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2. 調査概要
今回は，オンライングループインタビューという

手法で調査を行った。調査会社のモニターの中
から，スクリーニング調査によって，震災発生か
ら1週間程度の期間にソーシャルメディアを利用
した人たちを選び，ネット上に設置した掲示板で，
10日間にわたって座談会を行い，意見を聞いた。
調査対象，実施時期については表1の通り
である。今回の調査では，身内を亡くしたり，
家屋を失ったり，重篤な被害を受けて日常生活
が困難な状況にある被災者ではなく，震源地
から離れた地域（関東，甲信越など）に在住で，
震災を語ることに抵抗感やダメージがないモニ
ターをリクルートした。
甚大な被害を受けた岩手，宮城，福島，青
森，茨城では，地震発生後しばらくの間，調
査が実施できない状況であったが，5月に入っ
て可能になったため，同様の調査を5月下旬に
行った。来月号でその結果を報告する。
今回のオンライングループインタビュー調査で
は，事前に行ったスクリーニング調査の結果を
踏まえた上で，ツイッターの利用開始時期，年
代，子供の有無などの条件の違いによって，
ソーシャルメディアの利用の仕方も異なるので
はないかという仮説を立て，4つのグループを

1. はじめに
3月11日に発生した東日本大震災では，震
災情報の取得において，テレビやラジオ，新
聞といった既存メディアだけでなく，インター
ネットが幅広く利用された。中でもTwitter 1）

やmixi 2），Facebook 3）（以下，ツイッター，ミク
シィ，フェイスブックと記す）などのソーシャル
メディアは，ユーザー同士の安否確認，被災
地からの情報発信や情報交換を可能にし，災
害時に活用できるメディアとしての有用性，存
在感を示した。
「放送研究と調査」2011年7月号の「東日本
大震災に見る大災害時のソーシャルメディアの
役割～ツイッターを中心に～」4）では，ツイッター
を中心としたソーシャルメディアが，情報伝達
のツールとして一定の役割を果たしたことを伝え
た。本稿では，ツイッター，ミクシィ，フェイス
ブックの3つのツールに焦点を絞り，ネットユー
ザーがこれらの新しいメディアをどのように利用
して震災情報を得たのか，具体的な利用実態
や利用意識を探るために実施した調査の結果
を報告する（以下，ソーシャルメディアと記す場
合は，主にツイッター，ミクシィ，フェイスブッ
クを指すこととする）。

東日本大震災・ネットユーザーは
ソーシャルメディアをどのように利用したのか

メディア研究部（番組研究） 執行文子　
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3. 震災後のソーシャルメディアの利用
震災直後から1週間程度の期間にソーシャル
メディアを利用した人たちはどのくらいいたの
だろうか。スクリーニング調査で，ソーシャルメ
ディアの利用目的や取得した震災情報の内容な
ど全般的な傾向を把握した。

ネットサービスにおけるポジション

スクリーニング調査の回答者8,997人の中で，
地震発生から1週間程度の期間にインターネッ
トを利用した人は8,104人いた。その人たちが
どのようなサイトやサービスを利用したのかた
ずねた結果が図1である。ツイッターやミクシィ
は，ヤフーやグーグルなどのポータルサイトには
及ばないが，新聞社やテレビ局のサイトと同じ
ぐらい利用されていた。
ツイッターを利用した人は1,643人（20％），
ミクシィは1,336人（17％），フェイスブックは
335人（4％）であった。年層別に見ると，若年
層ほど利用する人が多い（表2）。

設定した。
Aのツイッターヘビーユーザーグループは，
震災前からツイッターを利用し，震災後も閲覧
だけでなく積極的に発信も行っている人たちで
ある。Bのツイッターライトユーザーグループ
は，震災後にツイッターを利用し始め，閲覧の
み行っている 5）。AとBを比較することで，ツ
イッターの利用開始時期やコミュニケーション
の有無によって，利用の仕方が異なってくるの
かを確認することにした。Cグループは小学生
以下の子供を持つ母親で，原発事故問題に高
い関心を寄せている人たちである。福島第一
原子力発電所の事故による放射性物質の放出
は，水や土壌汚染など深刻な影響を及ぼして
いる。放射能の害から子供を守りたいと願う
母親たちが，ソーシャルメディアを使って必要
な情報をどのように収集したのかを探った。D
はデジタルネイティブグループである。日常的
に複数のソーシャルメディアを駆使して多角的
な情報収集を行っている若年層の実態を把握
する目的で設定した。

表１　オンライングループインタビュー調査の概要

男 女
10 代 37 57
20 代 684 731
30 代 1,787 1,770
40 代 2,310 1,621

＜スクリーニング調査＞

関東圏（東京，千葉，埼玉，神奈川，栃木，群馬），甲信越（新潟，山梨，
長野），静岡，北海道，秋田，山形在住，18 ～ 49 歳男女（調査会社の登
録パネルから抽出），計 8,997 人対象

