災害報道と国際協力
〔第 2 回〕

始動 インド洋津波警報システム

インドネシア防災体制の現状と放送局の役割

メディア研究部

田中孝宜

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の第 2 回は，インドネシアで 2011年秋に運用
が始まったインド洋津波警報システムに焦点を当てる。
2004 年12月にインドネシア，スマトラ島沖で発生したマグニチュード 9.1の巨大地震とそれに伴うインド洋大津波
により，インドネシアをはじめ，12カ国で 23 万人近くが，避難を呼びかける警報もないまま命を失った。この反省
から，インド洋に早期警戒システムを構築しようという国際協力プロジェクトが進められてきた。その成果として，イ
ンドネシア気象庁の中に津波警報センターが設置され，2011年10月に運用が始まった。震源近くのインドネシア国
内には 5 分以内，遠地津波が予想されるインド洋沿岸諸国には 10 分以内に警報が発令される仕組みが完成したの
である。今後，警報を確実に住民に伝えるとともに，住民が適切に避難行動をとれるかどうかが問われてくる。
筆者は 2012 年 2月にインドネシアを訪れて，同国政府の防災機関の関係者に聞き取りを行い，公共放送局で災害
報道に対する備えと意識を聞いた。7年前，津波に対して無防備のまま，甚大な被害を出したインドネシアの防災力
はどこまで高まったのか，現地調査をもとに報告し，防災・減災分野の国際協力のあり方を考察する。

進められてきた。日本も，インドネシア政府の

1. はじめに

津波警報システムの構築に向けて技術支援や

災害報道の分野で日本が果たせる国際協力

人材育成などを行ってきた。

について考えるシリーズの第 2 回では，インドネ

その国際協力の成果として，インドネシア

シアで 2011年10月に運用が始まった津波警報

気象庁の中に津 波警報センターが 設置され，

システムに焦点を当てる。

2011年10月，インド洋沿岸 24 カ国に津波警報

2004 年12月26日にインドネシア，スマトラ島

を発令する制度の運用が始まった。震源近くの

沖で発生したマグニチュード 9.1の巨大地震とそ

インドネシア国内には 5 分以内，遠地津波が予

れに伴うインド洋大津波により，インドネシア

想される周辺国には 10 分以内に警報が発令さ

で約17 万人，スリランカで約 3 万 5,000人，イ

れる仕組みが完成したのである。

ンドで約1万 8,000人，タイで約 8,000人など，

津波に対する早期警戒システムには，①災

12カ国で 23 万人 近くが 犠 牲になった（図 1）。

害リスクの把握，②監視およびデータ分析，③

これほどまでに被害が拡大した背景には，ア

警報の伝達，④住民の適切な避難行動の 4つ

ジア各国で津波警報を発令し，住民に避難を

のレベルでの能力向上が問われる。この中で，

呼びかける体制がなかったことが指摘された。

津波警報の発令ができるということは第 2 段階

この反省から，ユネスコの政府間海洋学委

まで完成したことになり，今後，警報を確実に

員会が中心になって，インド洋に早期警戒シス

住民に伝えるとともに，住民が適切に避難行動

テムを構築しようという国際協力プロジェクトが

をとれるかどうかが問われてくる。
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（数字は死者・行方不明者数） 内閣府（2006）のデータをもとに筆者作成

