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太平洋国際津波警報組織について

広野卓蔵

1. fj：し由Zき

1960年 5月24日に起こったチリ津波は，震源地のチリはもちろんのこと，遠隔のハ

ワイや日本にまで大被害をおよぼした。

当時アメリカは，すでにハワイを中心とする太平洋津波警報組織をもっていたし，

日本でも，国内には津波書事報組織があったが，お互いに，もっと緊密な連絡があった

なら，日本の災害をもっと少なくすることができたであろうことは想像に難くなL、。

はたせるかな，各方面から，国際的な津波警報組織を確立しようとする運動が大きく

展開されてきた。そして，現在はチリ津波以前よりも大いに状況が改善された。しか

し全体としては，いまだこれからであるとはし、えよう。たまたま本年5月中旬頃，

テレピで日ソ聞の津波警報のための資料が交換されるというニュースが流れたが，実

情はまだ交渉中の事柄であって，正式にはいまだ実行されていなし、。しかし，これを

機会に，各国の津波警報組織と，これらを結ぶ国際津波警報組織がどのように推進さ

れてきたかの経緯につき，回顧を試みることも意味あることと思う。

2. 津波警報の根拠

津波は海底の大地震によって起こる。地球上では，特に，太平洋の周辺の大陸の縁

辺に大きな海底地震が時々起こる。中でも，チリ，アリウシャン，カムチャツカ，千

鳥，日本などの沿岸沖合が多い。

海底の大地震によって生じた津波は，海深の平方根に比例した速さで海洋を伝わ

る。たとえば，深さ4,000mでは時速約 720kmとなる。チリの津波は22時間で太平洋を

横断して日本に逮した。アラスカ津波は北海道まで 7時間30分，カムチャツカからは

1時間30分，三陸津波は岸まで30分である。しかるに地震の波はチリからは約20分，

アラスカからは約 8分，カムチャツカからは 4分，三陸沖からは 1分かかってそれぞ

れ東京に達する。すなわち，津波よりもよほど早いので，地震計によって大地震の発

生を知れば，直ちに津波警報を海岸に向かつて発表し，さしせまった津波に対する

避難や，防災措置が間に合い，災害を最小に食い止めることができる。

また早期に津波を観測した場所からの通報によって，さらに遠方の海岸に，より正
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確な警報を発表することができる。

3. 日本の警報組織

日本の津波警報組織は昭和27年に始められたものである。組織を大別して，警報を

出す判定機関とそれを海岸に伝える伝達機関に分けることができる。判定機関は気象

庁が，また伝達機関は各通信機関が受け持っている。

まず，日本付近に大地震が起こると，地震を感じた気象宮署 （66ヵ所）では，地震

記録を読み取り，その結果を至急電報でそれぞれの予報中沼に報告する。予報中枢は，

札幌，仙台，東京，大阪，福岡にある。予報中枢は，管下官署の地震報告に基づいて，

地震の震央，規模，津波の有無，危険海岸をすばやく決定して，その結果を．伝達機

関の中枢に通報する。伝達機関は自己の通信網により，非常報をもって海岸末端の市

長村長に津波予報を伝達することになっている。

日本の警報組織では，海岸には地震後30分以内に警報が到着するように，測候所で

地震の電報を打つのが 5分以内，予報中継で津波予報を出すのが地震後20分以内，残

り10分で海岸まで予報を伝達するようになっている。

なお予報文は第 1表のとおりであり，また，各中枢が分担している海区は第 1図の

とおりである。伝達機関としては，電々公社， NH K，警察，海上保安庁，在日米軍

などがある。

予報

ツナミナシ

ツナミオソレ

ヨワ イツナミ

オオツナ

第 1.表津波予報文

解 説

津波の来襲するおそれはありません

津波が予想されますが，現在までの資料では，津波の高さが

予想されません

小津波が予怨されます。予想される津波の高さは，高いとこ

ろで 3～ 4mに達する見込みですから，特に津波が大きくな

りやすいところでは箸戒を要します。その他の多くのところ

では lm程度の見込みです。

大津波が襲来し，大きな災害を引き起こすおそれがあります。

予想される津波の高さは高いところで 5～6m以上に逮する

見込みですから，今までに津波の被害を受けたようなところ

や，特に津波が大きくなりやすいところでは厳重な警戒を要

します。その他のところも 2～3mくらいに達する見込みで

すから警戒が必要です。

ツナミカイジョ ｜ 津波の危険はなくなりました



4. 太平洋津波警報組織

アメリカ，沿岸測地局が運営

している太平洋の津波警報組織

も昭和27年頃始められた。これ

は，第2図に示すように， ハワ

イのホノノレノレを中枢として，太

平洋の周辺と中部の島娯に，津

波観測所30:IJ所，地震観測所13

ヵ所から成っている。どこかに

大地震が起こると，地震観測所

の感震器が鳴り，観測員は地震

記録を読み取ってその結果をホ

ノノレノレの中枢に送る。ホノノレノレ

では地震の震央を定め，もし，

それが陸上であればそのままに

し海底のときには，震央に近

い験潮所に震源と津波の到着予

想時間を知らせ，海面を注意さ

せる。そして異常が起こればハ

ワイの中枢に連絡させる。到着
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第 1図 日本の津波警報組織図
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/) 