＜オンライングループインタビュー調査のグループ設定＞

＜調査実施期間＞
	2011 年 4 月 19 日（火）～ 4月 28 日（木）

グループ 人数 ツイッター
利用開始 震災後のツイッター利用状況 震災後のフェイスブック

ミクシィの利用 子供の有無 年齢

A	ツイッターヘビーユーザー 8 震災前 つぶやき，リツイートなど積極的 26 歳以上

B	ツイッターライトユーザー 8 震災後 閲覧のみ

C	原発が心配な母親 8 ツイッター，フェイスブック，
ミクシィのいずれかを利用

末子が
12 歳未満

D	デジタルネイティブ 8 震災前 利用あり 利用あり 18 ～ 25 歳
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震災後の利用頻度と閲覧・書き込み

ツイッターもミクシィの利用者も，「1日に何回
も利用」と「1日1回くらい利用」を合わせると，
毎日利用しているという人が約7割いた（図2）。
閲覧や書き込みについては，ツイッターは
61％，ミクシィは76％，フェイスブックは73％の
利用者が，閲覧も書き込みも行っていた（図3）。
ツイッターは「閲覧のみ」の人が39％と，3つの
ツールの中では最もその割合が多い。

震災後のソーシャルメディアの利用目的

ツイッターの主な利用目的は，「最新の情報
を得る」（58％），「テレビや新聞などでは取り上
げられない情報を得る」（44％），「有名人の発
信する情報を得る」（31％），「専門家の発信す

図 3　震災後のソーシャルメディアの閲覧・
書き込み状況

図１　震災後に利用したサイトやサービス（複数回答） 図 2　震災後のソーシャルメディアの利用頻度

表 2　年層別に見た震災後のソーシャルメディア利用
（複数回答）

図 4　震災後のソーシャルメディアの利用目的（複数回答）

ツイッター ミクシィ フェイスブック

10 代 （n=84） 50	 37	 7	

20 代 （n=1,256） 28	 32	 7	

30 代 （n=3,234） 19	 18	 4	

40 代 （n=3,530） 18	 9	 3	

（100％＝インターネットの利用者）（%）

（100％＝インターネットの利用者，8,104 人）（%） （100％＝該当ツール利用者）（%）
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る情報を得る」（23％）など情報取得である。
ミクシィは「友人，知人，家族などの近況を
知る」（55％），「仲間の安否を確認する」（32％），
「自分の安否を知らせる」（22％）など，親しい
人との安否確認や互いの近況把握を目的に利
用されている傾向が見えた（図4）。

ソーシャルメディアから得た震災情報

ユーザーがソーシャルメディアによって得た
情報の中身を具体的にたずねたところ，図5の
ような結果が得られた。ツイッターで得た情報
は，「地震の規模や余震の状況」（36％），「福
島第一原発の事故」（33％），「地震や津波によ
る被害状況」（30％），「鉄道や道路などの状況」
（26％），「計画停電の情報」（25％），「ライフラ
イン情報」（25％）などである。広範囲な情報
収集ツールとして活用されたことが分かる。

4. ユーザーの利用実態と利用意識
オンライングループインタビュー調査では，地震
発生から1週間程度の期間で，テレビやソーシャ
ルメディアをどのように利用したのか，メディアに
ついての考え方や捉え方に変化はあったのかなど
について，できるだけ具体的に詳しく回答しても
らった。ここからは，ユーザーの発言をもとにソー
シャルメディアの利用実態と利用意識を見ていく。

（1）ソーシャルメディアをテレビと併用
3月11日の地震発生直後，在宅していた人の
場合，まず最初にふれたメディアはテレビという
人がほとんどであった。テレビを見ながら並行し
てパソコンでソーシャルメディアを利用していた。
オフィスで仕事中，または外出中だった人など，
テレビを見られる環境ではなかった人たちは，
デスクのパソコンで，あるいはケータイやスマート
フォンなどでソーシャルメディアを利用していた。
ユーザーの多くが，地震発生から1週間程度

の間は，テレビを常につけていた，普段よりもテ
レビの視聴時間が長くなった，ソーシャルメディ
アの利用頻度が高くなったと語っていた。テレビ
では被害状況や余震情報，原発事故の経過な
ど，ニュースの大きな流れや動きを押さえ，ソー
シャルメディアでは，より詳細な情報やテレビで
は伝えられない情報を収集する。逆に，ソーシャ
ルメディアで得た情報をテレビのニュース映像で
再確認する。といった形で，テレビとソーシャル
メディアを相互に補完させながら併用していた。

