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  はじめに

「東日本大震災」は，規模の大きさや，福島
第一原子力発電所の事故を伴う災害となったこ
となどから，世界中で大きく報道され，特に隣
国の中国や韓国では大々的なものとなった。
しかしその内容については，韓国の報道に関
して「扇情的」との批判がある一方，日本の主
要メディアの原発事故報道についても，原発が
メルトダウンしたのかどうか等の問題について，
東京電力の発表をそのまま伝えるだけでかつて
の「大本営発表」のような報道だったとの批判
が，特にネット上で多く見られた。

日中韓の3か国の放送関係者が毎年制作番
組を持ち寄って交流する国際会議「日韓中テレ

ビ制作者フォーラム」1）では，今年のテーマに
急遽「東日本大震災」を追加し，9月22日から
4日間，会場となった北海道大学で議論を繰り
広げた。本稿では，このうち3か国の東日本大
震災に関する報道や番組についての報告・議
論をまとめて紹介する。構成は以下の通りであ
るが，このうち1から3までは，9月25日に北
海道大学が主催した学術的なシンポジウムでの
報告・議論で，一方，4は9月23日に「日韓中
テレビ制作者フォーラム」が主催した，現場の
ジャーナリストによる報告・議論である。

1. NHKとKBSの震災報道比較
2. 中国中央テレビ（CCTV）の震災報道
3. 消費者から見た各国のメディア
4. 個別の番組紹介
4-1  KBSのドキュメンタリー『揺れる日本』
4-2 東北放送（TBC）の記者の津波遭遇ルポ
5. まとめ

  1. NHKとKBS の震災報道比較

韓国外国語大学のキム・チュンシク（金春植）
教授は，これまでにもたびたび指摘されてい
た，「韓国メディアの報道は扇情主義的」との
指摘の検証などを目的に，東日本大震災が発

「東日本大震災」は日中韓でどう伝えられたか
～国際シンポジウムでの報告・議論から～

　　　　メディア研究部（海外メディア研究）  山田賢一
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生した3月11日から
25日まで，NHKと
韓国KBSの震災報
道を比較分析した。
対 象 とし た の は，
NHKが『 ニュース
ウオ ッチ9』，KBS
が夜9時のニュース
で，いずれも1時間

のニュース番組である。ただしNHKは土日に
『ニュースウオッチ9』を放送していないため，
土日のニュースはゼロでカウントされている。

東日本大震災関連のニュース本数は，KBS
が279 件，NHKが86 件と， 土 日の 分 を 考
慮してもKBSが圧倒的に多かったが，1本の
ニュース時間の平均値はNHKが465.21秒に
対しKBSは100.9 秒と，逆にNHKの方が圧
倒的に長かった。その理由としてキム氏が指
摘したのは報道形式の違いである。KBSは“典
型的な一般記事”（キャスターがニュースの導
入部を紹介し，その後記者が報道する）の形
式が86％を占めたが，NHKでは“キャスター
＋記者＋専門家対談”の形式が38.4％と最も
多く，“典型的な一般記事”の形式は15.1％に
とどまった。

ニュースの演出については，スローモーショ
ンの使用がKBS11.1%に対しNHK1.2%，また
音楽の使用がKBS16.1％に対しNHK1.2％と，
KBSの方が頻繁にこうした手法を用いていた。

また，ニュースの導入部の中に刺激的な語
彙 2）が含まれているかどうかという点について

は，KBSが30.8％あったのに対し，NHKはゼ
ロだった。

記事の内容については，7 種類に区分して
各ニュースの中心的な内容ごとに分類したとこ
ろ，NHKでは半数以上の55.8％が「地震と原
子力発電」を中心に扱っていた一方，KBSで
は「地震と原子力発電」は28.7％にとどまり，
NHKではゼロだった「地震が他国の政治・社
会・経済に及ぼす影響」が KBSでは11.1％を
占めた（図1）。一方，地震による人命・経済
的被害を取り上げたニュースの内容を5 種類に
区分して同様に分類したところ，NHKは「日
本人の人命被害」に関する内容が 72.4％と圧
倒的に多かったのに対し，KBSは「経済的被
害」が39.8％と最も多かった（図2）。

次に記事の土台となる情報の信頼性につい
て，キャスターの導入部を中心に調べた結果で
は，NHKのニュースは全て“確認された情報”