の防災力はどこまで高まったのか，現地調査を

の特徴は，短期的な緊急支援の枠を越えて，

もとに報告し，インドネシアにおける防災・減災

中長期的にインドネシアの防災体制づくりに取

分野の国際協力のあり方を考察する。

り組んでいることである。2005 年，日本とイン

本稿の構成は以下の通りである。第 2 章で，

ドネシアは当時の小泉総理大臣とユドヨノ大統

インドネシアに設置された津波警報システムの

領の間で 2 国間の防災協力の共同発表を行い，

概要と放送局の位置付けを概観する。第 3 章

日本が培ってきた防災技術やノウハウを生かし

では，2012 年 4月11日にインドネシアのスマト

て，インドネシアの防災力向上支援を進めるこ

ラ島沖でマグニチュード 8.6 の地震が発生しイン

ととなった。

ド洋沿岸諸国に津波警報が発令された時の対

インド洋大津波が発生した時，インドネシ

応を紹介する。第 4 章では，放送局が災害報

アには防災を専門に扱う政 府の常 設 機関が

道にどう臨もうとしているのか，とくに公共ラジ

なかったため，政 府の防災体制の要として，

オRRIを中心に報告し，国際協力のあり方につ

2008 年，
「国家防災 庁」を設置した。国家防

いて考察する。第 5 章は要約と結論である。

災庁は，大統領直属の機関として災害時の緊
急対応から平時の防災対策まで，省庁の壁を

2. インドネシア津波警報システム
2-1

防災体制づくりの国際協力

越えて当たるための機関である。その管理運
営委員会は，10 の政府機関（内務省，社会省，
公共事業省，警察，国軍など）の職員と9人の

2004 年12月に発生したインド洋地震・津波

専門家から構成される（アジア防災センターの

災害発生後，40カ国以上の諸機関，組 織が

サイト参照）。日本の内閣府の防災担当，中央

70 億ドル以上の支援を申し出た（国際協力機

防災会議などがモデルになっている。

構 2011）。日本も，直後から緊急医療援助を

その他，防災に関する基本法である防災法

手始めに様々な国際協力を行ってきたが，今回

第 24 号の制定や国の防災計画が策定された。
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本稿で注目する津波警報システムも，そうした
政府の防災体制づくりの一環として位置付けら
れる。
日本の国土交通省から，国家防災庁にアド
バイザーとして派遣されている徳永良雄氏によ
ると， インドネシアの
国レベルの防災体制は
かなり整ってきており，
今後は，地方レベルの
災害対応能力の向上が
求められているという。

インドネシア津波警報センター

見ることができた。
警報センターは，日本，ドイツ，中国など複

徳永氏は，日本が国際

数の国による国際協力で設置されたもので，津

協力をしてもかつては

波監視体制も複数の仕組みが活用されている。

余りにレベルが違い過

モニター画面がたくさん並んでいるが，機能ご

ぎたが，受け手であるインドネシア側の体制が

とに大きく3 つに分けられる。1つ目がデータ観

整い始めたことで，国際協力が本格的に効果

測，2 つ目が分析，3 つ目が警報発令である。

徳永良雄
国家防災庁アドバイザー

を発揮できる段階に来ているのではとの印象を

設備自体は 2008 年に完成し，同年10月か
ら，地震が発生すると，その情報をインドネシ

話している。

ア国内向けに発表してきた。そのシステムを応

2-2

インドネシア津波警報センター

2011年10月，インド洋津波警報システムの
運用が始まった。その中心的な機関がインド

用し，2011年10月からインド洋沿岸諸国に津
波警報を発令することとなった。
図 2 は津波情報の流れを示したものである。

ネシア気 象 気候 地 球 物 理 庁（BMKG， 以下

インドネシアには，160 の地震計および 500 の

BMKGと記述）であり，その建物の中に津波

加速度計が設置され，地震の揺れを検知する

警報センターが設置された。

と，震源，深さ，マグニチュードを割り出し，

BMKG で津波早期警報の責任者スハルジョ

日本に留学経験のある
スハルジョノ氏
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事前のシミュレーションによるデータベースで，

ノ氏に案内していただ

津波の可能性の有無，津波の到達予想時間と

いた。筆者が訪問中に

津波の高さを発表する。日本の気象庁と同じ

も地震があり，センター

仕組みで，データの分析ノウハウなどを指導す

内 で サイレンが 鳴り，

るため，日本の専門家が 2010 年から1年間，

職員が一斉にモニター

BMKG で指導を行った。

に見入っていた。幸い

津波情報の第一報として，地震発生から5 分

規 模 の小さな地 震 で

以内にインドネシア国内向けに，また10 分以内

あったが，素早く対応

にインド洋沿岸諸国に津波警報を出すのを目標

できている様子を垣間

にしており，スハルジョノ氏によると「その目標
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津波情報の流れ
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海岸近くの住民
BMKG への取材をもとに筆者作成

