
2 　JUNE 2012

山田健太　専修大学文学部准教授
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冷水仁彦　NHK理事

（役職名はシンポジウム開催時のもの）
司会は当研究所の副所長，目黒英一が務

めた。
シンポジウムは，

「住民に伝えるべき情報とは何か」
「住民にどうやって情報を届けるか」
「住民に避難してもらうための表現」
「今後の災害に備えて」

の 4 つのパートで構成されている。議論は 3
時間を超えるものとなり，情報伝達のあり方か
ら具体的な方策まで，震災後 1 年間に関係機
関で行われた各種の見直しも踏まえて，様々な
意見が出された。以下はシンポジウムの抄録
である。

 はじめに

2011年3月11日の東日本大震災は死者，行
方不明者およそ1万9,000人という大災害と
なった。その多くは津波によるものであった。

地震発生から巨大な津波が襲い始めるまで
およそ30分。この間にもっと多くの人に避難し
てもらうことができなかったのか，放送に携わ
る人たち共通の思いである。

NHK放送文化研究所では，震災から1年と
なるのを前に，2012年3月7日に東京で「命を
救う情報・メディアを考える」と題する公開シン
ポジウムを開催し，津波の被害を防ぐための情
報提供のあり方を議論した。パネリストは以下
の5氏である。

越野修三　岩手県総合防災室特命参事
武田敏哉　IBC岩手放送報道局長

このシンポジウムは，東日本大震災から1年となる2012年3月にNHK放送文化研究所が開催した。地震発生か
ら津波到達までに住民にどのように危険を伝え，避難してもらうかを，防災とメディアの研究者，岩手県の防災担
当者，それに地元民放とNHKの報道責任者が参加して議論した。

気象庁の当初の予測や第1波の観測値をはるかに上回る津波が押し寄せたことを教訓に，住民に「自分の身が
危ない」と危機感を持ってもらうための情報とは何かを話し合った。また全国放送とローカル放送をどう考えるべき
か，も議論した。

情報を伝える手段としてはラジオの重要性が再確認された。ラジオと同様に，避難しながら情報を入手できるワ
ンセグの可能性，さらにソーシャルメディアの活用についても意見を交わした。

避難の呼びかけについて，防災行政無線で命令調の言葉が使われた例をもとに，表現などを考えた。住民に「い
つもと違う」「ただごとではない」と感じてもらうことが重要との指摘があり，議論は表現だけでなく，情報の内容や
映像の問題にも及んだ。

最後に，今後の災害に向けて，今回の災害と教訓を伝え続けること，日頃からの防災教育の重要性が指摘され，
この点でも放送メディアが大きな役割を担っていることを確認しあった。

公開シンポジウム

「命を救う情報・メディアを考える」
～東日本大震災で見えた緊急情報伝達の課題～

「震災とメディア」プロジェクト
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矢守：広域複合災害をどのように伝えるかバラ
ンスを取るのが難しかったという報告があった
が，まさにそこが一番大きな問題だったと思う。
最初の 1 時間に，もう少し津波の警報を伝える
ことができていればという思いは誰もが共有し
ているところだと思うが，それをどう実現できる
かが重要だと思う。
山田：NHK，あるいはそれ以外の放送につい
ても，立ち上がりについては非常に多くの情報
を手早く相当広い範囲に亘って伝えたという評
価がなされている。ただ，誰に何を伝えたのか
を考えると，やはり津波への対応が遅れたので
はないかと思う。首都圏情報への傾斜や，ロ
ボットカメラやスタジオ情報など取りやすい情報
への集中があったのではないかということが，
伝える側の問題としてあるように思う。一方で，
被災地側でも，地震が起きたのが午後の時間
帯で，家族が分散しているので移動行動を優
先し，情報摂取に向ける気持ちが薄らいだので
はないか。
越野：地震発生時，私自身は青森県の八戸市
で会議中だったが，岩手県の災害対策本部で
一番先に見たのはテレビだったと聞いている。
そして災害対策本部を設置した。各市町村と連
絡がつかない中で，メディアの映像情報が非常
に参考になった。県庁は非常用電源があり，テ
レビが見られたのでメディアの影響というのは
大きかった。
目黒：NHKとしては，どのように総括している
か。
冷水：こういう震災が起きた時に，メディアが
果たす役割として，1 つは，被災者，被災地
に向けての情報発信。もう1 つは被害の全体
状況をいち早くつかんで，全国，世界に発信
していくこと。これは国の危機管理，救助，