（～によって確認された）だけを土台に記事を

キム・チュンシク教授

筆者解説：日本ではニュースの中で演出を施す
手法に対し，特に NHK は自制的だが，KBS
はそうでもない。

図 1　ニュースの中心的内容

図 2　ニュースの中心的内容
（地震による人命・経済的被害）
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出典：キム・チュンシク教授（図 1 ～図 4）
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作成していたが，KBSは“未確認情報”（～とい
う疑いが持たれる，～であると知らされており，
波紋が予想される，～が事実であれば，など
の疑惑提起方式や仮定法形式）を土台に記事
を構成する事例が半数近くを占めた（図3）。

また記事1件に登場する平均取材源数を見た
ところ，NHKは3.14名，KBSは2.2名で，こ
のうち実名の取材源で見るとNHKは平均2.75
名，KBSは平均1.99名でいずれもNHKの方
が多かった（図4）。

こうした結果を元にキム氏は，KBSは興味
本位になりすぎで，刺激的な用語や音楽などを
多用していると批判，同時に震災報道に関する
人材の訓練について，韓国はNHKを見習うべ
きだと述べた。ただ同時にキム氏はNHKの問
題点として，あまりにも公式的な取材源に頼っ
ていると指摘し，政府や東京電力が自分たち
に有利なように情報を出してくることを視野に入
れた報道を求めた。

  2. 中国中央テレビ（CCTV）の震災報道

CCTV経済チャン
ネル担当の曾軍輝氏
は，東日本大震災に
関 するCCTVの 報
道について報告し，
海外で起きた震災と
しては前例のない積
極的なものだったと
指摘した。中国では

東日本大震災の一報は国営通信社の新華社が
地震発生から12分後の午後1時46分（現地時
間）に伝えたが，CCTVも午後2時4分に字幕
で速報，その後2時5分からニュースチャンネル
では最新のニュースを随時放送する体制を取っ
た。2時17分には日本駐在の記者との中継がつ
ながり，夜7時のメインニュースまでの間に計20
回以上，東京支局との間を生中継でつないだ。

このニュースチャンネルの一連の震災報道で
特徴的だったのは，NHKのニュース映像を生
放送のまま送出し，同時通訳を入れて放送した
ことである。共産党の一党支配が続く中国で，
外国のニュース映像をノーチェックのまま出すと
いうことは極めて異例のことで，曾氏はCCTV
の国際ニュース報道に新しいモデルを提供し
たと評価した。そして3月11日から13日までの
ニュースチャンネルの視聴率が4.2％と通常より
も明確に高かったと述べた。

CCTVはこの他，総合チャンネル（CCTV-
1），経済チャンネル（CCTV-2），海外向け中国
語チャンネル（CCTV-9）の3チャンネルでも東
日本大震災の報道を行った。このうち夜7時か
ら7時半まで総合チャンネルとニュースチャンネ
ルで放送する『新聞聯播』では，曾氏が分析し

図 3　土台情報の信頼性

図 4　記事 1 件に現れる平均取材源数と
平均実名取材源数
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出典：キム・チュンシク教授（図 1 ～図 4）
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た3月11日から4月11日の計31日分の内容のう
ち，東日本大震災関連の記事は89本あった。
特に福島第一原発の事故による放射線の中国
への影響に注目した記事が39％を占めるなど目
立ったほか，被災した中国人に関する情報や中
国政府の派遣した国際救援隊の活動振りなど
も詳しく紹介されたという。

また経済チャンネルでは，震災が世界の株
価や為替市場に与える影響をシンガポールの専
門家にインタビューしたり，『大衆の指弾の的と
なった東京電力』というテーマで専門家が東京
電力の失敗の原因を分析したりしており，曾氏
は多くのメディアの感情的な批判と比べ客観性
を重視した内容だったと述べた。そしてCCTV
の震災報道を「権威があり，客観的で，引き締
まっていて，冷静だった」と総括した。

  3. 消費者から見た各国のメディア

北海道大学の北
見幸一准教授のグ
ループは，東日本大
震災を機に行った日
中韓，および台湾
の消費者を対象とす
るメディア調査の結
果を報告した。日本
の調査は4月下旬，

中韓台の調査は6月と時期は多少異なるが，い
ずれも20歳以上の男女を対象としたインター
ネット調査で，調査は野村総合研究所True 
NAVIに委託した。有効回答数は，日本は北
海道が200でそれ以外の都府県が800，海外
は中国が452，韓国が362，台湾が433だった。