（2）求めたのは“パーソナル”“ローカル”“専門的”情報
ユーザーがソーシャルメディアを通じて取得した

り，自ら発信したりした情報は，主に以下の3つ
であった。4つのグループ間で特に大きな違いは

図 5　震災後にソーシャルメディアから得た情報（複数回答）
（100％＝該当ツール利用者）（％）
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なかった。
①パーソナルな情報
家族や友人の安否確認など。
②ローカルな情報
鉄道や道路などの交通情報。輪番停電（計
画停電）に関する情報。被災地の状況など。
③専門的な情報
福島第一原子力発電所の事故に関する情報
など。

①パーソナルな情報

地震発生後，電話やメールはつながりにくい
状況に陥ったが，ソーシャルメディアは比較的
安定してつながりやすく，安否確認ツールとして
の有用性を発揮したことがうかがわれた。

②ローカルな情報

A）交通情報

3月11日，東京都心でも震度5強の揺れを観
測し，首都圏のJR・私鉄など主要な路線は全
てストップし，帰宅困難者が大量に発生した。
電車の再開，遅延状況，駅の混雑状況などの
情報をユーザーはソーシャルメディアを通じて活
発にやりとりしていたようだ。

B）輪番停電（計画停電）

地震の被害による電力不足に対応するため，
3月14日から輪番停電が実施された。実施する
かどうかの方針，対象地域などについて，東京
電力の発表が二転三転し，大きな混乱を招い
たことがユーザーの発言から読み取れた。

C）被災地の状況

今回の地震は甚大な被害があまりにも広範
囲に及び，テレビや新聞などマスメディアの報
道もその全てを網羅できたとはいえなかった。
ユーザーは，ソーシャルメディアによって，マス
メディアが十分には伝えきれない被災地の現状
や救援を求める被災者の声に直接ふれていた。

・	揺れがおさまった後，まずミクシィで自分の無
事をマイミク 6）に報告。無事なら書き込みが
あるはずなので，日記の更新をチェックした。

　　　　　　　　　　（D・女 20 代）
・	ツイッターは夫がやっていたので，震災直後
に私も登録した。電話やメールが通じない時
に，互いの安否確認ができるようフォロー 7）

し合っている。　　　　							（B・女 30 代）

・電車が再開しても乗るまでに1時間，通常 10
分で移動できる所が 1時間半，駅に着いてか
ら改札を出るまでに2時間かかるという有様。
同じく帰宅難民になったフォロワー 8）のつぶ

・「岩手の○○の避難所にいます。道路が寸断
されていて物資がなく，30人が飢え死にの
一歩手前です。」など，ツイッターでは，その
場の生の声がリアルタイムで届く。今までは声
を聞いてもあくまで仮想空間なやりとりだった

やきでリアルタイムに情報を得た。
　　　　　　　　　　　　　　（D・男20 代）
・会社から自宅まで徒歩で帰宅する途中，「今，
曙橋」「新目白通りに入った」などと現在位置
を家族に知らせるためツイートした。都電荒
川線が運行しているのを目撃したので，フォ
ロワーの役に立てばと思い，「都電荒川線動
いてる」とつぶやいた。　　　（C・女 30 代）

・計画停電は，自分の住んでいる所が 2 エリア
にダブル指定されていた。実施時間を東電の
HPで調べようとしてもサーバーがダウンして
いて分からず。先にアクセスできた人がツイッ
ター上で公開してくれたものを見てやっと確認
できた。　　　　　　　　	　（D・男20 代）

・東京電力（＠OfficialTEPCO）	のアカウント 9）

を新たにフォローした。計画停電の情報と原
発の状況を知るため。大きな余震があった際
に原発の異常がないかどうか確認するのに役
立った。　　　　　　										（B・女40 代）



7AUGUST 2011

か。最も利用者が多かったツイッターについて
は，下記の4つの要素が見えてきた。
①リアルタイム＆ピンポイントに情報検索
②大量かつ多様な情報にふれる
③信頼できる確かな情報を得る
④共感，癒し，感情のやりとり
要素によっては，グループ間で差異が見られた。

①リアルタイム＆ピンポイントに情報検索

関心がある事柄に言及したツイートを効率的
に閲覧したいという目的で，グーグルのリアルタ
イム検索を活用した人が複数いた。

知りたいことをピンポイントで把握するため
に，ハッシュタグ 12）を活用して自分に必要なツ
イートを検索していた人も多かった。

②大量かつ多様な情報にふれる

ツイッターは，フォローする人数を増やす，あ
るいは多くのフォロワーを抱える人（有名人など）
をフォローすることで，入手可能な情報量が大
幅に増加する。ユーザーは，その機能をうまく
活用して，大量かつ多様な情報を集めていた。
特にA（ツイッターヘビーユーザー）とD（デジ
タルネイティブ）の2つのグループにはその傾向
が見られた。

③専門的な情報

原発事故の経過や放射性物質の人体への影
響について，専門的な情報を得るためにソー
シャルメディアが利用された。より信頼できる
情報を求めて，原子力や医療の専門家のアカウ
ントをフォローしたユーザーも多かった。

