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2. 被災地調査の概要
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，対象地域在住でテレビやイン
ターネットなどで震災情報を得た人たちを選び，
ネット上に設置した掲示板で，12日間にわたっ
て座談会を行い，意見を聞いた（準被災地調査
と調査手法は同じである）。
調査対象，実施時期については表1の通り
である。スクリーニング調査の結果を踏まえた
上で，3つのグループを設定した。
Aのソーシャルメディア利用者グループは，
岩手，宮城，青森，茨城県在住のネットユー
ザーで，震災後にツイッターやミクシィ，フェイ
スブックのいずれかのソーシャルメディアを1日1
回以上利用した人たちである。Bは，在住地域
はAと同じであるが，震災後にソーシャルメディ
アを利用していない人たちである。AとBを比
較することで，ソーシャルメディアの利用者と非
利用者とで，メディアの利用の仕方や意識，得
られた情報などが異なるのかを探った。
Cグループは福島県在住者でソーシャルメ

ディアを利用した人たちである。福島第一原子
力発電所の事故はいまだ収束の見通しが立た
ず，社会問題化している。放射性物質の放出に
よる人体への影響や水や土壌汚染など，原発事

1. はじめに
『放送研究と調査』8月号では，3月11日に
発生した東日本大震災において，関東甲信越
などに在住するネットユーザーがTwitterや
mixi，Facebook（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
をどのように利用して震災情報を取得したのか
について，オンライングループインタビュー調査
で得られた知見をもとに報告した 1）（この前回報
告した調査を準被災地調査と記す）。
本稿では，今回の大震災で甚大な被害を受

けた岩手，宮城，福島，青森，茨城の各県の
在住者を対象に行ったスクリーニング調査とオ
ンライングループインタビュー調査の結果を報告
する（以下，今号で報告する調査を被災地調査
と記す）2）。今回の調査では，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
も非常に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，具体
的なメディア利用実態や利用意識を探った（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・被災者は
メディアをどのように利用したのか
～ネットユーザーに対するオンライングループインタビュー調査から～

世論調査部（視聴者調査） 執行文子　
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（2）地震発生時の居場所と利用メディア
地震発生時にどこにいたのかをたずねたとこ
ろ，「職場や学校」（42％），「自宅」（40％）と
回答した人が多かった（図2）。

故に対する不安や心配の度合が，岩手や宮城
など他の地域よりも切迫していることを考慮し，
福島県在住者のみのCグループを設定した。

3. 震災後のメディア利用
～スクリーニング調査の結果から～

スクリーニング調査の結果をもとに，被災地
のネットユーザーが地震によってどのような被害
を受け，どのようなメディアを利用して震災情
報を得たのか，全般的な傾向を準被災地調査
の結果と比較しながら見ていく。

（1）地震による被害や影響
図1は地震による被害や影響についてたず
ねた結果である。被災地調査では，9割以上の
人が何らかの被害や影響を受けていた。特に
「電気の供給が止まった」（79％），「水道の供給
が止まった」（64％）などライフライン関係の被
害や影響が大きかったことが分かる。準被災
地調査では，約半数が「特に被害や影響はな
かった」と回答していた。

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 16 19
20 代 195 338
30 代 539 809
40 代 626 610

＜スクリーニング調査＞

岩手，宮城，福島，青森，茨城在住。
18 ～ 49 歳男女（調査会社の登録パネルから抽出），計 3,152 名。

＜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 5 月 23 日（月）～ 6月 3日（金）

グループ 人数 居住地域 震災後のソーシャルメディアの
利用頻度

Ａ	ソーシャルメディア
利用者 8 岩手，宮城，

青森，茨城の
いずれかの県に

在住

岩手…盛岡市，金ケ崎町，花巻市など
宮城…石巻市，仙台市青葉区・泉区・太白区など
青森…八戸市など
茨城…ひたちなか市など

ツイッター，フェイスブック，ミクシィ
のいずれかを１日１回以上利用

Ｂ	ソーシャルメディア
非利用者 8 非利用

Ｃ	福島県在住
ソーシャルメディア利用者 8 福島県に在住 福島市，いわき市，伊達市，須賀川市など ツイッター，フェイスブック，ミクシィ

のいずれかを１日１回以上利用

図1　地震による被害や影響
（100％	=	スクリーニング調査回答者）（％）
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また，地震発生後，最初に利用したメディア
は「ラジオ」（51％），「テレビ」（21％），「ワンセグ」
（19％）の順であった。停電のためテレビを見る
ことができず，ラジオを活用した人が多かった
ようである（図3）。