は達成できていて，国内向けには 3，4 分で警
報は出せる」と話していた。

インド洋津波警報システムの運用開始を受
けて，BMKGと放 送 局が 専用回線で直接 結

データベースを使った予測値に加えて，海水

ばれた。BMKG の情報をそのままテレビやラ

位モニタリングシステム（海に設置された 23 個

ジオで速報できるようになったのである 2）。そ

のブイ）により，津 波の発生が 確認された実

れに合わせて国家防災庁やBMKG が作成した

測値を第二報として発表する。各地の港には，

「インドネシアの放送局のための津波早期警戒

80 の潮位計が設置され，第三報として，津波

ガ イ ド（Panduan Informasi：Peringatan

の到達が発表される。

dini tsunami Bagi Lembaga Penyiaran

2004 年のインド洋大 津 波の後，暫定的な
支援措置として，日本の気象庁とアメリカの太
平洋津波警報センターがインド洋向けの津波
1）

di Indonesia）」と題したマニュアルが放送局
に配布された（図 3）。
マグニチュード 5 以上の地震が起きるとテレ

警報を提供していた 。2011年に始まったイン

ビ画面に速報される。字幕で警戒を呼びかけ

ド洋津波警報システムが順調に機能すること

る文言や，ラジオ放送でのコメント案などが紹

が確認されれば，2012 年末をめどに情報提供

介されている。

を終了する予定である。

津波警報システムが機能するためには，以
下の 4つの要素が重要だといわれている（UN-

2-3

放送局の役割

ISDR：国連防災戦略 2005）。

インド 洋 大 津 波 が 発 生した 2004 年には，

① 災害リスクの認識：当該地域における災害

放送局が防災情報を提供するという役割は，

の危険を把握し，防災，減災のための計画

法律では規定されていなかったが，2008 年に

立案や早期警戒システムの構築を行う

施行された災害対策の基本法の中で，明示さ
れることとなった。

② 監 視および予測：継続的に監視しデータを
分析することで，被害が起きる可能性を事前
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図3

津波早期警戒ガイド

2004 年のインド大津波発生
当時，緊急対応を取り仕切っ
ていたが，
「何もできないまま
多くの人が亡くなったのを悔
しい思いで見ていた」という。
それから何度も日本を訪れ，
日本の防災システムについて
学んできた。スゲン次官は，
津 波警報システムの運用が

テレビ地震速報の画面例

放送局向けガイド

始まるなどインドネシアの防
災力が確実に高まっているこ
とを評価しながらも，まだシ

放送用コメント例文

「BMKG が津波警報を発令しまし

ステムの第 2 段階に到達した

た。対象地域は，○○，○○で

にすぎず，今後第 3，第 4 段

す。ビーチや川の河口付近から離

階に取り組んでいかなけれ

れて，早く安全な高いところに避

ばならないと話す。そのため

難してください」など。

に，とくに放送局の役割が
これから益々重要になると期
待を表明している。

ガイド本文ページ

に予測する
③ 情報伝達：災害を受ける可能性のある地域
の住民に確実に警報を届ける
④ 適切な対応：警報を受けて，政府が適切に

3. インド洋津波警報システムは
機能できるのか
インドネシアの津波警報システムが果たして機

対応し，住民が素早く避難行動を起こす

能しているのか。また，インド洋沿岸諸国にス

この 4つの要素がすべて揃って，初めて津波

ムーズに警報を発令できるのか。その課題の一

警報システムが機能で

端を見ることができる出来事が 2012 年春にあっ

きる。 つまり，2011年

た。2012 年 4月11日，現地時間の午後 3 時 38

に警報システムの運用

分に，インドネシアスマトラ島沖でマグニチュード

が 始まったとはいえ，

8.6 の地震が発生した（気象庁 2012）
。震源は，

このうち第 2 段階に到

2004 年12月の巨大地震の比較的近くである。

達したにすぎない。
インドネシア政 府国
国家防災庁
スゲン次官
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家 防災 庁の防災 担 当
である「スゲン次官は，
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津波警報は適切に発令できたのか