（3）ソーシャルメディアの効用
ソーシャルメディア利用の背景には，情報に
対するユーザーのどのようなニーズがあり，利
用の結果，それはどの程度満たされたのだろう

が，生の人間の声がより身近ではっきりと実感
として受け止められた。
　　　　　　　　　　　　　　（A・男30 代）
・テレビのニュースは原発問題が主で，近隣の南
相馬市については津波で被害が出ているとい
う情報がわずかに伝わってくるだけだった。ミ
クシィの南相馬市や原発関連のコミュニティ10）

では，より詳細な地域情報をその地域住民が
直接伝えてくれた。さらに，ツイッターでリアルタ
イムにピンポイントで地区ごとの避難所の様子，
インフラ被害，物流状況を知った。　　　　
　　　　　　						　						　　（B・男 30 代）

・原発の状況が刻一刻と変わり，しかも何が正
しいかもよく分からない。東大大学院の早野
龍五教授（@hayano）をフォローした。早野
さんのツイートは，生データへの言及が多く，
解釈的な内容も信頼できた。専門家として変
に上から目線だったりせず，淡 と々事実や事
実と思われることが書かれていた。社会的内
容（海外のメディアなど）への言及もあるが，
ニュートラルでその選択視点にも共感できた。
　　　　　　　　　							　	　（C・女40 代）
・最も重視したアカウントは東大病院放射線治療
チーム（@team_nakagawa）。放射能漏れの
情報が出回って混乱していた中，放射能を扱
う専門の方たちの信頼できる情報を得られた。
　　　　　　　　　　　　　　（A・女40 代）

・「放射能」と入力し，いろいろな人のツイート
を流しっぱなしにしていた。雑多な情報が流
れる中にも，何となく有益で多くの人のアンテ
ナにひっかかったものが浮かび出てくる。よく
リツイート 11）されている発言を見つけ，アカウ
ントに行き，情報の質とレベルが自分の感性
に合えばフォローした。　　			（C・女40 代）

・ラジオのパーソナリティの小島慶子さん（@
account_kkojima）をフォローした。多くの
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③信頼できる確かな情報を得る

震災後，デマや流言も含めて様々な情報が
錯綜する中で，より信頼できる確かな情報を
求めてユーザーが頼りにしたのが，国や自治
体，マスコミ，専門家などの公式アカウントで
ある。

震災情報を得たアカントとしてユーザーから
挙がったものを表3にまとめた。「首相官邸（災
害情報）」は災害関連の政府活動について，「自
衛隊」は災害派遣活動について，リアルタイム
に情報発信していた。NHKでは，報道局の科
学文化部が震災や原発事故に関するニュースや
記者会見の情報などを，生活情報部はライフラ
イン関連の情報などを提供していた。

④共感，癒し，感情のやりとり

どのグループにおいても最も大きな効用と見
なされていたのが「共感，癒し，感情のやりと
り」という要素であった。男性よりも女性にお
いてより強くその傾向が見られた。頻発する余
震への恐怖や不安を抱えるユーザーにとって，
ツイッター内での人々のつぶやきが，単なる震
災情報を得るだけではなく，連帯感やつながり
感を共有させ，精神的な支えにもなっていたよ
うである。

ツイッターでは，震災直後から，被災した人々
に向けて，「#prayforjapan」（日本のために祈る
という意味）のハッシュタグが付けられた数多く
の応援メッセージが海外から届いていた。それ
らのツイートを読むことで，世界とのつながりを
実感したユーザーも多かったようだ。

人からフォローされているので，リツイート等
で様々な情報（特に的確な支援情報）が飛
び込んでくる事が多く，これがツイッターの
真骨頂だと思った。被災地のリアルな声や支
援を求める声，また停電時の工夫の仕方な
ど，バラエティに富んだ情報が飛び込んでき
た。　　　　　　　　　　		（A・男 30 代）
・糸井重里さん（@itoi_shigesato）をよく閲覧
した。報道機関のように速報性はないが，震
災に役立つサイトを紹介していたのでよく参
考にしていた。　　　　　	　（D・女 20 代）

・震災関連の情報を能動的に検索するのに疲
れ，時間もないので，ツイッターでマスコミの
公式アカウントをフォローした。詳細なニュー
スへの URL が得られるので，タイトルに
よってその内容を見て，さらにネット検索し
て調べた。　　　　　									（A・男 40 代）
・地震発生後，NHKニュースと日経新聞のア
カウントを新たにフォロー。テレビとは違い，
見たい記事を自分の見たいタイミングで閲覧
できた。　　　　　　　　	　（C・女 30 代）