各メディアを震災後のどの時期に利用し始め
たのかについてもたずねた。図4のようにラジ
オ（65％）やワンセグ（35％）は，「地震発生直
後」に利用した人が多く，テレビやインターネッ
トについては，「地震発生の翌々日～1週間（3
月13日～19日）」の時期から利用し始めた人が
多い。
準被災地調査では，地震発生後に最初にふ
れたメディアはテレビという人が非常に多かっ
たが，被災地では，停電の影響で利用できな
かったものと思われる。

（3）震災後に利用したサイトやサービス
スクリーニング調査の回答者3,152人の中
で，震災後にインターネットを利用した人は
2,384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をたずねた結果が
図5である。利用傾向は準被災地調査とほぼ

（100％	=	スクリーニング調査回答者，3,152 人）

（100％	=	スクリーニング調査回答者，3,152 人）

（100％＝インターネットの利用者，2,384 人）（%）

図 2　地震発生時の居場所

図 5　震災後に利用したサイトやサービス（複数回答）

図 3　地震発生後，最初に利用したメディア
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図 4　震災後の利用メディアと利用開始時期
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同じで，「ヤフーの震災特設サイト」が最も多
いが，「県や市町村など自治体のサイト」（22％）
も「ユーチューブ」や「グーグル」などと同程度
利用されていた。
ソーシャルメディアに関しては，ツイッターを
利用した人は472人（20％），ミクシィが381人
（16％），フェイスブックは55人（2％）であった。

（4）被災地でのツイッター利用
ソーシャルメディアの中で利用者が多かったツ
イッターについて，ユーザーにどのような情報を
得たのかをたずねた（図6）。準被災地と異なり，
「ライフライン情報」が最も多かった。「家族・友
人・知人の安否」や「地震の規模や余震の状
況」，「地震や津波による被害状況」などは，準
被災地調査の結果と顕著な違いは見られなかっ
たが，「福島第一原発の事故」については，被災
地よりも被災地から離れた地域の人たちの方が，
ツイッターに情報を求めたことがうかがわれた。

4. ユーザーのメディア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の結果から～

オンライングループインタビュー調査では，地
震発生後にテレビやインターネットを利用してど
のような震災情報を得たのか，メディアについ
ての考え方や捉え方に変化があったのかなどに
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，
「地震発生直後～翌日夜」「地震発生の翌日夜
～1週間」「地震発生から1週間～1カ月」の3
つの期間に分けて，メディアの利用実態や利用
意識を見ていく。
　

（1）地震発生直後～翌日夜
3月11日の地震発生直後から，ユーザーは大
規模な停電，断水，ガスが使えなくなるなどラ
イフラインの被害を受け，家族や親戚などの安
否確認に追われ，相次ぐ余震に大きな不安を感
じていた。

①情報の途絶

ほとんどのユーザーが地震発生と同時に，停
電によりテレビから情報を得られず，携帯電話
やメールもつながらず，情報から隔絶された状
態に陥った。

図 6　震災後にツイッターから得た情報（複数回答）
（100％＝ツイッター利用者）（％）
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②ラジオが唯一のメディア

地震発生後，ユーザーの多くが最初にふれ
たメディアはラジオやワンセグであった。NHK
を利用した人が多かった。

③地元のラジオ局が力を発揮

ユーザーが最も多く利用していたのはNHK
ラジオ第1であった。中には，普段から通勤中
の車の中で，あるいは職場でラジオを聴いてい
るという人が複数いて，そういう人たちは，地
震発生直後も聴き慣れた地元の民放ラジオ局か
ら情報を得ていた。岩手県在住者に利用され
たのは「IBC岩手放送」，宮城県は「TBC東北
放送」，福島県は「ラジオ福島」「ふくしまFM」
などであった。電波状況が悪く，NHKも民放
も関係なく，聴取可能な局を利用したという人
も少なくなかった。

Aグループには，現在は岩手県盛岡市在住
で，実家が釜石市というユーザーがいた。彼
は，地震発生直後に現地に向かい，家族の安
否や実家の被害状況の確認に奔走したという。
唯一のメディアだったラジオも，情報が錯綜し，
被害が甚大だった沿岸部の状況を把握するの
は困難であったという。

④地震発生直後のソーシャルメディア

携帯電話の通話もメールもつながりにくい中，
ネットだけはつながったという地域もあり，ソー
シャルメディアを活用できたユーザーもいた。車
で携帯電話を充電しながらツイッターで情報収
集を始めた人もいた。