警報発令の経過については，現在，インドネ
シア政府で調査中だが，現時点である程度判

表1

4 月 11 日地震における津波情報

時刻

津波情報

インド洋の津波警報システムは，単一の国際
津波監視センターが警報を発令するのではな

15:38

地震発生

15:43

国内向けに津波情報

15:58

インド洋沿岸諸国へ警報

16 時ごろ

気象庁担当者，予想高さ発表

17:38

国内向け津波警報，一旦解除

の内，最初にオーストラリア，次いでインドの順

17:43

余震，再度警報発令

17:56

サバン，ムラボーに津波到達情報

で津波警報を出し，インドネシアは最後であっ

19:45

国内向け津波警報解除

翌 02：06

インド洋沿岸向け警報解除

明しているポイントを表 1 にまとめた。
国 家防災 庁の 徳 永アドバイザーによると，

く，地域の3カ国が沿岸諸国へ警報を出す仕組
みである。3カ国はインドネシアのほか，オース
トラリア，インドである。今回の地震では，こ

た。また日本の気象庁もインドネシアより3 分早
く津波監視情報を出していた。
警 報発令までの 20 分は，目標の10 分より
遅れたが，日本の気象庁の担当者に聞いたと
ころ，
「ひとまず及第点」との評 価であった。

BMKGは4〜 5 分後にインドネシア国内に向け

沿岸諸国への津 波警報が最終的にすべて解

て地震・津波情報を発表したということで，一応，

除されたのは，翌日の午前 2 時 6 分であった。

目標の 5 分はクリアできていたようである。しか
し，本来想定されていた予想される高さを含め

3-2

警報は人々にどう伝えられたのか

た詳細な津波情報については 20 分以上経過し

BMKG が地震発生から4 〜 5 分後に出した

た後で，
「1時間以内に，6メートルから2メート

津 波警報を，主要メディアは速報した（Goto.

ルの津波の可能性がある」というものであった。

Y et al.2012）。ただし，局によって速報した

津波警報は，2 時間後の午後 5 時 38 分に一

時間には大きな隔たりがあった。商業テレビの

旦解除されたが，その直後に大きな余震があ

MNC で警報発令から1分16 秒後，その1 秒後

り，再び津波警報が出された。インドネシア

にMetroTVが速報している。各放送局も順次，

の警報がすべて解除されたのは，午後 7 時 45

警報を伝えたが，公共放送 TVRIは警報発令

分であった。

から7分19 秒後であった。

この地震で，アチェ州の州都バンダアチェ市

一報の後，MetroTVとTVOneは特別番 組

北部のサバンで 36 センチ，同市から南に位置

に切り替えて地震の様子を伝えた。MetroTV

するムラボーで1メートル 6 センチの津波が観測

はオーナーのスルヤ・パロ氏がアチェ出身とい

された。

うことから，普段から中継車を常駐させてア
チェの地震に備えており，今回の地震でも素早

「及第点」インド洋津波警報システム
2008 年末に運用が始まった国内向けの警報
と違い，インド洋沿岸諸国向けで警報が発令

く現地の映像を放送した。MetroTVが撮影し
た，慌てて逃げる人々の様子などは，日本のテ
レビニュースでも紹介された。

されたのは今回が初めてである。BMKG では，
インド洋沿岸諸国向けの津波情報を，20 分後
に出した。

3-3

人々はどう避難行動を起こしたのか

この地震で人々がどう行動したのか，東京大
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学地震研究所の後藤洋三外来研究員が JICA