・余震が続いてとても不安だったが，いろいろ
な方々の「1人じゃない」「頑張ろう」という
書き込みに励まされた。被災した方を思うた
くさんの方々のエネルギーをひしひし感じた。
　　　　　　　　　			　　　（A・女40 代）

ジャンル 発信者 アカウント

国家・
省庁

首相官邸（災害情報）　　 @Kantei_Saigai
総務省消防庁　 @FDMA_JAPAN
厚生労働省 @MHLWitter
防衛省（災害情報） @bouei_saigai
陸上自衛隊 @JGSDF_pr
海上自衛隊	 @JMSDF_PAO

地方
自治体

東京都副知事　猪瀬直樹	 @inosenaoki
宮城県気仙沼市危機管理課	 @bosai_kesennuma
岩手県広聴広報課	 @pref_iwate
青森県八戸市	 @HachinoheCity

マス
メディア

NHKニュース	 @nhk_news
NHK報道局生活情報部　 @nhk_seikatsu
NHK報道局科学文化部　 @nhk_kabun
NHK 広報局 @NHK_PR	
朝日新聞官邸クラブ　 @asahi_kantei
毎日新聞・東日本大震災希望新聞取材班 @mainichi_kibou
日本経済新聞電子版 @nikkeionline

専門家
東大理学系研究科物理専攻長
早野龍五教授 @hayano

東大病院放射線治療チーム @team_nakagawa

表 3　震災情報入手に活用された主なアカウント
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（4）各グループのソーシャルメディア利用の特徴
ここで，あらためて，調査で明らかになった
4つのグループの特徴をまとめておく。

①ツイッターのヘビーユーザーとライトユーザー

震災前からツイッターを利用しているAグ
ループ（ヘビーユーザー）は，地震発生直後か
ら，ツイッターを積極的に活用していて，早い
段階から，首相官邸，新聞社，原発関連など
のアカウントを次 と々フォローし，多角的に情報
収集をしていた。テレビのニュースで見た情報
を自らツイートするなど，発信も活発に行ってい
た。震災後はツイッターの利用時間が増えたと
いう人が多かった。

一方，震災後にツイッターを利用し始めたB
グループ（ライトユーザー）は，基本的には，テ
レビやポータルサイトなど，ソーシャルメディア
以外で得られる情報で十分事足りている人が多
く，Aグループほどツイッターをフル活用してい
なかった。計画停電の詳細情報を入手するため
に自分の住んでいる地域の自治体のアカウント

をフォローする，夫婦間での連絡ツールとしてお
互いをフォローするなど，Aグループに比べると
使い方は限定的であった。

Bグループは，地震発生から日が経つにつれ
て，ツイッターの利用時間が徐々に減少したり，
利用しなくなったりしていた。理由として，余
震が落ち着いてきた，計画停電が実施されな
くなったなど，情報入手の必要がなくなったこ
とが挙がっていた。とはいえ，Aグループと同
様に「ツイッターが役立った」という満足度は高
かった人たちであるので，恐らく，非常事態時
には，必要に応じて再び利用するのではないか
と思われる。

②原発問題に関心が高い母親たち

Cグループは，原発事故による大気や水の汚
染，食物の汚染などに大きな不安を感じ，子
供を放射性物質の危険から守るための情報を，
ソーシャルメディアだけでなく，様々なネットコ
ンテンツを駆使して収集していた。テレビでは
通しで全てを見ることができない東京電力や原
子力保安院の会見を，ニコニコ動画やユースト
リームで探して熱心に視聴するなど，動画サイ
ト利用も盛んであった。

・災害で怖かった＆大変だった疲れた自分の心
を癒すため，元気を出すために，著名人によ
る日本への励ましメッセージやハッシュタグを
見ていた。#prayforjapan が，猛烈な勢いで
ツイートされていて，世界中からの日本を想う
つぶやきを眺めた。私も英語で感謝のツイー
トを発信した。　							　　　（C・女 30 代）

・ツイッターは，「～なう」に拒否反応があって
やっていなかったが，震災後に必要に迫られ
て始めた。正確で早い計画停電情報を求めた
ため，松戸市公式アカウントをフォローした。
閲覧のみ。自分ではつぶやかないというか，
つぶやき方が分からない。　　（B・女40 代）

・枝野官房長官や東京電力の会見が始まるたび
テレビを注視していた。「安全だ」「ただちに
影響はない」と発言している最中も原発から
白煙が出たり爆発が起きたりと，不安はつの
るばかりだった。政府は国民がパニックにな

・公式リツイートで流れてきた被災地の SOSを
リツイートしたり，自分が見知った首都圏情
報をツイートしたりしていた。自分に何ができ
るのか分からないし，大きな影響力もないの
で，少しでもSOSや有益情報を広めたかった。
　　　　						　　　　　　　（A・女40 代）
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③多様なメディアをフル活用したデジタルネイティブ