電信柱や信号機は斜めになっていた。「今日
が世界の終りだったんだ」と本気で思った。
　　　　　　　　　　　		（C 福島・女 30 代）

・停電が続いたので家族みんなでコタツに入り，
懐中電灯の明かりの中で，IBC 岩手放送の
地震情報を聴いた。普段から母がよく聞いて
いて一番馴染みがあるし，アナウンサーも聴
き慣れた声なので安心感があった。
　　　　　　　　　　		　（A岩手・女 20 代）
・「ラジオ福島」と「ふくしまFM」を交互に聴
いていたが，「ラジオ福島」の方がリスナーた
ちから寄せられる地域情報（ライフラインの
断絶，復旧や開店の情報など）が多かったの
で聴く時間が長くなった。（C 福島・女 20 代）

・実家（跡地？）に到着したが，本当に何もな
く言葉も出ない有様だった。地域の住宅も壊
滅し，瓦礫と泥に埋まっていた。メディアは
ラジオしかなく，地震速報，被害状況，道
路事情など錯綜する情報が断片的に伝えら
れるのみで，沿岸部に関する有益な情報は
得られなかった。　　　（A宮城・男 40 代）

・携帯のワンセグでNHKを見ながら，スマー
トフォンでミクシィにアクセスし，地震の規模
や知人の安否確認情報を得た。ミクシィでは
地元のいわきコミュ内の地震関係のトピック

・震災 1時間後，家中の電池をかき集めてラ
ジオのニュースを聞いた。津波の到達や震源
地が 1つではないなど，本当にまさか！？な
情報ばかりで，事の深刻さが分かってきた。
車に駆けこんでテレビを見たら，ちょうど地
元の漁港が津波に飲み込まれる映像が映し
出されていた。　　　　	（A青森・男20 代）
・避難した小学校では底冷えがひどく，寒さ
をまぎらわすためにラジオを聴いた。眠れな
い深夜に人の声を聞き続けることで安心でき
た。新聞の号外が配られ，津波の被害状況
を写真で知った時に，これが現実に起こった
ことなのだとようやく実感した。
　　　　　　　　　　					（A宮城・女 20 代）
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加したりしていた。他の利用者への情報伝達・
情報共有も活発に行っていた。

（2）地震発生翌日夜～1週間
地震発生翌日の3月12日の夜，電気が復旧
して，ようやくテレビを見ることができるように
なったというユーザーが多かった（復旧のスピー
ドは地域によって差があり，例えば，宮城県石
巻市在住のユーザーは，地震発生から10日近
く経っても停電が続き，その間，利用できるメ
ディアはラジオのみであった）。
断水が続いていた地域では，給水情報が引
き続き必要とされていた。震災後数日経っても，
スーパーマーケットやガソリンスタンドの行列は
解消されず，生活も不便な状態が続いていた。
また，被害が大きかった地域に家族や知人が
いる人たちは，連絡がとれないことを心配して
いた。そして，原発事故の深刻さが徐々に明ら
かになり，不安がピークに向かっていった。

①テレビで初めて被害の状況を実感

電気が復旧するまでは，音声情報だけのラ
ジオで被害状況を聴いて知ってはいたものの，
テレビの映像を見て初めて被害の深刻さを実
感したという人も多かった。

⑤地域情報をソーシャルメディアで

断水のため，生活用水をどのように確保する
のかという問題と，食料不足の問題が，地震
発生翌日から顕在化した。

Aグループでは，ツイッターのハッシュタグ 3）	
で地元情報が得られることを知り，閲覧したり
自ら情報提供するなど，積極的に活用する人が
複数いた。

また，地元情報をリアルタイムに得るために，
ツイッターの自治体の公式アカウントをフォロー
したり，ミクシィの地元関連のコミュニティに参

で，給水所の情報，店やスタンドの開店状況，
地区別の被害状況等をその場にいる人がカ
キコミしていたので，いろいろ知ることがで
きてありがたかった。				（C 福島・男 30 代）
・停電で真っ暗な世界でこの先どうなるか分か
らず不安で，感情の揺れが大きくなり，誰
かのツイートを見てはいろいろな言葉が心に
染みて泣いていた。今までツイッターは好き
なアーティストのつぶやきを拾うだけのツー
ルだったが，震災後は一変。携帯メールも
滞る中，容易に使えるツイッターは希望の光
だった。　　　　　	　				（A青森・女 30 代）