り合いからの情報で行動を起こした人の方が

の協力を得て，４月27日から5月4日まで，ア

多いことがわかった。

チェにある国立大学の研究者と共同で行った聞

BMKGでは，バンダアチェ市および近郊の
合わせて6カ所に津波サイレンを設置し，州政

き取り調査の結果を紹介したい。
まず，避難について次のことがわかった。

府に移管して運用を図っている。調査では，津

・ 約 8 割の住民が避難し，このうち 4 分の 3

波サイレンを聞いたという人が女性で 20.1%，
男性で14.9％いるが，実は津波サイレンが鳴っ

は高台を目指した
・ 10 分以内に避難を開始した人が全体の半分

たのは警報発令から随分たっていた。というの
も，勝手にサイレンが鳴ってしまう誤作動が過

以上いた
・ オートバイや車での避難が殺到したため，避

去に 3 回連続してあり，怒った住民がサイレン

難場所への移動に 40 ～ 60 分かかった人の

を壊してしまうという出来事があり，それを受

割合が一番多く，避難した人は，渋滞によ

けて地元の役場が電源を切ってしまっていたの

るロスがあったと感じている

だという。地元の役場では，今回，BMKG が
警報を発令したことを知っていたが，責任者が

では，避難行動を起こすに当たって，人々は

不在で，結局スピーカーのスイッチを入れるま

情報をどう入手したのだろうか。テレビ，ラジ

でに 30 分から40 分程度かかったといわれてい

オから得たという人が 10％余りであるのに対し

る。しかも6 基のうち 4 基が故障し，2 基しか

て，近所の人や電話，メールなどからという人

作動しなかった。

を合わせると60%前後に上る（表 2）。

さらに，アチェ州の防災担当の組織は 2011

BMKG では，放送局に警 報伝達の中心的

年に新しくできたばかりで，職員の役割が不明

役割を期待しているが，実際には放送を見た

確であったうえに，家族を心配する多くの職員

3）

り，聞いたりしたという人は限られている 。さ

が自宅に帰ったことも報告されている。

らに，ソーシャルメディアを含む行政からの呼

家族が団結し，コミュニティの人々の繋がり

びかけよりも，近所の人の叫び声や個人的な知

があることは，評価すべき大切な要素ではあ

表2

最初に津波警報を何で知ったのか

女性

（％）
男性

テレビ

9.3

9.0

ラジオ

1.7

2.3

行政のスピーカー

2.6

2.9

情報源

津波サイレン

20.1

14.9

役所・リーダーの呼びかけ

1.2

1.3

公式の SMS，メール，ネット

3.8

4.5

個人の電話，SMS，メール

7.3

13.0

50.1

48.2

3.8

3.9

近所の人の話，叫び声
その他

後藤洋三氏他による調査（Goto.Y et al.2012）より
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る。しかし，4月11日の地震直後，パニックを
起こして逃げ 惑う人たちがいたことについて，
後藤洋三氏は，
「非公式の情報で動いてしまっ
ていることは，一歩間違えるとデマに振り回さ
れる可能性がある」として，正しい情報に基づ
いて行動することの重要性を指摘している。
今回の地震がプレート内部の横ずれが原因
で起きたもので，結果として一部の海岸で1メー
トル程度の波が観測されたものの，幸い2004
年のような巨大津波は発生せず，津波による犠
牲者は出なかったが，課題は残された。

4. インドネシアの放送局と災害報道
4-1

災害報道に臨むメディアの姿勢

地方自治体，軍，大学などが放送を出しており，
AM，FM，短波を合わせておよそ1,200 局に
上るラジオ局があるという。

津波警報システムの第 2 段階まで整備が進

元国営 放 送のRRIは，2005 年の政 府 規定

み，次の第 3 段階ではテレビ，ラジオなどメ

で公共放送事業者として位置付けられた。国家

ディアの役割が期待されることを述べた。しか

開発計画の中で求められている「全国民にラジ

し，第 3 章で紹介したように，2012 年 4月11日

オ放送サービスを提供する」という目標のもとで，

の地震発生時において，アチェの住民が，テレ

日本の「円借款」を活用しながら放送エリア拡大

ビ・ラジオなどのメディアではなく，近所の人か

に取り組んでいる。全国 58 の放送局があり，人

ら津波警報の情報を得た人が最も多いという調

口の 9 割が受信可能である。RRIは 3 チャンネル

査結果が出た。メディアの役割が防災対策の

（全国放送 1・首都圏向け 2）で放送し，商業放

基本法に明記されたとはいえ，防災情報を得る

送向けにも全国ニュースを中継・配信している。

情報源として，一般の人々がメディアを位置付

災害 報 道に 積 極 的に
臨む方針は，RRI 放送局

けていないことがうかがえる。

のトップ，ニッケン局長が

では，メディア側は，災害時の自分たちの役

全面に打ち出している。

割をどう認識しているのであろうか。
現地調査により，公共ラジオRRI が災害時

ニッケン局長は，RRIの

の報道に意欲的に取り組む姿勢を示しているこ

災害 報 道について，
「公

とがわかった。本章では，まず，RRIの災害
報道について概観する。

（1）災害報道を重要な役割と位置付ける
公共ラジオ RRI

ニッケン局長
（写真提供 RRI）

共ラジオとしての機能で
ある」として，次のような
主な報道基準をあげた。

・ 正確なデータに基づく情報
・ 過度にならない表現，わかりやすい説明
・ 時宜を得た適切な被災者へのインタビュー
・ パニックを起こさないよう正しく早くそしてバ
ランスのとれた報道
・ 災害の全体像を把握し，対策や解決策への
道筋が見える報道
そして，子供や女性，高齢者，障害者など
災害弱者を守る視点の大切さを加えた。