Dグループは，地震発生直後からリアルタイ
ムな情報や不特定多数の人からの情報収集に
はツイッターを使い，ミクシィでは国内の友人・
知人の安否確認や情報交換，フェイスブックで
は外国の友人・知人への発信や海外メディア動
向の確認を行うなど，それぞれのツールの特徴
を活かして使い分け，入ってくる大量の情報を
常に最適化していた。
他のグループに比べて，Dグループはフェイ
スブックを活用したユーザーが多かった。彼ら
は，国内の報道だけでなく，フェイスブックを
通じて，海外での日本の報道のされ方にも敏感
に反応し，誤報だと思えば，自ら情報発信を
行って正していこうとするなど，積極的に関与し
ていた点が特徴的であった。

5. テレビとソーシャルメディア
それでは，震災をきっかけに，ユーザーのテ
レビとソーシャルメディアそれぞれに対する捉え
方や重要度は変化したのだろうか。グループご
との結果を表4にまとめた。

テレビの存在価値を再認識　

地震発生直後から，テレビは機動力と取材
力を発揮して，地震や津波の甚大な被害や深
刻化する原発事故問題を報道し続けた。速報
性，情報伝達の範囲の広さ，被害状況を映像
で伝えて視覚に訴える点で，テレビは有事の際
の役割を果たし，その存在価値をあらためて示
したといえる。どのグループでもその受け止め
方は共通していた。

らないように被害状況を抑え目に発表している
のではと疑心暗鬼になった。少しでも多くの情
報を知りたくて，携帯のツイッターで，1時間
おきにタイムライン 13）をチェックし，NHKニュー
スや日経新聞の原発関連の情報を見ていた。
　　　　　　　　　									　（C・女 30 代）

・いくつか頻繁にチェックしておきたいサイトを
タブで開いておき，簡単に見られる状態にし
ていた。公共機関が発表する大気中・水道水
中の放射能量の生データ，海外の気象機関
が流す放射能拡散予測，天気予報（雨が降る
か，風向き），新聞社のサイト，海外報道機関（ロ
イター，BBC）など。その合間にも，より信
頼できそうなサイトや情報を探し続けた。　
　　　　　　　　　　　　　　（C・女40 代）
・掲示板の原発のトピやミクシィでのコミュニ
ティを検索してトピックを隅々まで見ていた。
ヤフーで「原発関連のニュース」を遡ってみた
り，近くでガイガーカウンターで放射線量を計
測している人のページをよく見ていた。雨が
降った時が怖いので放射能の洗い方などを
検索していた。　　　　		　　（C・女 30 代）

・海外の友人と海外メディアの震災に関する
ニュースをフェイスブック上でシェアしていた。
メディアの一部が，首都圏を含む東日本全体
が大混乱に陥っているという衝撃的なニュース
（噂に近い）を流していることを知った。誤解
を招く報道に関しては，フェイスブックを通じ
て本当の日本の状況について説明した。

（D・女 20 代）

・便利なネットにテレビは淘汰されるのではないか
と思っていたが，やはり情報の正確さや皆で見
られること，万人に分かりやすく解説してくれる
点で欠かせない存在だと思った。（C・女30代）
・震災前，テレビはCMが邪魔，ニュースを見
るならネットで十分と思っていた。自分にとっ
て必要なメディアではなかった。しかし，震
災を通じて，遠く離れた被災地の状況を報道
したり，地震速報を警報と共に発信してくれ
るテレビは，大災害の時に役立つ心強い存在
だと感じた。　　　　　		　　（D・女 20 代）
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Dグループは，テレビを持っていない，あ
るいは普段からあまりテレビを見ない人たちで
あったが，彼らはニコニコ動画やユーストリーム
でのNHKや一部民放の震災報道番組の同時
配信を視聴していた。災害時のテレビ局の迅速
な対応を高く評価していた。

テレビへの不満

しかし，AとDグループでは，テレビの重要
度はソーシャルメディアよりも低かった。その理
由として，「過度な演出に対する嫌悪感」が挙
がっていた。

また，未曽有の大規模災害にもかかわらず，
どのテレビ局も横並びで同じような画一的な内
容を放送していたという批判の声が，全てのグ
ループから挙がっていた。

今回のような非常事態の場合は，テレビ局同
士が協力し，地域や情報の種類（安否，被害
状況など）によって分担して取材・報道を行うべ
きではないかという提案も出ていた。

ソーシャルメディアの脆弱性

災害時に役立つツールとして注目されたソー
シャルメディアではあるが，デマや流言など不
確かな情報が瞬時に拡散し，混乱を生んでしま
うなど，発展途上の未熟なメディアとしての脆
弱性も明らかになった。BやCグループでは，
ツイッターが内包する問題点とユーザー自身の
リテラシー向上についての言及が多く見られ，
ソーシャルメディアはテレビよりも重要度が低い
という結果となった。