・停電の次は断水。さらにスーパーは長蛇の列。
妻が 3 時間並んで，結局，確保できたのは
缶詰やレトルトの米など少量の食料だった。
　　　　　　　　　　				（A宮城・男 40 代）

・ツイッターは八戸の公式アカウントをフォロー
した。八戸の情報に特化して，津波で流さ
れた工場の状況や道路状況などをリアルタイ
ムで知ることができた。ミクシィでは「東日
本大震災ミクシィ最大コミュ」に参加し，各
地の被害状況や救助状況を知り，「東日本大
震災情報＠青森のコミュニティ」にも参加を
し，自分は他県に住んでいるが祖父母が青
森県に住んでいる人，海外に住んでいるけれ
ど町がどうなっているか知りたい人などとの
情報共有をした。									（A青森・男20 代）

・＃hachinoheで近所の情報を得られること
が分かり，私も自分が並んでいるスーパーマー
ケットについて「営業してます！」と情報発信。
ツイッターによると市内の GS は 2 店舗営業
しているようで，近所のその1つへ向かうも
完売。ちょっと離れたもう一つへ行ったが，
何キロメートルあるか分からない車の列に驚
き，帰宅した。																	（A青森・女30代）
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今回の震災では，被害地域が非常に広範囲
で，沿岸部への道路も寸断されてしまったため，
マスコミが全ての地域を網羅して取材すること
は困難をきわめた。岩手県花巻市在住のユー
ザーは，実家のある山田町の情報が得にくいこ
とに不満を感じていたという。

②インターネットでテレビを補完

インターネットが利用可能な状況になると，
多くの人がテレビとネットを併用して情報を入手
し始めた。
利用コンテンツとしては，ソーシャルメディア利

用者のAとCグループはヤフーニュースやツイッ
ターが中心であり，テレビで見聞きした専門用語
を検索して調べるなど積極的な情報収集を行っ
ていた。ソーシャルメディア非利用者のBグルー
プも，ネットは利用していて，ヤフーニュースや地
元の新聞社サイト，交通情報などを活用していた。

青森県八戸市在住のユーザーは，電気は復
旧したものの，ケーブルテレビが映らず，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。

③ソーシャルメディアがもたらす効用　
ピンポイントな情報収集と“つながり感”

AやCグループは，ミクシィの参加コミュニ
ティやツイッターでフォローするアカウントを増や
すなど，より詳細な地域情報をピンポイントで
得ていた。

また，ツイートを読みながら他の人々から支
えられていることや“つながり感”を実感したと
いう発言もあった。

・やっと電気が復旧したので，すぐテレビをつ
けてみたが，ラジオの耳からの情報よりテレ
ビの目からの情報の方がダイレクトに入って
来てショックだった。この時初めて想像をは
るかに超えた大震災だったのだと実感した。
　　　　　　　　　　　		（B 岩手・女 30 代）

・電力が復旧しても地デジの電波が途切れた
り，テレビの配線が切れたりしてテレビが使
えなかった場合に，動画共有サイトでもテレ
ビの番組が見られるという手段があれば助か
る。みんなのコメントも表示できるので，励
まし合ったり，情報を共有したりできて良かっ
た。　　　　　　　　			（A青森・男20 代）

・他の国からの援助，自衛隊の援助の技術の
高さや素早さを説明したツイートや，買いだ
めを控えたり節電を呼び掛けるツイートなど
も，全国の皆さんが気にかけてくれているの
だなと感じた。ささいなツイート1つ1つが嬉
しかった。																	（A 岩手・女 20 代）

・ミクシィで「I	LOVE	仙台　東北地方太平洋
地震」というコミュニティに参加した。仙台市
の各区ごとに店舗情報やお風呂情報など，分
野別にいろいろな情報を得られて良かった。
　　　　　　　　　　				（A宮城・女 30 代）
・ツイッターは，ライフラインの復旧具合，店
の開店情報など，次々と新しい情報が入る
ので一番助かったメディアだった。#save_
fukushima	#life_mizu	#life_gasなどのハッ
シュタグを利用した。				（C 福島・女 20 代）

・マスコミは山田町を数日間，全く無視してい
た。大槌，宮古の情報は入ってくるのに，な
ぜ。詳しい沿岸の状況が分からず，とても不
安だった。																		（B 岩手・男 40 代）