〔浄波中枢分担海区〕 札幌 I , I, I 仙台 Ii', 

v 東京 ：胃，百，冒， JI[, x 大阪 l:J, XI, X, X, 

XI, Xii', XV 福岡： X¥l,X胃

時聞は特別な地図から求める。第2図はその一例で，どこに津波が起こっても，この

地図からその津波がハワイまで伝わるに要する時聞がわかる。

どこかの験潮所で津波が観測されたときには，ただちにハワイ諸島に津波警報が発

令される。また，この讐報網の各観測点に対し，津波の予想到着時刻が知らされる。

5. 国際警報網の現状

前記のごとく，太平洋の周辺で大地震が起こると，ハワイはしばしばその津波の被

害を受けてきた。特に， 1946年 4月 1日のア リウシャン地震によって，死者 159名を

含む津波の大彼害を受け，これが契機となって太平洋の警報組織が生れた。そして，

1952年11月4日のカムチャツ カ津波や， 1960年 5月22日のチリ津波にはその効果が立

証された。

このように太平洋津波組織は，はじめ，ハワイを津波から守るために組織されたも

のであった。したがって，当初は自国の観測所のみで構成され，その数は現在の約半

分であった。東京は最初からこの組織の 1観測所として参加しており ，唯一の外国観
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第2図 アメリカ津波警報組織図

測所であった。日本としても，遠地の津波によって被害を受けるとし、う ことがきわめ

て稀であったので．この太平洋津波組織を利用することは全く考えていなかった。

チリ津波以後，事情は一変した。前記のごとく，国際津波箸報組織の推進運動が盛

んになったことを背景に，アメリカの津波組織は日本の八戸，土佐清水，香港，フィ

リッピγのマニラ．レガスピ，ニュージーランドのスパ等外国の観測点、を治強し，警

報や情報の伝達時聞を短縮改善 した。その結果，ホノノレノレ→東京聞の通信は片道30分

になった。また，フェアパンクス，シトカより，地震と津波観測資料が直接東京には

レるようになった。

しかるに，この太平洋警報組織で欠けている点は，カムチャツカ津波の場合に必要

なソ連領内の地震と験潮の観測点である。

日本としては，外国の津波で最も被害を受けやすいのは，比較的近距離のカムチヤ

ツカ津波である。しかも日本圏内の資料のみでは震央を決定しにくいところにある。

かような理由で，日本はもちろんアメリカも，ソ連領内の適当な地点の資料を，か

ねがね欲していたのである。

6. 日ソの交渉

ソ連の津波警報組織については詳かでないが，日米の組織の方に 1日の長があるよ
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うである。

1959年11月，ソ速の世界的に著名な地震

学者キノレノスを団長として 4名のソ連関係

者が来日し．日本の津波組織について，つ

ぶさに調査を行なった。この時の要請によ

って，以来気象庁は，津波警報が日本で発

表されたときは，気象庁テレタイプ放送

(JMG）によって英文警報をソ連向けに放送

することになった。それは1963年10月のエ

トロフ地震の津波に対し，効果のあったこ

とが報ぜられた。

チリ津波後の情勢変化に応じて日本はソ

連に対し， 1962年8月，重要な提案を行な

った。それは，①日本がソ連とアメリカの

聞に立って，両国の津波警報および情報の

中継を行なう，②日本とソ連は津波警報と

観測資料を交換する，③情報交換の通信系

統は，日本よりはJMG放送，ソ連よりはハ

パロフスFテレタイプ気象放送で行なう

か，あるいは両者とも国際電々の通信系に

よる，等であったo I• 

この提案に対し，同年10月，ソ連の津波 1v 

響報担当官署である水利気象局より返事が

あり，日本の提案に全面的に同意した。し

かしソ連気象放送がソ連語であること，

第 3図 気象庁験潮所分布図

． 

＠ロボット験潮所

． 
－ 

－． 

また，国際電々による手段も電々本社と，気象庁との間の専用線がないため両者とも

実行不可能であることがわかった。

しかるに1963年9月 1日より，ソ連は突然ハパロフスク放送により，英文の津波警

報を発表し始めた。ここにおいて道が聞かれたのである。同年10月，日本より．ソ連

に再びハパロフスク放送に地震と津波の資料を入れることを提案したのである。

これに対するソ連の回答は同年11月にあり，観測資料のことにはふれず，正確な震

源情報を地震後10～12分以内に放送することを提案してきた。

さらに日本より 1964年2月，重ねて観測資料の放送を申し入れした。その回答が5

月にソ連よりあった。それは，地震および験潮観測が即時報告できるような組織にな

っていなL、から，補助的なものであるが，海岸で津波を観測した場合には，その場所

を緯度，経度で示し，津波の程度を顕著，中，弱の 3段階で階級を示そうというもの
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であった。

