だけを読み，さらに
50センチ超の地点に絞り，「そのほかに50セ
ンチ以下の地点がある」とまとめて伝えた。

• 結果的に今回は人的被害がなかったが，自
分の対応が100％よかったかどうかわからな
い。今回のようなイレギュラーなケースである
ほど，自分自身のベースとなる基本型ができ
ているかどうかが問われる。日ごろから，過
去の緊急報道の放送を「建設的」「批判的」
に見直してシミュレーションを重ねておくこと
が必要。伝え手の情報の「目利き力」，より
確からしい情報，重要な情報を瞬時に選び
取る力が問われる。

（2）在京民放キー局の対応

次に，在京民放各局の対応について，津波
警報・注意報発表直後の約3時間を中心にみ
ていく。

① 日本テレビ

16日午前0時すぎの津波警報の発表時，日
本テレビは『Going ! Sports＆News』の生放
送中だった。津波警報発表直後に地図スーパー
で，津波警報・注意報の対象地域を表示し，

（16日午前0時 40 分ごろ）

日本テレビの画面
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画面上部に字幕スーパーで，各地の津波到達
予想時刻および満潮時刻を表示した。そのあ
と午前0時20分から，報道フロアから津波警
報に関するニュースを伝えた。アナウンサーは，
沿岸部から離れ，なるべく高いところに避難す
るよう呼びかけ，画面には赤地の四角に「津

つ

波
なみ

！にげろ！」という表示を出していた。
午前0 時30 分ごろから，気象庁担当の記者

が電話で，トンガ諸島の噴火と関係している
可能性について，以下のように説明した。

「気象庁が津波警報・注意報を出した理由に

ついてなんですが，今日の午後，昼すぎにト

ンガの火山島で非常に大きな噴火がありまし

た。この噴火によってですね，津波も発生し

ているんですが，その津波自体は非常に小

さいもので，今回それに加えて，まだ気象

庁もはっきりした理由はわからないんですが，

『津波地震』11）というよりは，この噴火によっ

て起きた気圧の変化によって海面に潮位の

上昇が生じていてですね，そういう気象的な

要因によって日本の沿岸の潮位が上がってい

るんではないかというふうに推測しています」

日本テレビはこのあといったん通常の放送に
戻ったが，CMも含めて津波警報・注意報の
地図スーパーの表示は継続。午前1時半から
は再び予定していた番組を変更して津波警報
関連のニュースを再開，午前2時からは気象庁
の記者会見を中継し，津波警報関連のニュー
スを放送した。午前6時半以降は通常番組に
戻ったが，地図スーパーは継続，Ｌ字画面で
は沿岸の自治体の避難指示などの情報を午後
2時の注意報解除まで流し続けた。

② テレビ朝日
テレビ朝日は，津波警報の発表時，ドラマ

のCM中であったが，最初に地図スーパーを
表示，次いで字幕スーパーで「次の地域に津
波警報・注意報が発表されました／津波警報
奄美群島・トカラ列島／津波注意報　北海道
太平洋沿岸東部　北海道太平洋沿岸中部　
北海道太平洋沿岸西部　青森県日本海沿岸
……」と順次表示していった。午前0 時27分
ごろから番組を中断して緊急ニュースに切り替
え，アナウンサーが「今すぐに逃げてください。
命を守るためです。今すぐ迷わず逃げてくださ
い。立ち止まったり，引き返したり，様子を見
に行ったりしないでください。自分が今いる場
所が安全だとは決して思わないでください」な
どと呼びかけた。

 

午前2時からは気象庁記者会見を中継し，
これを受けて気象庁担当記者が，通常の津波
とは異なる現象であることを次のように説明し
た。

「私も気象庁の担当記者を5年以上やってい

るんですが，初めてのケースです。こういっ

た会見の中で，驚くべき発言として『これを

津波と言っていいのかどうかはわからない』，

（16日午前0時 40 分ごろ）

テレビ朝日の画面
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こういった会見は初めてなんです。通常は津

波というと大きな地震，プレートの動きなど

があったときの巨大地震が津波となるんです

が，今回は南半球の海底火山の爆発という

ことで，これまでにケースがないということな

んですね」

テレビ朝日は，午前8時30 分まで通常の番
組を休止して津波警報関連のニュースを継続
し，その後は，地図スーパーやL字画面を津
波注意報解除まで継続した。

③ TBS

16日午前0時すぎの津 波警 報の発 表時，
TBSは旅行番組の放送中であったが，字幕
スーパーで「JNN津波速報／津波警報　奄美
群島・トカラ列島3m　第1波到達か／津波注
意報　北海道太平洋沿岸東部1m　第1波到
達か　北海道太平洋沿岸中部1m　第1波到
達か」といった形で，警報・注意報の対象地
域と予想される津波の高さなどを伝えた。午
前0時17分からは番組を中断して緊急ニュー
スを開始した。各地で観測された潮位を伝え，
アナウンサーが「実際に津波が観測されていま
す」と強調しながら避難を呼びかけた。画面