まず日本の調査結果だが，震災後3日間
の情報源利用頻度を尋ねたところ，最も多
かったのがテレビ番組（民放）で90.0％にのぼ
り，次いでテレビ番組（NHK）が83.1％，イ
ンターネットのポータルサイト（Yahoo!など）が
79.0％，一般新聞記事が69.9％だった（図5）。
これを世代別で見ると，若い人はインターネッ
トのポータルサイトの利用度が相対的に高く，

北見幸一准教授

筆者解説：中国共産党の「喉と舌」の典型とさ
れる CCTV が「客観報道」を主張することに
は若干違和感もないわけではないが，国内政
治報道と比べると CCTV の国際報道は一定の
客観性を持つ面があり，特に震災という外交と
の関係がさほど大きくない分野だったことも「客
観報道」がなされた要因の 1つだろう。ただ，
中国が東日本大震災を大々的に報道した背景
に，年初に中東で起きた「ジャスミン革命」に
対する中国国民の注目をそらせたいという中国
政府の思惑がなかったとは言いきれず，今後の
震災報道，特に国内の震災報道で同様の対応
が行われるかどうかは疑問がある。

CCTV 震災報道の報告
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高齢になるにつれてテレビの利用度が相対的に
高くなっていた。震災後3日間の情報源信頼度
に関しては，テレビ番組（NHK）の信頼度が
89.9％と最も高く，次いでラジオ番組（NHK）
の88.0％，一般新聞記事の87.6％，ラジオ番
組（民放）の82.2％などとなっており，インター
ネットなどの情報の信頼度は相対的に低めであ
る（図6）。

次に，震災後 1か月を振り返って，原発事
故を含む震災報道に関する各メディアの印
象を聞いた結果だが 3），テレビ番組（NHK）
では，「 安心 感がある」が 37.5％で 最も多
く，次いで「最も信頼できる情報源である」
が 37.3％，「多くの人の判断に影響力がある」
が 35.8％だった。これに対しテレビ番組（民
放）では，「押し付けがましいと感じる」が
39.4％と最も多く，次いで「ウンザリさせる」
が 37.8％，「混乱させる」が 30.9％だった（図

7）。またインターネットに関しては，「タイムリー
に情報を得ることができる」が 31.5％と最も多
く，次いで「必要な情報を得ることができる」
が 28.8％，「海外でどのように報道されている
かを伝えている」が 24.8％だった。一方，「信
頼できない情報が多い」が 23.1％，「混乱させ
る」が 20.2％など，ネットへの否定的な評価も
少なくなかった（図8）。

海外の調査で日本に関する情報，ニュース
の入手方法を尋ねたところ，テレビとインター
ネットが最も多かった。このうちテレビは中国で
89.4％，韓国で82.0％，台湾で89.6％が利用し
ていた。一方インターネットは，中国で90.3％，
韓国で79.6％，台湾で84.1％という数字だった。
その他では新聞や友人・知人・家族から情報を
入手する人が多かった（図9）。一方，各情報源
の信頼度については，テレビが最も高く，中国

図 5　震災後 3 日間の情報源利用頻度

図 6　震災後 3 日間の情報源信頼度
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出典：北見幸一准教授（図 5 ～図 12）
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で84.7％，韓国で66.6％，台湾で76.2％が信
頼すると答えた。次いで新聞，友人・知人・家族，
インターネットの順になっている（図10）。

次に，日本と中国・韓国・台湾で共通の質
問として，マスメディアから受けた印象や理解
について聞いている。このうち「日本全体が
被災している」と認識していたのは，日本が
52.1％だったのに対し，中国は76.3％，韓国は
66.0％，台湾は53.6％と，海外では被災地を
広く見る傾向が見られた。一方，「日本政府は
真実を公表している」と認識していたのは，日

図 7　震災後 1 か月を振り返って原発を含む震災報道に関するメディアの印象
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インターネット
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図 8　震災後 1 か月を振り返って原発を含む
震災報道に関するメディアの印象

図 10　日本に関する情報，
ニュースの情報源に関する信頼度

図 9　日本に関する情報，ニュースの入手方法
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当てはまる」の回答者を合計した割合（以下同じ）

出典：北見幸一准教授（図 5 ～図 12）
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本が14.6％だったのに対し，中国は50.4％，韓
国は21.8％，台湾は33.3％と，全体として低い
数字の中で日本が特に低くなっていた（図11）。
日本人の行動についての質問には韓国を除いて
好意的で，「震災でも日本人は礼儀正しい」と認
識していたのは，日本が70.7％だったのに対し，
中国は85.4％，韓国は49.2％，台湾は88.2％
だった（図12）。