・岩手日報や河北新報，福島民友など新聞社
のサイトやNEXCO東日本のサイトを利用し
た。被害状況や道路・鉄道など交通機関の
状況など，テレビより詳しい情報を得ること
ができた。																	（B 岩手・男 40 代）
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④原発事故の深刻化と情報ニーズの高まり

福島県在住者のCグループの人たちの発言を
見てみると，ほとんどのユーザーが「地震発生
後～翌日夜」の段階では，ライフラインが断絶
された中，余震に怯えながら，地震で倒れたり
破損したりした物の片づけや水・食料の確保等
に忙しく，原発事故についてあまり深く考える
時間がなかったと語っていた。電気などライフ
ラインが復旧してきてから，ようやく事態の深
刻さに恐怖や不安を感じ始めたという。

（3）地震発生から1週間～1カ月
AとBグループは，3月中はガソリンや食品
不足など不便な状態が続いていたが，4月に入
ると徐々に震災前の生活を取り戻し始めた。
ソーシャルメディア利用者のAグループは非利
用者のBグループよりも閲覧するサイトの種類が

幅広く，震災のまとめサイトや原発関連情報を細
かく収集していた。政府から発表される情報に懐
疑的な人は，海外通信社のロイターなどの情報を
チェックしたり，2ちゃんねるやミクシィの情報の中
から必要なサイトを選択して利用したりしていた。

福島在住者のCグループは原発問題に非常
に敏感になる状況が続いていた。目に見えない
放射能に対する恐怖・不安から家族と口論にな
る人も複数いた。精神的な負担を強いられてい
たことがうかがわれた。県や市などの自治体の
サイトやソーシャルメディアで原発情報や放射
線量の数値を調べたり，ユーストリームやユー
チューブなどの動画サイトで記者会見や原発関
連番組を視聴したりする人もいた。

・ロイター（http://jp.reuters.com/），ウォー
ルストリートジャーナル日本版（http://jp.wsj.
com/）など，日本のメディアよりも外国のメ
ディアの方が信頼できると思ったので見てい
た。日本のテレビはニュースショーで特に嘘
が多く，信用できなかった。（A岩手・男40代）

・福島市内も放射線の値が高いために，避難
した方がいいのか真剣に考えた。でも，県
外に親戚もなく，新しくアパートを借りるなど
の費用の蓄えもなく，どうしようもできない虚
しさがあった。家族同士で避難する，避難し
ないで，口論がたえなかった。
　　　　　　　　　　　		（C 福島・男 30 代）
・wiki で過去の巨大地震（スマトラ沖地震，
宮城沖地震，東海・南海・東南海地震など）
を調べまくった。調べれば調べる程，どんど
ん怖くなっていったが，それでもやめられず，
深夜遅くまでスマートフォンにかじりついてい
た。夫がパソコンで見ていた原発関連のユー
ストリームもたまに一緒に見た。
　　　　　　　　　　					（C 福島・女 30 代）
・原発事故や放射線に関する専門家の情報を
得るために，福島では視聴できない番組を

・大変な被害だったけどとりあえず終わった地
震や津波より，「現在進行中の」原発問題の
方が深刻な問題であることにようやく気付い
た。放射性ヨウ素の影響が心配で，子供達
が外出する時には必ずマスクとウインドブレー
カーを着用させた。ネットで毎正時の放射線
レベルの値をその都度収集し，年間の推定
被曝量の計算式にあてはめたり，放射線の影
響に関する動画を検索したり，専門家のブロ
グなども閲覧し始めた。		（C 福島・男 40 代）
・あらゆる原発ニュースから目が離せなくなり，
放射能が人体に及ぼす影響をひたすらネット
で調べる日々だった。仕事から帰宅した家族
は外で顔や手を洗い，玄関で服を脱ぎ，室
内に放射物質を持ち込まないよう注意した。
子供の身体が心配で，県外に避難しようかと
本気で悩み，避難所を検索したり，荷物をま
とめたりもした。その反面，会社にはシフト
通り出勤し，今の生活を維持しようともして，
なんとも複雑な心境だった。地震後で一番
精神的にきつい週だった。（C福島・女 30 代）
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（4）ソーシャルメディアの利用者と
　　非利用者との違い

ここで，ソーシャルメディア利用者のAやC
グループと，非利用者のBグループは，震災後
の情報収集において，どのような違いが見られ
たのか，あらためてまとめておく。
Bグループは，AやCグループに比べるとネッ
トを十分には使いこなせておらず，知りたい情
報をうまく探せないことにいら立ちを感じている
様子がうかがえた。