 1．住民に伝えるべき情報とは何か

＊津波到来までの放送をどう評価するか＊

目黒：津波の情報が次 と々更新されていく，被
災地が極めて広い範囲に及び，地震の揺れに
よる被害も明らかになってくる，更にこの時間
帯には大きな余震も起きていた。テレビ各社が
伝えた映像や地域に差が出たように，難しい判
断を迫られる災害報道だったと思う。まず今回
の震災報道の評価をうかがいたい。

図1　最初の1時間の放送内容（映像）

ここでは津波の危険を住民に知らせる情
報のあり方を議論した。まず放送文化研
究所から，NHKを中心に地震発生直後か
らのテレビの報道内容を報告した。当初出
された気象庁の津波の高さの予測値は宮
城県で6ｍ，岩手県と福島県で3ｍ。最初
の観測値も20 ㎝と小さかった 1）。その後，
津波の予想高さが引き上げられていった
が，更新された情報を見聞きした人は少な
かった 2）。気象庁の出す情報，津波の映
像，首都圏の被害など，次 と々入ってくる
情報をどのような割合で放送したかを分析
すると，各局で差があった（図1）3）。
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救援活動に影響する。後者については，比較
的機能したと思う。阪神・淡路大震災の時は，
大阪でニュースデスクをしていたが，地震発生
から 1 時間くらいたった時点でも，テレビでは
コンビニで品物が散乱しているとか，京都タ
ワーの窓ガラスが割れたとか，周辺部の軽微
な被害の状況を発信し続けていた。2 時間以
上たって，ヘリコプターから高速道路倒壊の
映像が入ってくるまで，神戸の情報はほとん
ど入っていなかった。ところが今回は，沿岸
部に設置したロボットカメラがいち早く異変を
キャッチした。加えて仙台空港を飛び立った
ヘリコプターが津波の映像を捉えて，これは
世界中に，ほとんどリアルタイムで伝わった。
世界のメディア史上初めてのことだろう。そう
いう意味では，海外のメディアから，NHK の
震災報道が高く評価された。
　しかし被災地に向けての情報発信という面
では，多くの課題があったと思う。私たちが
発信した，特にテレビの情報が停電で伝わら
なかったこと，そして発信した津波の情報が
必ずしも避難行動に結び付かなかったという，
この 2 点だ。当時最前線で取材にあたってい
た記者，あるいは放送に携わってきたアナウ
ンサーの多くが，「自分たちにもっとできるこ
とがなかったのだろうか」という自問自答を繰
り返す 1 年だった。
目黒：岩手県を放送エリアとしている IBC 岩手
放送としては，今回の震災報道をどのように考
えているか。
武田：IBC はテレビとラジオの放送をしている。
災害時のローカル放送の使命と言うと，1 つは
地元の情報を全国に，世界に発信すること。も
う1つが被災した県民の命を守る災害報道をす
ること。震災時は岩手県全域で停電し，ほと

んどの人はテレビを見ていない。自分たちが生
きているエリアに命を救う情報を届けることが
できず，慚愧の念に堪えない。一方ラジオは県
内向けに生放送をしていた。
（ここで会場に地震発生時のIBCラジオの放

送が流される）
ここから震災報道のラジオがスタートし，延々

と続くことになった。この1年間，聴取者から
「随分IBCのラジオに助けられた」という話は聞
くが，問題もあったと認識している。気象庁の
データをきちんと伝えきれていなかったという部
分も，時間がたつにつれて分かってきた。