の左には「津波危険 」「TSUNAMI にげて！」
という字幕が繰り返し表示された。

午前0時45分ごろから，鹿児島県のMBC
南日本放送の奄美支局の記者からの電話中継
リポートで現地の様子を繰り返し伝えた。

「先ほど警報が出されて私も高台に避難して

いるところです。私の周りにも数人，高台に

避難している人がいます。先ほどから防災の

車も回って，とりあえず高台に逃げるように

何度もアナウンスされています。今のところ

特に何か津波が来ているような動きはみられ

ません」

午前1時10 分ごろからは，画面右上に「トン
ガで発生した噴火で津波警報 」という字幕を
継続して表示，午前1時40 分ごろから解説委
員が，津波の見通しについて以下のように解説
した。

「この現象がもたらす津波の経過というの

が，地震ではなく火山噴火なので，一体ど

の程度で見通しがつくのかがなかなかみえな

い部分があるかと思います。気象庁の会見

を待ちたいと思いますが，すぐにこの状況が

改善されるようになるという材料は今のとこ

ろこちらには入ってきていませんので，長い

時間避難を余儀なくされる，安全な場所で

滞在することを想定して，自分の判断でご自

宅に戻るとか，海辺に戻るということはしな

いように強く思います」

午前2時からは気象庁の記者会見を中継し，
午前7時まで通常の番組を休止して津波警報
関連のニュースを継続した。その後も定時の（16日午前0時 40 分ごろ）

TBS の画面
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ニュース番組や情報番組でトンガ諸島の噴火と
の関連や潮位のデータなどを伝えた。地図スー
パーとL字画面は津波注意報解除まで継続し
た。

④ テレビ東京

テレビ東京は，津波警報の発表時はお笑い
番組の放送中であったが，字幕スーパーで「テ
レビ東京　津波情報／津波警報・注意報が
発表されました／津波警報　奄美群島・トカ
ラ列島／津波注意報　北海道太平洋沿岸東部
……」と順次伝えた。その後，午前1時ごろか
ら番組を中断して臨時ニュースを開始。他局と
は異なり，潮位の変化の量が大きい順に全国
の検潮所を並べ替えて観測情報を伝えていっ
た。午前2時からは気象庁の記者会見を中継。
午前2時35分からは通常の番組に戻ったが，
午前11時20 分すぎまで地図スーパーとL字画
面を継続した。

⑤ フジテレビ

フジテレビは，津波警報の発表時，ドラマ
の放送中であったが，字幕スーパーで「FNN
津波情報／気象庁は次の沿岸に津波警報など
を発表／津波警報　奄美群島・トカラ列島／
津波注意報　北海道太平洋沿岸東部　北海
道太平洋沿岸中部……」と順次表示していっ
た。午前0時17分ごろから，「津

つ

波
なみ

にげて」の
字幕と地図スーパーを表示。午前0時33分ご
ろから緊急ニュースを開始した。アナウンサー
は「まず自分の命を守ってください。率先して
逃げてください。周りの人たちにも津波避難を
告げながら逃げてください。まずは自分自身が
逃げることを最優先してください」などと呼び
かけた。

午前0時48分ごろにはKTS鹿児島テレビ放
送の奄美支局記者の電話で，高台に避難しよ
うとする住民の車で渋滞が起きている状況をリ
ポートした。このあと午前0時58分ごろ，アナ
ウンサーがコメントで「トンガ沖の火山の影響と
みられます」と伝えた。午前1時35分ごろ，気
象庁の記者の電話リポートで，気象庁の記者
会見が予定より20 分遅れる理由を説明した。

「通常の津波というのは，地震が起きて大き

な波の塊が日本に押し寄せてくるというのが

通常の津波なんですが，潮位の変動をみま

すと各検潮所で上下に大きく振れるような海

面変動が観測されている状況です。これが

なぜなのかというところを気象庁は今調査を

続けているところですが，その結論がなかな

か出ないということで，まだ記者団に向けて

の資料が整っていません。そのために20分

会見が遅れることになりました」

午前2時からの気象庁記者会見中継のあと，
午前2時15分にいったんドラマに戻ったが，
地図スーパーとＬ字画面は継続。午前2時40
分からは津波関連のニュースを再開，沖縄県
与那原町で，川を波が遡上する様子をとらえた
視聴者映像を放送し，那覇港からの中継など