ソ連は資料交換について細い規定を作って，これによって1964年 6月 1日より実施

することを提案してきたが，日本は実施の期日を遅らせ，さらに内容を検討すること

になった。一方，同文の手紙の写しは，ソ連よりアメリカに送られたが，アメリカに

おいてもその内容が検討され，回答が作られ 6月10日付でソ連と日本に送付された。

手紙の内容はソ連の提案に概して満足であり，現在の太平洋国際警報組織を運用し，

喜んで太平洋岸の国々や島娯に警報を出そうというものである。

以上のように，国それぞれに事情もあり，また，警報組織の進歩の度合も異なるの

で，なかなか足なみがそろわないのが実情であるが，目的が人道上の問題であるだけ

に，各国とも協調の精神で交渉を行なっていることはたしかである。

7. 国際津波警報組織に対する背景

このように警報組織について，当事国の聞で熱心に諮が進められているのは，国際

的背景も大きな力となっていると思われるので，その動きについて述べる。

まず1960年チリ津波のあと 7月 8日ECOSOC （国連経済社会理事会）第30回の会議

において，チリ津波および近年頻発する地震災害に鑑み「地震および津波の被害を最

小限に止めるt.：：.めの施策Jを行なうことを決議し，これが WMO（世界気象機構）お

よび UNESCO （国連教育科学局）に付託された。

これを受けて WMOは， 1960年 6～ 7月の委貝会で，このための特別委員会（委員

長和逮清夫博士）を作り，気象通信網を国際警報組織に利用することを検討すること

になった。その後数回にわたって委員会が関かれ，そのつど，太平洋周辺の各国と津

波中枢とのリンクの方法，利用できる通信回線が明らかになった。また， WMO第2

地区委員会（アジア）においても，国際警報組織の設立が勧告された（1962年）。

1960年 7～ 8月にへノレシンキで開催された IUGG （国際測地学地球物理学連合）の

総会において地震津波についての研究委員会が設立され（委員長高橋竜太郎博士），ま

た地震についての政府間国際機関がないので， IUGGがその機能を果たすことになっ

た。これによって， 1960年12月， IUGG津波委員会より各国にアンケートが出され，

それぞれの国で，国際津波警報組織に協力することのできる地震観測所と検潮所名，

地震と津波の資料のほしい外国の観測所名，および使用可能あるいは希望の通信回線

名について尋ねられた。これはよい調査であった。

このとき日本から希望したフェアパンクスとシトカより直接報告をもらうこと，ク

リスマス島，タヒチの津波資料，香港の地震資料を受けることは，その後数年で実現

した。一方，そのときわが方より申し出た八戸，土佐清水の検潮資料の速報は現在ハ

ワイに対して行なわれている。

そのほか， UNESCOの下の IOC国際政府間海洋会議（1962, 1964年）でも国際津波組

織についての決議が行なわれ，また， UNESCO地震調査団報告（1961年）等においても
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同様である。

これら多くの国際機関が行なった決議や勧告のいわば集大成のようなものが， 1964

年 3月に， UNESCOで行なわれた地震学および地震工学政府閉会議の議題の中の津波

において議決採択されたものである。その内容の要点は次の 2点にしぼることができ

る。

( 1 ) 現在太平洋地域で行なわれている日米ソおよびその他局地的組織およびそれ

らを結ぶ通信系は，太平洋における完全な国際津波組織の中核とみなすことを勧告す

る。

( 2) 他の海洋地区においても，津波警報の必要性の調査を促進することを勧告す

る。

目下話題となっている日本が米ソ資料交換の中継的役目を早く確立することは，警

報組織に関する国際情報にマッチするものであることがわかる。また国際津波警報確

立が，前途のはるかに速い大仕事であることをつくづく思う。

補選

( 1 ) 日米ソ 3国の津波警報はおのおの自主的に出されている。他所の警報は参考

に止まる。

(2) 日本で出された警報は米ソに連絡されるほか，沖縄，香港にも必要に応じて

だされる。

( 3) 日本の地震と津波資料は現在ノ、ワイのみに送られている。

(4) 日本国内には48ヵ所の検潮所があって津波の高さが速報される。津波の高さ

が 1m以下になると響報を解除する（第 3図）。

（気象庁地震課長）
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