＊警報内容と観測値をどう伝えるか＊

目黒：「住民にいかに危険を伝え，避難を促し
命を救うか」という点について，課題があった
ということは共通していると思う。
　岩手県では，津波の予想される高さが 3mと
いう予報が最初に出されて，その後，津波の
第 1 波でも 20 ㎝という数字が伝えられた。こ
れが避難にブレーキをかける情報にならなかっ
たか，ということがひとつの論点。地域の住民
の受け止めはどうだったか。
越野：岩手県では，震災 1 年前のチリ地震の
時も大津波警報 3mという警報が出たが，その
ような高さの津波は来なかった。大津波警報が
出ても「たいしたことはないのではないか」とい
う感覚はあった。実際に今回アンケートをとって
みても 4 割近くの人が，3mと聞いても「たいし
たことはないだろう」と思ったという。チリ地震
の時，逃げなかった人が 35％ほどいて，「何故
逃げなかったか」と聞くと，ハザードマップで
浸水予測区域となっている人でも「自分のところ
は大丈夫だ」「防潮堤があるから大丈夫だ」「過
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去に津波がなかったから大丈夫だ」という人が
ほとんど。今回こんなに揺れた地震でも，似た
ような傾向があった。「3m」と聞いても緊迫感
がなかったのではないかと想像される。
武田：大津波警報発令で，予想される高さが
3mという発表の約 10 分後に，実際に大船渡
で 20 ㎝という津波の高さの情報が気象庁から
きて伝えた。第 2 波，第 3 波の方が大きいかも
しれないと放送しても，私自身も，あるいは伝え
たアナウンサーも，「なんだ，今回も去年のチリ
地震の時と同じか」と思った。私たちにも「安心
したい」気持ちがある。「これでおさまってくれ
ればいい」という方にイメージが行ってしまった。
聞いた人も安心して，結局その後の情報が伝わ
らずに，「20 ㎝」が独り歩きしてしまったのでは
ないか。アナウンサーも非常に後悔している。
目黒：住民の心理を含めてどう考えるか。
矢守：「情報とメッセージ」というキーワードで
考えたい。情報として，起こっていることや予
測される状態を淡 と々伝えることは重要だが，
命を救うということを考えた時には，「助かって
欲しい」「助けたい」という気持ち，メッセージ
が発信する人から出て，それを受信する人が受
け止めるという観点から，考え直していく必要
があると思う。防災に関する情報と言うと，自
然現象をまず伝えるべきであるという思い込み
が強いと思う。しかし，人に逃げてもらうメッ
セージというのは，自然現象の観測データだけ
ではない。どのような被害が出ているのか，予
想されるのか，さらに人や社会がどんなふうに
レスポンス（反応）を始めているのか。今後は
こうしたことを，伝える内容として重視する必要
があると思う。これまで津波の予測や観測の精
度，速度を上げることに取り組んできたが，そ
れだけが命を救う情報につながる道筋ではない

ということを東日本大震災の経験から，考え直
すべきだろう。
目黒：津波の予想，あるいは観測値をメディア
として伝えないというのはできないと思うが。
冷水：その通りだ。津波の第 1 波がいつ観測
されて，どの程度なのかというのは注目点のひ
とつ。教訓とすべきは，これだけの大津波の
第 1 波の観測がわずか 20 ㎝だったということ。

「この後，もっと大きな津波がくる可能性があ
る」ことを併せて伝えているが，実態とはかけ
離れた津波が第 1 波で観測された。このことを
記憶に留めるべき。それから津波の予想高さの
問題だが，私たちの取材でも，「自分たちのと
ころの防波堤は高さが 10m あるのだから，6m
ならまだ余裕がある。だから避難しなくてもい
いと思った」と証言している人がいた。「6m」
という高さでも，安心情報と受け取られてしまっ
たことは，情報を出す側にとって教訓とすべき
こと。
目黒：こうしたことを踏まえて，気象庁は津波
警報の情報の出し方を改善することを決めて
いる。

＜気象庁の改善点＞ 4）

ポイントは，
① 巨大地震では，具体的な高さの数値は出さ

ずに，「巨大津波が予想されます」などの表
現にすること。

② より高い津波が予測されている場合，小さ
な観測値は出さないこと。

③ GPS 波浪計など沖合の観測情報を，新たに
発表すること。

④ 津波の予想高さ，警報の範囲など，重要な
変更があった場合，変更部分が分かるよう
に目印（フラグ）を付けること。

気象庁は 2012 年中に実施したい考え。



6 　JUNE 2012

目黒：気象庁の検討にあたっては放送局側も
参加した。今回得られた教訓・反省が十分に
生かされた内容か。
冷水：気象庁とメディア側が率直な意見交換
をしたことが，かなり反映されていると思う。
例えば更新情報の問題。更新された情報とい
うのは一斉にいろんな情報が変わるので，瞬
時に何が重要なのかという判断がつきにくい。
テレビだと全部自動表示されるので，大津波
の範囲の広がり，予想される津波の高さの拡
大などが同時に分かるが，音声アナウンスで
どちらに優先順位をつけるか，瞬時に判断す
るのはなかなか難しい。目印のフラグを付け
るというのは，非常に大きな改善点。更新情
報も大切だが，もっと重要なのは一番最初に
出す情報。「最大限の巨大な津波が予想され
る」といった情報の方が，安心情報として受
け止められなくてすむという意味では大きいと
思う。