公共ラジオ RRI 局舎

インドネシアでも，ラジオのリスナーは減少

RRI では，BMKG が地震情報を発表すると

傾向にあるが，それでもなお有力なメディアで

すぐに生放送で対応する体制を取る。RRIの

ある。1945 年に放 送を開 始した RRI（Radio

生放送スタジオの入り口近くに BMKG のシス

Republik Indonesia）をはじめ，商業放送局，

テムが置かれており，放送中，津波警報の情
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報が送られてくると，その時の番組プロデュー
サー判断で，スタジオの中のアナウンサーがす

・ 防災教育（自然災害に対する早期警戒，自
助のためのポイントなど）

ぐに伝えることになっている。そのことは，す

・ 社会の安定（政府や防災機関との連携）

べての番組プロデューサーが認識していると

・ 娯楽（被災者，とくに子供や女性を癒すため
の心のケアとして伝統芸能の活用）

いう。
また災害現 場にクルーを派 遣するために，
2011年，車体を補強し耐性を高めたラジオ中継

・ 復旧に向けて（住宅，避難施設，インフラ
整備，学校，心理面など）

車をドイツの自動車メーカーから購入した。災
害が発生すれば素早く被災地に入り，中継放
送を行える準備をしているという。
災害報道については，ユドヨノ大統領からも
RRIに期待が表明されているという。
災害 報 道の一 例として， ニッケン局長は，

メラピ火山噴火災害におけるRRI 放送を実
際に聞いたわけではなく，ニッケン局長の話だ
けで評価を下すのは難しいが，RRI が，単に
被害の状況を伝えるのではなく，被害を小さ
くするための防災情報を提供しようと心がけた

2010 年10月26日から11月上旬まで噴火を繰り

り，心のケアに役割を果たそうとしたり，復旧

返したジャワ島中部のメラピ火山災害での放送

に向けても被災者に寄り添っていこうという意

をあげた。

識を持っていたことは重要なポイントであると

メラピ火山は，日本の雲仙岳と同様に火砕
流を起こす火山で，インドネシア政府は火山性
地震が頻発していたことから2010 年10月25日，

考える。この姿勢は，日本の公共放送 NHK
が災害時に目指す放送と共通点が感じられた。
そしてもう一つ，ニッケン局長の話で興味深

山頂から10 キロ圏に避難勧告を出したが，翌 26

いのが，地元のコミュニティ FMとの連携であ

日の最初の噴火で 29人が死亡した。この後も

る。日本でも東日本大震災の際に，東北地方

噴火が続き，合わせて322人が犠牲になった。

のコミュニティ FM が，地域密着情報をきめ細

ニッケン局長によると，この災害時に，次の

かく提供できる媒体として注目されたが，イン

ような放送内容を心がけたという。

ドネシアでも，災害時，RRI が，地元のコミュ

・ 最新情報（火山の噴火前，災害発生の最中，

ニティ FMと連携する姿勢を持っていることが
わかった。

災害後）

メラピ火山噴火の被災地にて，
前列右ユドヨノ大統領・左ニッケン局長

（写真提供 RRI）
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コミュニティ FM から放送を出す RRI