自治体情報を得る場合も，AやCは自治体
の公式アカウントをフォローするなどソーシャ
ルメディアの利用によって，リアルタイムにプッ

シュ型で必要な情報を入手していたが，Bグ
ループでは，必要があれば，その都度，自治
体サイトに直接アクセスする人が多かった。B
グループは，ソーシャルメディアの存在は知っ
ているものの，リアルタイムな情報を得られる
というメリットまでは思い及ばなかったようであ
る。情報の量も自治体サイトに掲載されている
程度で満足しているようであった。

　

5. 被災地の情報ニーズとメディア
ここまで，時系列に沿って，被災地のユー
ザーがどのようなメディアでどのような情報を得
たのか，具体的な発言をもとに見てきた。ここ
からは，彼らの情報ニーズとメディアが提供す
る情報との適合性，メディアに対する捉え方に
ついて見ていく。

（1）被災地で必要とされる情報とは
図7は，被災地の情報ニーズとメディアのポ
ジショニングをまとめたものである。
被災地で必要とされるローカル情報とは，
個別具体的かつ局地的なミクロな情報（居住
地近辺の被害状況，個人の安否，避難所の
場所，ライフラインの復旧予定，食料・水・
ガソリンの入手方法，店舗の開店状況など）
を意味している。ユーザーは，それらの情報
を受動的に得られる地元ラジオや，能動的に
得られるソーシャルメディアを特によく利用し
ていた。
NHKや在京キー局が提供した被災地全体

ユーチューブで視聴した。
▼毎日放送ラジオ「たね蒔

ま

きジャーナル」
：京都大学原子炉実験所助教	小出裕章氏の
福島原発に関する解説コーナー
▼関西テレビ「スーパーニュースアンカー」
：独立総合研究所社長	青山繁晴氏の時事問
題解説コーナー　などを主にチェックした。
　　　　　　　　　					（C 福島・男 40 代）

・弟一家は，津波の被害のあった八戸の低地
に住んでいたので不安でたまらなかった。震
災による被災地域が広すぎて，テレビをずっ
と見ていても別の地域のニュースが多く，八
戸の割合が少なくイライラした。携帯のPC
ビューアーからヤフーで「八戸」「津波」「状
況」などと検索してみたが，質問掲示板のよ
うな所にいってしまい，ほしい情報が得られ
なかった。　　　　　			（B 茨城・女 30 代）
・余震が起こるたび，余震や津波の情報をヤ
フーの地震情報にて検索したり，ガソリンを
入手したくて「ガソリン」「給油情報」とか入
力して，検索を繰り返した。なかなか有力な
情報が得られず，結局徒歩で探したり，友人・
知人から情報をもらったりして入手した。
　　　　　　　　　　　		（B 岩手・男 30 代）

・市の防災情報はライフライン情報や営業して
いる銭湯の情報などが見られたため役に立
ち，1日に何回も見ていた。（B茨城・男20 代）
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の情報，特定地域の被災状況，原発問題など
は，ユーザーにとってはマクロな情報であり，
彼らが最も必要としたローカル情報のニーズを
十分に満たしているとはいえなかったようだ。
「災害時には，全国ニュースよりも自分たちが
住む地域のニュースを増やしてほしい」という
切実な要望が出ていた。ユーザーはNHKと地
元の民放ラジオ局やソーシャルメディアを併用
するなどして情報を補完していた。

テレビ局が画面横や下に表示していた文字
情報，いわゆるL字については，「ライフライン
の復旧などの地域情報が得られて便利であっ
た」と高く評価する意見もある一方で，「見にく

い」「早すぎる」といった不満が挙がり，課題も
浮き彫りになった。

（2）各メディアの価値
それでは，ユーザーは各メディアにどのよう
な価値を見出していたのであろうか。発言から
表2にまとめた。ここでは，テレビとソーシャル
メディアについて取り上げる。

①テレビの価値とは

テレビは「情報の信頼性・正確性」「即時性」
において価値を見出され，災害時のメディアと
しての有用性を認識されていた。「地域性」「検
索性」などに関しては，他のメディアの方が
優っていた。また，テレビのメリットである「視
覚的な情報」は，被災地のユーザーにとって
は精神的なショックにつながったり，他地域で
の誤った印象を与えたりするなど，デメリット
にもなり得ることが指摘されていた。