＊沖合観測値をどう活用するか＊

武田：釜石の沖合に
あった GPS 波浪計が，
6.8m のかなり高い波
を観測し，その波が
浜に到着するまで，10
分くらいあったと聞い
ている。高台に避難
するだけの時間は多分
あるだろうから，GPS

波浪計の情報は効果がある。当日の気象庁の
電文の中で，最後のところに申し訳程度に GPS
波浪計の高さというのがあったということを，
今回初めて知った。大地震では，電文の頭か

ら震度とか予想される津波の高さを伝えていく
ことになり，後半にあった実は一番大事な情報
が漏れてしまった。GPS 波浪計が感知した段
階で，緊急地震速報と同じようにすぐオンエア
できる体制をとれればと思う。
越野：リアルタイムの実況は説得力があるが，
停電の中で，テレビなどで住民に伝えるのは
難しい。各市町村が防災行政無線で伝えるこ
とが重要になってくる。その際に職員にどう危
機感を持ってもらうか。最初は「巨大」という
表現になるということだが，どれくらいの波か
ら巨大なのかが分からない職員もいる。危機
感が「巨大」というだけで伝わるだろうか。単
に「巨大」ということでなく「何 m 以上の巨大
津波だ」という言い方だと，相当大きな津波と
自覚できる。数値が独り歩きしたからダメとい
うことでなく，ある程度のイメージを持たせる
言い方は必要だろう。

＊被害をイメージさせる数字以外の情報＊

目黒：予測値などの数字以外に，より命を救う
ための情報はあるのではないだろうか。
矢守：津波の高さが「6m」といっても，安心
情報となる可能性はある。「巨大」というよう
な質的な表現に変えたとしても，やがては定
番的なフォーマットとして視聴者に受け取られ
るかもしれない。受け取る側が，そのフォーマッ
トに慣れてきてしまうと，機能を落としてしまう。
気象庁でも「大津波警報」の上に「巨大津波
警報」というカテゴリーを作ることが議論され
たと聞く。現段階では使わないとの結論だった
が，「これはもう尋常ではない」という定番フォー
マットから外れたシグナルは持っておくという点
では有用だ。例えば，テレビとかラジオの当日

武田敏哉
IBC 岩手放送報道局長
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の放送を聞くと，放送にのせるつもりのない，
周りのざわめきなどを通じて，「これは普通で
はない」との空気が感じ取れる。放送する側
にとっては予期せぬことだったのだろうが，こう
したものをあらかじめ用意しておくことも必要で
はないかと思う。
目黒：数字だけではなかなか危機感が伝わりに
くい。数字以外に被害をイメージさせる情報は
ないだろうか。

矢守：それは放送の
内容と，伝える形式
の 2 つに分けて考え
たい。内容について
は，切迫した事態の
中で，これまでの議
論にもあったように，
情報を見落としたり，
受け止める側が逆に

安心してしまったりすることがある。内容の精
度を上げたり，工夫をしたりすることには限界
があるので，伝える時の形式，フォーマット自
体を考え直していくということが必要だ。例え
ば災害時などに使われるＬ字画面 5）。「ああ，
いつものＬ字画面だ」と思われると，それが
ある意味で安心につながりかねない。でも，
いつもの青が赤になっていたとか，点滅したと
かすると，視聴者を「これはただごとではない」
と日常から異常の方にシフトさせることができ
る。いったんそうなれば，どういう情報も非
常に有効に活用してもらえる可能性がある。
冷水：Ｌ字画面にもいくつかバージョンを用意
してはどうかという提言については検討してみ
たいと思う。先ほど GPS 波浪計の話が出たが，
予測値ではなく実際の観測値を早く伝えるこ
とができるように改善していきたい。気象庁の

情報提供に合わせて津波の高さ，地域，予想
される到達時刻などの情報とともに，沖合など
の観測値を同等に紹介していく。波形の可視
化などにもチャレンジをしたい。
目黒：津波が 10mとか 6mとか，そういうデー
タの数字と実際に起きる被害とが結び付くかど
うか。何が起きるのかが具体的なイメージとし
て浮かばないと，避難する気持ちになりにくい
のではないか。
武田： 6m の津波にはとんでもないエネルギー
があることを一般の方に分かりやすく伝えてい
かなければならない。数値でしか分からない部
分はあるが，表現をどうするか。聞いている人
が納得するものを放送局自体がどう考えて伝え
るかを検討したい。
冷水：地震，津波のようにいつ起きるか分か
らない災害と違って，例えば台風とか大雨な
ど災害の発生が予測できるような場合は，過
去に起きた災害の映像を早めに放送に流して，