（写真提供 RRI）

2010 年10月下旬から1カ月にわたって避難の

いう。両局とも，ニュース発生現場からの中継

呼びかけが続いたメラピ火山災害の際，RRIは

を得意としており，災害時も素早く対応できるよ

地元のFM 局「Jalin Merapi」のスタジオから，

う準備をしている。しかし，MetroTV 東京支

その周波数を使って，地域住民向けに防災情

局長の大川誠一氏によると，被害状況をリポー

報を提供したという。

トするのが主で，被害を減らす防災・減災のた

インドネシアでは，コミュニティ FM が盛ん

めに放送を出すという意識は全くないという。

で，地元に定 着している放送局が多くあると
いう。2012 年 4月11日の地震におけるコミュニ
ティ FMの役割について，前出の後藤洋三氏

4-2

災害報道の課題

（1）信用を高めることができるのか。

は，
「気象気候地球物理庁と直結した通信手段

テレビ・ラジオなどの放送より人づての情報

がないため警報発令の第一報は遅れたと思わ

で行動する傾向は，火山災害でも同様のことが

れるが，その後は，津波の監視や避難誘導な

言える。

どで行政の不能をカバーする働きをしたようで
ある」と評価している。

2007年のケルート火山噴火の際に，東京大
学大学院情報学環附属総合防災情報研究セン

1万数千もの島があり，多様な言葉や文化を

ターの田中淳センター長と東洋大学の関谷直也

持つインドネシアでは，地元のラジオが災害時

准教授がインドネシア大学心理学部クライシス

の有力なメディアになりうる存在であり，全国

センター長ディッキー・ペルペシ講師と合同で

放送のRRI が，コミュニティ FMと協力して放

「災害情報伝達と被害者心理」をテーマに周辺

送に臨もうという考えは十分に理にかなってい

住民
（有効回答 427人）にアンケート調査を行っ

るように思える。

た結果を見ると，
・ 早期警報の入手先として村長や集落長からが

（2）テレビの災害報道姿勢
インドネシアの地上テレビは，公共放送の
TVRI（Televisi Republik Indonesia）と商業テ

54.5%，近所の人が 14.0% に比べ，テレビは
11.0%，ラジオは 6.5％
・ また，避難命令については，61.9％の人が，

レビ 10 局の計11 局があり，商業局が圧倒的な

村長や集落長を媒介して入手しており，テレ

視聴シェアを占める状態が続いている。

ビは 2.0%，ラジオは 1.3%

災害報道について，筆者が話を聞いた公共

であった（Jibiki.Y et al. Forthcoming）。

放送 TVRIの職員は，津波警報が出た場合，
字幕スーパーなどで速報はするが，特別番組

ケルート火山の噴火時は，村長や集落長の

を立ち上げ，防災情報を伝える想定はしてい

呼びかけもあり住民は無事避難したが，2010

ないと述べるなど，災害報道を自らの使命と

年のメラピ火山の噴火時は，そうはいかなかっ

して積極的に位置付けている姿勢は見られな

た。行政，メディアが避難を呼びかけたにも

かった。

かかわらず，メラピ火山のふもとに住み，火山

民 放では，ニュース専門チャンネルMetro

の神を守る番人とされる人がまだ大丈夫だと述

TVと，TVOneが災害報道に力を入れていると

べ，本人もとどまり続けた。それを見た多くの
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住民が，番人を信じて避難しなかった。その結
果，この番人を含む300人以上が，噴火に巻
き込まれ，命を落とすことになってしまった。
災害時の役割が法的に明示されてまだ間もな

5. おわりに
津波警報は，データの観測から警報の伝達，
住民の適切な避難行動まで「End to End」で

いこともあるだろうが，メディアが提供する防

伝わってこそ初めて完成したことになる。今回，

災情報に人々が耳を傾けるよう信頼される存在

インドネシアにおいて警報発令システムの運用

になることが，メディアが災害時に本当に役割

開始は大きな前進ではあるが，まだ道半ばで

を果たせるための重要なステップである。

あり，2012 年 4月11日にマグニチュード 8.6 の
地震で津波警報が発令された時の対応には不

（2）多様な災害に対応できるのか
もう1つ災害報道の課題としてあげられるの
が，多様な災害への対応能力の向上である。
インドネシアでは，地震・津波，火山噴火

安が残る点は第 3 章で述べた。
一方で，この地震の際，成果も見られたこと
を紹介したい。表 3にあるように，インドネシア・
アチェの海岸付近に暮らす 50％を超える人が，