北見氏は総括の中で，韓国のソウル新聞が
「日本沈没」との見出しを載せたり，中国の環
球時報が「日本が核兵器を隠している？」といっ
たデマ情報を掲載したりと，震災初期に過激な
マスコミ報道が存在したと述べると共に，韓国
は中国や台湾と比べて震災のマイナスイメージ
が特に大きいことを指摘した。

  4. 個別の番組紹介

4-1  KBS のドキュメンタリー『揺れる日本』

これは，東日本大震災から100日後の時点
で，その影響などをまとめた57分間の番組で，
6月19日にKBS1で放送された。3か国のメディ
ア関係者によるパネルディスカッションに先立っ
て，この番組が会場で上映された。冒頭，「神
の見捨てた町」という字幕の中で宮城県の南三
陸町が紹介される。続いて元共同通信記者で
原子力委員会専門委員の青山繁晴氏が撮影し
た福島第一原発内部の生々しい映像や，同原
発の吉田所長のインタビュー，さらに「数十億
キュリーの放射能が出ている」とする専門家の
インタビューなどが紹介され，事故の重大さが
強調されている。また自民党政権時代の原発
政策が政・官・業・マスコミの癒着構造を招い
たと批判している，自民党衆議院議員の河野
太郎氏や東大教授のカン・サンジュン（姜尚中）
氏のインタビュー，それに日本政府に不信感を
持ち，自ら放射線量の測定を各地で進めてい
る市民も紹介していた。さらに国際環境保護団
体「グリーンピース」が独自に行った，原発近
海で取れた魚の放射性物質調査に同行し，調
査した21個体のうち14個体で日本政府が定め
た基準値をオーバーしたとの結果を紹介するな
ど，日本のメディアではあまり出ていない内容
も伝えていた。番組最後には「日本の墜落には
底が見えない」との字幕が出て，全体として衝
撃度を強調する内容だったと言える。

その後，NHKの鎌田靖キャスター，TBSの
金平茂紀キャスター，それに韓国と中国の代表
2人ずつによるパネルディスカッションが行われ
た。この中でNHKの鎌田氏は，KBSの番組
で紹介された，自ら放射線量の測定を各地で

図 11　マスメディアから受けた印象や理解① 

図 12　マスメディアから受けた印象や理解② 

66.0%
76.3

53.6
52.1

21.8
50.4

33.3
14.6

韓国（n=362） 中国（n=452） 台湾（n=433） 日本（n=1,000）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

日本政府は
真実を公表している

日本全体が
被災している

49.2%
85.4
88.2

70.7

韓国（n=362） 中国（n=452） 台湾（n=433） 日本（n=1,000）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

震災でも日本人は
礼儀正しい

66.0%
80.76.3

53.6
52.1

21.8
50.4

33.3
14.6

韓国（n=362） 中国（n=452） 台湾（n=433） 日本（n=1,000）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

日本政府は
真実を公表している

日本全体が
被災している

出典：北見幸一准教授（図 5 ～図 12）
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進めている市民について，「わが社でもこの人物
の存在は把握していたが，東京であのシーンを
そのまま流すと“不安をあおるのではないか”と
の批判が来る気がする」との懸念を示した。こ
れに対し番組制作に関わったKBS東京支局の
キム・ヒョンソク（金炯奭）氏は，東日本大震
災に関する両国の報道を見ると，韓国が「熱く」
日本が「冷静」という相違点があり，日本の冷
静さは見習うべきとした上で，日本は原発反対
デモの現場に取材陣が来ていなかったり，記
者会見の席で原発メーカーの関係者が「原発近
辺からは逃げるのが正解」と言ってもニュース
に出さなかったりしたと述べ，その報道姿勢が
慎重すぎるとの見方を示した。

この議論について，原発事故を機に福島から
北海道に避難している市民のグループ「さくら

の会」の代表の宍戸
隆子氏が会場から
発言し，悲痛な面持
ちで事故当時の日本
の既存メディアの報
道を批判した。彼女
はKBSの番 組を支
持した上で，「事故
が起きたとき，テレ

ビにはメルトダウンの話は一切出ていなかった
が，ネットには出ていた。福島ではテレビや新
聞だけ見ていた人は地元に残り，ネットも見て
いた人は逃げ出したという側面が強い」と述べ，
テレビや新聞に対し，政府の発表のみでなく自
発的な取材で報道して欲しいとの要望を表明し
た。これに対して鎌田氏は，「重く受け止める」
と答えた。