・ある番組で，被災地で行方不明の母を捜す
家族に密着したレポートを見た。捜索中に車
の中で亡くなられている母親を発見する映像
があまりにも悲惨で辛かった。被災者の過酷
な現状を全国に伝えるにはインパクトがあっ
たかもしれないが，震災から日も浅いうちに
過度に視聴者の不安や悲しみをあおる報道
は控えてほしかった。　　　　（D・女 20 代）

で行われている状況には疑問も感じた。テレ
ビ局は視聴者が持てない生の情報に触れる
ことができるのだから，「伝える技術」や「解
釈力」を向上させてほしい。　（C・女40 代）

・同じような論調の報道が同時にいくつもの局

・震災後，余震の数も多く生活も不安定な中で
「秋田市内の公営住宅にて子どもが何者かに
刺され，犯人が逃走中。拡散希望。」という
つぶやきがまわってきた。「本当かな？」と思
い，近くの警察署に電話するとそんな事件は

表 4　テレビとソーシャルメディア観の変化

Aツイッターヘビーユーザー Bツイッターライトユーザー C原発が心配な母親 Dデジタルネイティブ

テレビの重要度・
捉え方の変化

速報性，視覚に訴える点でテ
レビの力を実感。しかし，過
度な演出に対する嫌悪感など
から重要度は低くなった。

速報性や情報伝達範囲の広
さからテレビの重要度は高く
なった。

テレビは欠かせない存在と
して再認識。重要度は高く
なった。

内容に信憑性のあるメディア
として評価。テレビの価値を
認識するものの震災前と比
べて大きな変化はなし。

△ ○ ○ △

ソーシャルメディアの
重要度・捉え方の変化

ツイッターの有効性を実感。	
重要度は大幅に高くなった。

交流だけではなく，災害時
のメディアとしての新しい役
割を実感。

情報量の多さで役立つツー
ルとして実感。重要度は高く
なった。

非常に役立ったという認識で	
重要度は大幅に高くなった。

◎ ○ ○ ◎

重要度 テレビ＜ソーシャルメディア テレビ＞ソーシャルメディア テレビ＞ソーシャルメディア テレビ＜ソーシャルメディア
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ツイッターによって，不特定多数の人々の声
の可視化は実現されたが，災害時により多くの
人々が活用できるツールとして，さらに発展を
遂げていくためには，ユーザーが情報の真偽
を見きわめる手助けをしたり，必要な人に必要
な情報が確実に届くような新たなシステムの構
築が必要となってくるのではないだろうか。合
わせて，利用者と非利用者との間で情報格差
を生じさせず，非利用者もツイッターの恩恵を
間接的に享受できるような施策も今後の課題で
はないかと思われる。ユーザーからも期待が
寄せられていた。

テレビに求められる役割

錯綜する情報の中で，何を信じていいのか
分からないという不安を抱き，より確かな情
報を得る手段の1つとして，ユーザーがテレビ
局のアカウントをフォローしたことは既に述べ
た。

ユーザーの発言から，ツイッターでの情報発
信は，これまでNHKに馴染みの薄かった若
年層の獲得にも貢献したことがうかがわれた。
災害時にテレビに求められる役割とは，正確
で信頼性の高い情報を，放送だけにとどまら
ず，ソーシャルメディアも含めた多様な伝送路
で，迅速に的確に多くの人々に提供していくこ
とであると考える。

6. おわりに
Cグループのユーザーの発言で，非常に興味
深かったものがある。

	

テレビとソーシャルメディア，それぞれの特
性をうまく活かしながら，情報リテラシーを発
揮して，自分自身で情報を取捨選択して判断し
ていきたいという強い意思を感じられるこうし
た発言が，他のユーザーでも散見された。ソー

存在せずデマだと分かった。「デマだからリ
ツイートしないように」とつぶやいた。すぐに
拡散せず自分なりに情報収集して判断する必
要性があると思った。　　　　（C・女 30 代）
・ソーシャルメディアは瞬発力がある分，先走っ
て結果デマになってしまったり，情報が遅す
ぎて既に解決されている問題がそのまま拡散
されてしまったりするので，真偽を見極める目
を育てていかなくてはならない。（B・女20代）

・NHKの科学文化部の山崎記者のテレビでの
解説がとても分かりやすかったのでアカウン
ト	（@nhk_kabun）をフォローした。原発事
故に関する情報を多く発信していて，会見予
定や取材過程で記者の方々が感じられたこと
を知ることができ，放送内容を捕捉・補強し
てくれる情報として参考になった。

（D・女 20 代）

・お仕着せのコメンテーターやテレビ局が選ん
だ知見者らしき解説者の言葉を通してニュー
スを理解するよりも，自分が納得できる人の
意見や考えに直接触れたい。ソーシャルメディ
アでの情報は扇情的だったり，真偽があやし
いものも多く玉石混交だが，丹念に探せば，
正確な情報や建設的で実行性の高いアイデア
もたくさんある。何よりも受け取る情報を自分
で選ぶことができる。							　		（C・女40 代）