（16日午前0時 40 分ごろ）

フジテレビの画面
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で沿岸の状況を伝えた。午前7時まで通常の
番組を休止して津波警報関連のニュースを継続
し，その後も定時のニュース番組で各地からの
中継や，火山研究者の解説などを伝えた。

他局と同様，地図スーパーとL字画面は津
波注意報解除まで継続した。

 3. 放送局以外の SNS での情報発信
今回，トンガ諸島での噴火や潮位変化につ

いて，気象庁や放送局に先駆け，SNS上でも
さまざまな情報が発信された。

このうち，気象情報会社「ウェザーニュース」
は，自社のTwitter上で，14日にフンガ・トン
ガ フンガ・ハアパイ火山の最初の噴火を伝え
た。さらに15日午後3時4分に＜再び大きな火
山噴火　津波の発生も＞という見出しで「日本
時間の今日午後に，トンガ近くにある火山島フ
ンガトンガ・フンガハアパイで再び大規模な噴
火が発生しました。昨日よりもさらに規模が大
きいとみられ，噴火や津波の影響が懸念され
ます」と発信した。

さらに午後9時34分には，気象庁ホーム
ページで公開されているリアルタイムの潮位
データの画像を添えて「＜トンガ火山噴火＞小
笠原諸島，父島の潮位計で，潮位の変化が観
測されています。 また，ハワイでも30cm超の
津波が観測されています。 津波の予報が変化
する可能性もあるため，新しい情報が入りまし
たらお伝えします」と発信。さらに午後10時
54分には「小笠原諸島の父島では津波注意報
クラスと考えられる50cm程度の海面変動が観
測されている模様です」と続報を伝えた。同
時に＜トンガの火山噴火の衝撃波か＞という見
出しで，「今日15日（土）の20時から21時過ぎ
にかけて，日本全国で一時的な気圧変化が見

られました。火山島フンガトンガ・フンガハアパ
イが午後に噴火した時の衝撃波が到達した可
能性があります」と，全国3,000か所に配置し
た独自の観測網で気圧の変化を捕捉したこと
もツイートした。その後も，潮位の情報とともに

「＜トンガの火山噴火に伴う津波＞気象庁は津
波注意報・警報等を発表していませんが，日
本の沿岸では海面変動が継続中です。決して
海に様子を見に行ったりしないでください。今
夜は釣りなどもおやめください」（午後11時43
分）などの情報を発信した。これらの一連の
情報は，1万から数万回リツイートされている（2
月14日現在）。

 4. 今回の「津波警報」が残した課題
気象庁が津波警報を発表したのは約6 年ぶ

ウェザーニュース社の Twitter
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り，北海道から沖縄県にかけての広域に津波
警報・注意報を出したのは東日本大震災以来
であった。NHK，在京民放各社とも，通常の
番組を打ち切って緊急ニュースを展開し，避難
を呼びかけるコメントにも危機感を伝えるため
のさまざまな工夫がうかがえた一方，新たな課
題もみえた。

（1）地震によらない「津波」の伝え方

気象庁は，海外の噴火による潮位変化が発
生した場合は，当面は今回と同様に「津波警
報」の枠組みを用いて情報を発信するとしてい
る。また，噴火発生から津波警報発表までの
情報発信が不十分だったことから，海外で大
規模な火山噴火があった場合や，それによる
潮位変化が海外で観測された場合には，既存
の「遠地地震に関する情報」を用いて早めに情
報を出すことにした 12）。

今回の各局の放送を改めて見てみると，津
波警報の第1報の唐突感は否めない。大きな
地震は起きておらず，何の予告もなく広範囲に
津波警報・注意報の放送が始まった場合，一
般の視聴者が即座に状況を理解して避難行動
を始めることは難しいと思われる。

読売新聞が津波警報の対象となった岩手県
沿岸の12市町村で避難指示の対象となった住
民を調査したところ，実際に避難した人は4％
だったことがわかった 13）。これによると「地震
による揺れがなかったこと」が一因になってい
るという。

初動段階で，独自取材により今回の潮位変
化がトンガ諸島の噴火に関係していることに言
及している放送局もあったが，多くの局は，避
難の呼びかけや観測された潮位情報のみを繰
り返し伝えていた。気象庁が現象のメカニズム

を特定できていない段階で，原因を説明する
のは難しい。しかし，避難を促すためには「地
震は起きていないが，津波警報が出ている」理
由を視聴者がおおまかにでも理解できるような
コメントをできるだけ早めに伝えるべきであろ
う。海外だけでなく日本周辺にも多数の海底
火山がある。強い揺れなしで大きな津波が発
生する「津波地震」のリスクもある。通常とは
異なる「潮位の変化」に対して，適切な初動対
応ができるような準備をしておく必要がある。