4-2 東北放送（TBC）の記者の津波遭遇ルポ

パネルディスカッションの中でTBSの金平氏
は，系列のTBCの武田弘克記者がたまたま別
のニュースの取材中に津波の襲来に遭遇し，逃
げながら取材を続けた様子を撮影したビデオ
を8分間にまとめたものを上映した。武田氏は
当時警察担当で，産業廃棄物不法投棄の取材
のため仙台市若林区にいたが，大きな地震の
揺れを感じてからの一連の動きを克明に手持ち
のビデオカメラで記録していた。彼は川底が干
上がる様子を見て津波の前兆と察知し，逃げよ
うとするが，近くにいた女性を助けるため，カメ
ラを同行のタクシー運転手に託して女性を背負
う。そしてマンションの階段を登るのだが，直
後に階下では水が怒濤のように流れてきて，ビ
ルの3階まで登ってから見ると町の光景は全く
一変，車が次 と々流されていた。ホースを使っ
て下に取り残された人たちを引き上げようとする
ものの，救助中に余震が襲う。その後何とか
1人の女性を引き上げ，武田氏の「よかったー」
という声と，女性の「死ぬかと（思いました），
ありがとうございました」という感謝の声が記録
されている。このあと2時間で計7人を救出し
たものの，他にも助けを求める声が聞こえ，助
け出せないまま夜が更けていくとやがて助けを
求める声が途切れ，朝には車の上で亡くなって宍戸隆子氏

パネルディスカッション
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いるのが見つかったという。
武田氏は一緒だったタクシー運転手と途中で

はぐれてしまったことに責任を感じ，撮影したビ
デオも放送する気になれず，会社も辞めるつも
りでいたが，その後タクシー運転手が別の場所
に避難して無事でいることが分かり，ようやく
話ができるようになったという。

報告にあたった金平氏は，「こうしたときに
記者は取材すべきか，救助すべきかという根
源的な問いがある」と問題提起した。これに対
し中国からの複数の参加者は，「我々も四川大
地震で同様の問題を議論したが，基本は救出
第一だ」と述べた。一方，韓国PD連合会のファ
ン・デジュン（黄大埈）氏は，「カメラを回し続
けることへの罪悪感は，経験しないと分からな
い」とその職業的苦悩を語った。　

  5. まとめ

日中韓の3か国の間では，政治体制も文化
も異なる上，今回の東日本大震災では基本的
には日本だけが当事国だったという違いがある
が，災害の現場に立ったジャーナリストが「取
材」と「被災者の救助」という2つの使命の板
ばさみになったときどうすべきかなど，共通の
問題意識も見られた。一方で災害報道の基本
スタンスとして「冷静」で「慎重」な日本の大手
メディアと，「扇情的」だが「政府批判」の姿勢
に富む韓国メディアの対照的な対応も浮き彫り
になった。今後3か国のメディアとも，隣国の
メディアの良い点に学ぶという姿勢を持つこと
が，災害報道に限らず，それぞれの国で視聴
者・読者の信頼を高めていくために必要と思わ
れる。

そうした視点で日本の既存メディアの課題を

考えると，特に原発事故への対応に当たって，
政府や大企業への批判的視点を持つことはも
とより，「パニック」や「風評被害」の防止と情
報の100％の確実さを重視するあまり，現地の
住民にとって危険かもしれない情報が十分提供
されなかった可能性について，深く検証してい
くことが重要である。　　　

（やまだ けんいち）

注：
1）このフォーラムは，当初日本の「放送人の会」

など日韓 2 か国の放送関係者で立ち上げられ，
3 回目からは中国も加わって毎年 1 回，3 か国
持ち回りで開催されている。各国で制作したド
ラマやドキュメンタリーなどを出品し，相互に
批評しあうと共に，交流を通じて番組共同制作
の機会を模索することを目的にしている。

2）具体的な内容としてキム氏は，「日本列島焦土
化」「水地獄」「地獄の津波」「時限爆弾 4 号機」

「放射能の恐怖」「野菜・水・空気に安全なもの
はない」といった表現を挙げている。

3）この質問は，日本での震災に関するマスメディ
ア報道から受けた印象や状況の理解について，
いくつかの項目を用意した上で，新聞・雑誌・
ラジオ（NHK）・ラジオ（民放）・テレビ（NHK）・
テレビ（民放）・インターネット・該当するメディ
アはない，の中から最も当てはまると思われる
メディアを選択してもらう形を取っている。