「こういうおそれがある」ということを提示し
ていくことが重要だと思う。2011 年 7 月末に，
新潟で信濃川の支流が氾濫したが，かなり大
きな被害が出る可能性が高いと判断し，避難
指示や勧告が出る前に，新潟県のローカル放
送で，東京発の NHK スペシャルを受けずに，
過去の災害映像を繰り返し流して注意を呼び
かけた。その長時間の報道が，結果的に住
民の早めの避難につながったという評価を県
や市からいただいた。
越野：緊急事態を知らせるには，サイレンと
か半鐘とか，そういう尋常ならぬ音，「これ
は何だ」と住民に思わせるのが非常に大事。
震災の 4 日目か 5 日目に，大船渡で 5m の引
き波があったという情報があったが，防災無
線は壊れていた。そこで自衛隊の無線を通じ

矢守克也
京都大学防災研究所教授
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て消防団などのサイレンで注意をひきつけて，
「逃げてください」と言って回った。昔の空襲
警報のように，注意をひきつけて情報を伝え
る。尋常じゃないことを知らせるには「音」が
一番だと思う。
目黒：その上で，どのくらいの被害が出るのか，
住民にイメージしてもらう情報の伝え方はある
だろうか。
越野：その時に伝えようと思っても，なかなか
伝えられないと思う。受け手が危機的な状況
を判断できるかどうかは，普段からイメージを
持っておけるかどうかだ。それによって捉え方
が全然違う。
山田：日本の緊急災
害報道というのは，ま
さに完成形で世界の
モデル。緊急地震速
報 が自動的に流れ，
警報も自動的にきちん
と文章化されて，それ
をアナウンスすればす
む。非常にマニュアル
化されているわけだが，「想定外」に対応する
には，マニュアルにどれくらい「のりしろ」を作っ
ておくかということが，非常に大事。今の改善
点も，マニュアルを改善していこうというところ
が強い。
　さらに自然災害の場合，放送局は基本的に，
気象庁の情報を報道していくことになっている
が，今回分かったのは，気象庁の情報が結果
として，住民に安心感を与えたり，誤った情報
になってしまったということ。いわゆる「官発
表」の情報も，場合によっては完全ではない
というところを，どこか頭の片隅におく。この
2 つが「安心の克服」のために大事。

＊全国放送とローカル放送＊

目黒：危険性を住民に伝えるためには，その
危険は自分の身にふりかかることであるとイ
メージさせることが大切と言われている。放送
の出し方も，全国で伝えるのか，地域で伝え
るのか，あるいはテレビがいいのか，ラジオが
いいのか，という議論があるが，どう考えるか。
山田：テレビには，これまでの経験則に沿って，
その延長線上で情報を出していこうとするとこ
ろがある。その経験則を超えて，躊躇なく違う
ことができるかどうかが，ひとつのポイントだと
思う。例えばテレビの場合は映像が大事。でも
今回の場合で言うなら，特に最初の 30 分には
大津波の映像はなかった。その時に，映像を
捨てるという決断ができるかどうか。それが結
果的に，被災地に対して，より正確に近い情報
を伝える方法だったのかもしれない。
　全国と地方ということを考えた場合も，東京
の持っている情報，あるいは東京のデスク，あ
るいは制作者が想像できる範囲には限界があ
る。その限界をどう超えるか。どういう形で，
現場（被災地）に近い人たちの感覚，危機感を
東京が共有できるか。逆に言えば，東京では
なく，地方，現場に近い人たちの意思のもとで，
情報が流せるようなシステムをどう作っていくの
かが，検討課題だろう。
矢守：先ほどキーワードとして「情報とメッセー
ジ」ということを取り上げたが，メッセージを出
す人自身も事の渦中にいることが大事だと考え
ている。聞く側から見ると，伝え手が安全圏に
いるのと，渦中にいるのでは大きな開きがある。
渦中にいる人が渦中にいる人に「メッセージ」
として呼びかける構造を作ることが大事。すぐ
に実現できるかどうかは別問題だが，理想とし