表 2　被災地のユーザーにとってのメディアの価値

図 7　被災地の情報ニーズとメディアのポジショニング

・NHKのテレビ・ラジオ放送は，東京からの
全国ニュースや仙台からの広域エリアニュー
スが多く，盛岡放送局からのローカルニュー
スは僅かだったと思う。そのため，もっぱ
ら民放の IBCラジオを聴いていた。まず地
元の状況が詳しく知りたいという段階では，
NHKの放送は欲求を満たしてくれなかった。
　　　　　　　　　							（B 岩手・男 40 代）

・L 字では，福島県の情報だけでなく他県の
情報も混在していたり，ちょっと画面から目
を離すと知りたかった情報が既に画面から消
えていたり（特に福島市の放射線量の情報な
どに関して），歯がゆさと使い勝手の悪さを
感じた。　　　　　　　（C 福島・男 40 代）

信頼性
正確性 即時性 地域性 検索性

安否
確認の
有効性

テレビ ○ ○ 低い なし △

ソーシャル
メディア 低い ○ ○ ○ ○

ラジオ
	（地方局） ○ ○ ○ なし △

新聞	
（地元紙，
ローカル欄）

○ 低い ○ 低い ○

ソーシャル
メディア

能動的

受動的

新聞社サイト

NHK
新聞

（地元紙，ローカル欄）

２ちゃんねる
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②ソーシャルメディアの価値とは

ユーザーにとって，ソーシャルメディアは，震
災前の「娯楽的なもの」から，震災後は「緊急時
に役立つもの」へと認識に変化が見られた。停
電時のインフラとしての強さを示すとともに，「共
感」「癒し」など感情的価値も認められていた。

ソーシャルメディアは「情報の信頼性・正確
性」の面で他のメディアに劣るものの，他のメ
ディアで得た情報を精査するのに役立つとさ
れていた。ソーシャルメディアの利用によって，
その他のメディアの捉え方や使い方，情報の吟
味の仕方に変化が生まれているようである。

（3）テレビに期待される役割
ユーザーに，震災時のテレビのあり方やテレ
ビに期待する役割について聞いた。

①ネットとの連携の強化

今回の震災でテレビ局はネットを活用した
様々な新しい試みを行った4）。そのいくつかを
ユーザーに提示し，今後の利用意向を聞いた。
その1つ，NHKの「東北ふるさとニュース」	 5）

は，岩手，宮城，福島の各放送局の県内向け
ニュースをオンデマンド配信しているものであ
る。原発事故などで県外に避難している福島
県民も，ネット環境があれば，地元ニュースを
視聴できる点が評価されていた。

多くのマスメディアがツイッターを活用した
情報発信を行っていたが，ユーザーの間で特
に評価が高かったのがラジオ福島であった。
ツイッターによる情報発信だけでなく，ツイッ
ターで寄せられた情報を放送し，ネットの非利
用者にも地域情報を提供していた。ラジオと
ソーシャルメディアとの親和性の高さは以前か
ら言われてきたことであるが，テレビも同様に

・ツイッターを以前はそれほど重要視していな
かったが，給水場所や利用可能な銭湯など
のローカル情報を探す際にはどのメディアより
も情報が早く，非常に便利なツールであると
認識が変化した。情報伝達の早さは他のメ
ディアをしのぐと思う。今後，会員以外の人
も緊急時，平常時問わず情報収集ができる
ようなシステムが開発されることを期待する。
　　　　　　　　　							（A宮城・女 20 代）
・震災後はソーシャルメディアの中で数多くの情
報が次々流れていくのを見てただただ驚いた。
被災者同士の情報の交換もラジオ以上に早
く，細かく，そしてそれがリアルタイムで文字
として認識出来ることに希望が見えて，他県
の人達の言葉には何度も励まされた。
　　　　　　　　　　　　（C福島・女 20 代）

・ソーシャルメディアは発言力の高い人が発し
た意見を多くの人が鵜呑みにしてしまう傾向
を感じた。それでもいろいろな意見が読める
ので，テレビでの情報が正しいのかどうか，
別の見方があるのではないかを知るには役
立った。　　　　　　					（A岩手・女 20 代）

・現在の radiko（震災支援特別版）と同様に
通常視聴可能な内容をそのまま配信してほし
い。現地に行けないものの情報がほしい人は
全国（世界中）にいる。特定地域向けの放送
を必要に応じて視聴出来れば利便性が高い。
　　　　　　　　　								（A岩手・男 40 代）