以外にも，集中豪雨や洪水，地滑りなど，様々

2004 年と同程度の津波，35%を超える人がそ

な災害に見舞われている。日本は，インドネシ

こまでではないにしても津波が来ると思ったと答

アに多様な災害に対する防災力向上支援を行っ

え，地震発生直後に避難行動を起こしている。

てきている。2012 年春までの3 年間に行われた
JST
（科学技術振興機構）-JICA
（国際協力機構）

表3

津波についての意識

女性 男性

地球規模課題対応国際科学技術協力事業で

2004 年並の津波が来る

52.4

は，日本から東京大学の地震研究所をはじめ，

2004 年ほどではないが津波が来る

35.7 35.2

京都大学，名古屋大学，アジア防災センターな

津波は来ない

7.1

9.3

津波について考えなかった

4.8

3.7

ど全国の大学や防災機関などから第一線の専
門家が参加し，日本の防災ノウハウや知見を現

51.9

後藤洋三氏他による調査（Goto.Y et al.2012）より

地に即した形で提供し，インドネシアの防災力

2004 年のインド洋大津波では，無防備なま

向上に貢献してきた（Satake.K & Harjono.H

ま23 万人の人命が失われる甚大な犠牲を出し

2012）
。

たが，その後，
「Tsunami」という言葉は世界

その次の展開の1つとして，災害報 道分野

的に通用するまでに認知され，インドネシアの

における国際協力を提供することは十分に検

海岸近くで地震が発生すると，大多数の人がす

討の価値があると思われる。災害には地域性

ぐに避難するようになった。その避難行動を後

があり，インドネシアの災害は日本に特 性が

押しする意味でも，正しい防災情報を提供する

似ている。NHK など日本の放 送局は多様な

メディアの役割が求められる。

災害に対する報道を経験しており，また，そ

確かにインドネシアでは，放送局は，これま

のためのノウハウや技術を蓄積してきた。それ

で防災体制に十分組み込まれてこなかった。し

らはインドネシアにおいても応用できるものと

かし，津波警報システムの運用が始まった今，

考えられる。

放送局が，防災システムの中に明確に位置付け
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られ，人々の信頼を得て，適切な役割を果た
報など防災情報を迅速かつ確実に被災地の住

ネーター久保木勇氏，遠藤清美氏，BHN 野村正規氏，
インドネシア文化宮大川誠一氏。また，東京大学大学
院総合防災情報研究センターには調査データを提供い
ただきました。ここに感謝の意を表します。

民に届けるのはもちろんのこと，住民が的確に

注：

せるようになることは重要である。さらに，警

避難行動を取るよう日頃から啓発番組を作るな
ど，放送局ができることは多い。
JST-JICAの国際協力のインドネシア側代表
のインドネシア科学院ハルヨノ氏は，
「インドネ
シアの災害から日本も学べるのではないか」と
過去の災害経験からの教訓を双方で分かち合
いたいとの姿勢を示す。放送においても，RRI
が災害時にどのような放送を行うのかは災害ラ
ジオとしてさらなる有効活用が期待される日本
のラジオ放送にとっても参考になるであろうし，
RRI が地域のコミュニティFMと連携しようとい
う取り組みは日本の公共放送 NHKにも示唆を
与えるものである。
東日本大震災のNHKの報道を見て，インド
ネシア国家防災庁のスゲン次官は，インドネシ
アの放送局の災害報道能力向上を強く期待する
旨を述べていた。2004 年のインド洋大津波以
降，日本はインドネシアに多大な国際協力を行
い，同国の防災体制の整備を進めてきた。津
波警報システムが運用段階に到達した今，イン
ドネシアの放送局の能力向上のために，日本の
放送局は様々な貢献ができる可能性があると思
われる。
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（たなか たかのぶ）

今回の調査では，以下の方々にインタビュー調査，
および情報提供をいただきました。RRIニッケン・ウイ
ディアスツチ局長，エリック・ヘルマワン技術局長，マ
ルトヨ報道局長，ニュース編集責任者ウイディ・フニア
ワン氏，TVRIハリ・セティヤ技術局長，国家防災庁
防災担当スゲン次官，国家防災庁アドバイザー徳永良
雄氏，気象気候地球物理庁スハルジョノ地震・津波
担当局長，科学院ハルヨノ氏，東京大学地震研究所
後藤洋三氏，JICA 専門家白川和司氏，JICAコーディ

1）気象庁が海外に発信する津波情報は，地震の
規模がマグニチュード 7.6 以上の場合，NHK
の国際放送で速報されている。
2）公 共 テ レ ビ TVRI に は， 気 象 庁 か ら の 情 報
を受け取るために韓国の援助機関が提供した
ファックスが設置されている。しかし，話を
聞いた TVRI の職員は，そのファックスが使
われた記憶はないという。
3）調 査 結 果 を 詳 細 に 見 る と（G oto.Y et a l .
2012:28）
，地震直後もテレビが見られた一部の
地域ではテレビからの情報を避難の意思決定の
参考にした割合が高いという結果が出ており，
テレビについては，停電の影響も考慮する必要
がある。
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