・ツイッターは，お年寄りや子どもでも簡単に使
える仕組みにして，使ってない人はいないぐ
らい普及してほしい。災害時にはポータルサ
イトのようなものに「被害状況」「安否確認」
「津波情報」「地震情報」などとカテゴリーを
分けてそこにアクセスすると各省庁やテレビ局
からの情報がタイムラインのように見られると
便利。　　　								　　　		　（C・女 30 代）
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シャルメディアを使いこなせば使いこなすほど，
ユーザーのメディアや情報に対する意識が変化
し，「受動的な情報収集」から「能動的な情報
収集」へとパラダイムシフトが起こっていた。
その意味では，複数のソーシャルメディア
を自由自在に使い分け，「能動的な情報収集」
が既に当たり前に身についているDのデジタ
ルネイティブグループの人たちの動向が注目さ
れる。テレビとソーシャルメディアを比較して，
どちらが自分にとって重要度が高いかたずね
たところ，Dグループでは「テレビよりもソーシャ
ルメディアの方が重要」とする回答が目立った。

将来，社会の中核層となっていく彼らの情報
行動が今後どのように変化していくのか，未来
のテレビのあり方を考える上でもその動向を注
視していきたい。
東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手，
宮城，福島，青森，茨城については，5月下旬
に今回と同様の調査を実施した。地震でライフ
ラインが断絶し，停電や断水など日常生活に深
刻な影響が及び，度重なる余震に対する恐怖・
不安も大きかった地域において，テレビやラジ
オなどの既存メディアやソーシャルメディアはど
のように利用されたのか，災害時に被災者がメ
ディアに求める情報とは何かなどについて，次
号で結果を報告したい。

（しぎょう あやこ）

	注：
1）2006 年にアメリカで Twitter 社が始めたミニブ
ログ・サービス。140 字以内の短文（ツイート）を
投稿し共有する。

2）株式会社ミクシィが運営する会員数が 2,000 万人
を超える国内最大の SNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）。2004 年にサービス開始。

3）Facebook,	Inc. が運営する利用者が５億人を超え
る世界最大の SNS。2004 年アメリカで学生向け
のサービスとして始まり，2008 年に日本語版が公
開された。実名登録制で個人情報の登録も必要。

4）吉次由美「東日本大震災に見る大災害時のソー
シャルメディアの役割～ツイッターを中心に～」
『放送研究と調査』（2011 年７月号）

5）スクリーニング調査でソーシャルメディアの利用開
始時期をたずねた。東日本大震災の発生後に利
用し始めた人は，ツイッターは13％，ミクシィは４％，
フェイスブックは９％であった。ツイッターは新規
利用者の割合が他のツールに比べて多かった。

6）マイミクシィのこと。ユーザー同士が友人として
登録し合うことやその登録者を意味する。

7）他のユーザーのツイートが自分のホーム画面（ホー
ムページ）に表示されるように登録すること。

8）自分をフォローしている他のユーザー。
9）ツイッターのサービス上での１つのユーザー名のこと。

10）関心のある話題について語り合うための掲示板。
11）他のユーザーのツイートを，自分のフォロワーのタ

イムライン（注 13 参照）にも表示させること。
12）#記号と半角英数字で構成される文字列。発言

の中に「#○○」と入れて投稿すると，その記号
が付いた発言を検索画面で一覧できる。

13）投稿が時系列に並んで表示される画面。一番上
に表示されるのが最新の投稿で，古い投稿は下
に流れていく。

参考文献：
・新しい情報インフラを考える会『震災に負けな
い！Twitter・ソーシャルメディア［超］活用術』
（エクスナレッジ，2011 年）
・荻上チキ『検証	東日本大震災の流言・デマ』（光
文社，2011 年）

・小城英子『阪神大震災とマスコミ報道の功罪	記
者たちの見た大震災』（明石書店，1997 年）

・	佐々木俊尚『キュレーションの時代―「つながり」
の情報革命が始まる』（筑摩書房，2011 年）

・立入勝義『検証	東日本大震災	そのときソーシャ
ルメディアは何を伝えたか？』	（ディスカヴァー・
トゥエンティワン，2011 年）

・	IT 批評編集部『IT批評	Vol.2	特集	ソーシャルメ
ディアの銀河系』（眞人堂，2011 年）

・NHK放送文化研究所『放送学研究 46　特集・阪
神大震災と放送』（丸善プラネット，1996 年）

・震災後，ソーシャルメディアに触れる時間が
増えた。友人の情報と社会的なニュースが同
時に入ってきてテレビよりも利便性が高い。

（D・女 20 代）