（2）冬季・夜間の避難を促すには

今回は冬季かつ未明に，寒冷地の東北地方
にも津波警報が出た。前述の読売新聞の調査
でも岩手県で「外も寒くて暗いので避難をため
らってしまった」という住民がおり，「未明の時
間帯だったことによる避難の迷い」がみられた
という。今回は幸いにして人的被害はなかっ
たが，冬季・夜間，さらに寒冷地に大津波警
報・津波警報が出た場合には，日中とは異な
る避難の呼びかけのコメントを用意する必要が
ある。今回の放送でも，深夜から未明の時間
帯を意識した以下のような避難の呼びかけの工
夫がいくつかみられた。

「みなさんにお願いです。津波警報が発表さ

れたことに気がついていない人がいるかもし

れません。家族や周囲の人々にも避難を呼

びかけながら，ぜひあなたが率先して避難す

るようにしてください」（TBS）

「津波注意報が出されている地域では，あわ

てて高台に逃げたりする必要はないんです

が，海の近く，例えば夜釣りをしていたり，

海岸線の近くにいる人は念のため海から離れ

てください」（日本テレビ）（※下線筆者）



12 APRIL 2022

また，NHK札幌放送局では専門家に取材
し真冬の津波避難を想定した具体的な備えを
ネット上で紹介している14）。

 

今回の「津波」は，「地震の揺れを体感しな
い」「冬季」「夜間」「寒冷地」など，住民が避
難をためらう状況下で津波が発生した場合の
1つのテストケースになった。東日本大震災以
降，各放送局が作成してきた基本的な避難の
呼びかけをベースにしながらも，さまざまなシ
チュエーションを想定し，住民の背中を押すよ
うな放送を目指して，さらにブラッシュアップを
図っていかなければならないと考える。

（いりえ さやか※）
※執筆時は，NHK放送文化研究所・メディア研究部所属

注：
 1） 気象庁「令和4年1月15日13時頃のトンガ諸島

付近のフンガ・トンガ−フンガ・ハアパイ火山の大
規模噴火に伴う潮位変化について」（2022年1月
16日2時00分）
https://www.jma.go.jp/jma/press/2201/16a/
kaisetsu202201160200.pdf

 2） 気象庁「令和4年1月　地震・火山月報（防災編）」
（2022年1月）
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/
gaikyo/monthly/202201/202201index.html

 3） NHK NEWS WEB「トンガ 大規模噴火と津波 
何が起きたのかに迫る」（2022年2月15日）　
https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/
select-news/20220121_01.html

 4） NHK NEWS WEB「トンガで海底火山噴火 現
地はいま 最新情報まとめ」（2022年1月22日）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220122/
k10013442421000.html

 5） NHK NEWS WEB「前例ない大規模噴火 “津
波”その時気象庁は…」（2022年1月16日）
https://www.nhk .or.jp/pol it ics/art icles/
lastweek/75650.html

 6） 同上
 7） NHK報道局社会部ヒアリング，および NHK解

説アーカイブス「トンガ沖大規模噴火　想定外の
津波はなぜ起きたのか」（時論公論）
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/
459802.html

 8） 気象庁「発表した津波警報・注意報の検証」
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data
/tsunamihyoka/index.html

 9） 前掲 注 2
 10） 気象庁，第19回「津波予測技術に関する勉強会」

（2022年2月14日）資料
 11） 「津波地震」とは，通常の地震よりも断層がゆっ

くりとずれ動いて津波を起こす地震を指す。断
層がゆっくり動くため震度が小さかったり無感で
あったりするが，断層のずれが大きいと沿岸に高
い津波が押し寄せる場合がある。津波地震とし
ては1896年の明治三陸地震が有名で，沿岸での
揺れは震度3程度であったが，大津波が押し寄
せ，三陸沿岸での死者は約2万2,000人にのぼっ
た。

 12） 気象庁「フンガ・トンガ−フンガ・ハアパイ火山の
噴火による潮位変化のメカニズム等の分析及び情
報発信の強化について（当面の対応）」（2022年2
月8日）
http://www.jma.go.jp/jma/press/2202/08b/
tonga-taiou.html

 13） 読売新聞「トンガ噴火 津波避難対象の4％ 未明
の発令行動ためらう」
https : //www.yomiuri .co .jp/ loca l/iwate/
news/20220117-OYTNT50126/

 14） NHK北海道 防災情報「真冬の避難のポイント
は？」
https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-
n58d579c6a5af

真冬の津波避難を想定した備え

（NHK北海道 防災情報より）