・テレビは行方不明者やライフラインの情報を
知ることができてありがたいと思う一方，北
海道に住む私の両親をはじめ，テレビで被災
地の映像を見た人たちの中に東北全域が全
て壊滅しているのだと誤った認識をさせられ
ていることに怖さを感じた。間違っているこ
とを放送しているわけではないのに，誤解を
与えていて，これが風評被害などにつながっ
てしまうのかなと思った。（B岩手・男 30 代）
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連携を強化し，それぞれの強みを活かした効
果的な施策を行っていくべきであろう。

テレビとネットの連携については，利用の仕
方やメリットをより多くの人々に認知してもらう
効果的なPRも今後の課題である。

②情報格差を是正するメディアとして

今回の被災地調査では，ネット利用者と非利
用者，さらにソーシャルメディアなどの特定の情
報ツールを使いこなせる人と使いこなせない人と
の間で，情報格差が生じていたことが分かった。

テレビには，平常時からネットの使い方，
ソーシャルメディアの使い方や危険性等を伝え
て，メディアリテラシーを引き上げる支援をし
たり，緊急時にはネット以外の情報提供場所
の告知をするなど，情報格差を是正するため
の積極的な活動が求められていた。

6. おわりに
被災地調査から得られた知見として，都市
部が中心だった準被災地に比べて，テレビな
どの既存のメディアだけでなく，家族や地域の
人 と々のリアルな人間関係を基盤にした強固な
情報のネットワークも機能していたことが挙げら
れる。ライフラインが断絶された状況下で，食
料・水・ガソリンといった生き延びるために必
要な情報が，口コミなどのリアルな空間で活発
にやりとりされていた。例えば，先述のCグルー
プの40代男性は，同居の父親を通じて、自動
車整備工場の関係者から，長時間並ばずに給
油が可能なガソリンスタンドの情報を得たり，
地下水を利用している知人宅から飲み水を分け
てもらったりしたという。父親が長年築いてき
た実際の人脈に助けられたと語っていた。共に
支え合いながら，災害を乗り越えようという絆
の強さが感じられた。そのようなネットワークが
脆弱な準被災地では，ソーシャルメディアがそ
の役割を担い，人間関係のすき間を埋める機
能を果たしていたといえる。
前述の釜石市に実家があるユーザーは，地

・テレビ局は多くの情報を持っていてもテレビ
自体で発信できる情報量は限られる。ネット
による情報発信が今後重要になる。「どのサ
イトでどのような情報を流しているか」をテ
レビ上で確認できなければ，せっかくの情報
発信がうまく伝わらない。テレビの利用者を
ネットにも上手に誘導し，情報の補完を図っ
てほしい。　　　　					（B 岩手・男 40 代）

・ラジオ福島のツイッターでは，「お弁当を販
売しています」「井戸水を提供します」「人
工透析を受けられる病院」など細かい地元
情報が多かった。ラジオでは，ツイッターに
寄せられた情報を放送し，ツイッターの非利
用者に伝えていた。実際に両親はツイッター
自体を全く知らないが，ラジオを聞いていた
ので，上手く震災情報を得ていた。
　　　　　　　　　　　	（C 福島・男 30 代）

保に困難をきたす人達が見受けられた。双方
向性のメディアに関しては，今後はより積極
的に利用するようにし，万が一の際にも慌て
ることなく使いこなせるようになっておくこと
が必要だと痛感した。				（C 福島・男 40 代）

・お向かいのおじいさんの「市はいろんな情報
はホームページに載ってるから見ろと言うが，
どうやって見たらいいのか年寄りにはさっぱ
し分かんねえ！昔みてぇに広報車で回ってく
れればいいのに…」と愚痴をこぼす姿がとて
も印象的だった。私の周囲には，ネットが利
用できないために水などの生活必需品の確
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震発生翌日の夕方までに，妹一家4人のうち3
人の無事を確認できたものの，姪の安否が分
からず，避難所を探し歩き，3月15日になって
ようやく隣の大槌町で保護されていることを人
づてで知ったという（姪は津波に浸かりながら
も保育士に助けられ，13日に自衛隊ヘリで救
助されていた）。その経験から，下記のような
新しいシステムの構築を切望していた。

今後も大きな余震の発生が予想される中，今
回の震災を教訓に，テレビ，ラジオ，ソーシャ
ルメディアなどメディアの既成の枠を超えた，
有事の際の新しい情報提供や情報共有のあり
方を模索していかなければならない。今後も，
ユーザーの立場から，震災時のテレビのあり方
について検証を続けていきたい。

（しぎょう あやこ ※）
（※ 調査研究実施当時は，メディア研究部所属）
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