山田健太
専修大学文学部准教授
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て追求することは重要だと思う。呼びかけに具
体的な海岸名，具体的な地名が出てくるという
のもポイント。地域の消防団の人や町長，つま
り渦中にいる人が，その地域の地名を使って，

「○○通りから下の方は直ちに上に逃げてくださ
い」と呼びかければ，聞く人の受け止め方が相
当違ってくる。

越 野：それができれ
ばいいが，かなり難
しいと思う。ローカル
のテレビ局やラジオ局
が気象庁より詳しい情
報を入手できるだろう
か。実際に津波が来
ている情報を画面で見
せても，その時点では

遅い。確かに言われたような形は理想。現に，
津波で避難する時，隣近所の人たち，それこ
そ当事者同士が「逃げよう，逃げよう」と言っ
た方が効果は大きい。
武田：岩手県沿岸には 12 市町村ある。南北の
距離は 180 ㎞。集落ごとの情報は把握できな
いので，「海に近づくな，高台に逃げろ」しか
ないかと思う。地震が発生して，津波が来るま
での段階ではちょっと厳しい。
冷水：情報のニーズは時の経過によって変わっ
てくる。伝える側から言うと，初期段階の津波
の判定は，気象庁が東京と大阪の 2 か所で行っ
ているので，この情報の共有化と一元的な判断
が重要になってくる。ただ，時間経過とともに，
様々な情報ニーズが出てくるので，全国放送，
ローカル放送をうまく使い分けて情報発信して
いく必要がある。東日本大震災では，当日の夜
から原子力発電所の緊急事態が進展していき，
かなりの部分を原発報道にシフトしていった。

通常の緊急報道だと，徐々に沈静化していくが，
今回は全く逆だった。そうした中で，当日の夜
とか，2日目以降，津波の被害にあわれた方々に，
果たしてきめ細かな情報が提供できたのだろう
かという点は，我々の反省点だと思う。
山田：確かに最初の 30 分を考えた場合は，
ローカルの情報発信が難しいのは事実。当日の
NHK を見ると，東京の映像と東北の映像の割
合が半 く々らい。この割合を，少し変えていく必
要はあると思う。ローカル局の危機感を同時に東
京が共有できるようにする。要するに，東京の思
いを地方に流すのではなく，地方の思いが東京に
くるという流れにどう逆転させるかが大事。それ
がローカル発の情報という意味合いでもある。矢
守氏の話も，そういう意味だと思う。ここで具体
的な対策を取らないと，結局，今回と同じような
ことが起きてしまう心配がある。例えばローカル
局の取材をより厚くする，あるいはローカル局経
験の記者が増えるということが 1つかもしれない
し，ネットワークの中で言うならば，キー局とロー
カル局との関係を，少し変えてみるということかも
しれない。今後どう変わっていくか期待している。
矢守：先ほどの越野氏の指摘を私も非常に大事
だと思っている。情報を入手できるのかという
ことと，見せたとしても遅いのではないか，と
いう点だ。ただ，情報の入手先は気象庁だけ
ではない。現に起きている被害，人がどうリア
クションしているのかということも非常に貴重な
情報だということを先に指摘した。こうした情
報については，電子機器の発達で様 な々ソース
から入手することが，今後より容易になるだろ
う。シンポジウムの数日前に放送された NHK
スペシャルで伝えられていたが，まさにあの日，
津波が来襲する様子を，いろいろな人が映像
に撮っていた。その映像をその時に見ることが

越野修三
岩手県総合防災室特命参事
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できれば，多くの人が避難するだろう。関西の
話をすると，東南海，南海地震が起きた場合，
和歌山県の南の方は，地震とほぼ同時に津波
が来てしまうが，大阪や神戸は 2 時間くらい余
裕がある。2 時間もあれば，具体的地名ととも
に潮岬の映像を配信することが可能ではない
のか。遅すぎるという部分も克服に向けて技術
的な改良を加えるチャンスがあるし，そのよう
な条件下にある地域も日本にあると思う。

 2．住民にどうやって情報を届けるか

＊多くの人に使われたラジオ＊

目黒：まず震災時の情報を得る際の，ラジオ
の有効性をどう考えるか。
矢守：被災地で話を聞いたが，ラジオ，特に
カーラジオを聞いていた人の情報をもとに，周
辺の人も含めて行動をしていた。一方で，テレ
ビで得た情報をもとに，校長が対応した小学
校もあった。東京や関西で，テレビやラジオで
情報を知った方が被災地の友達とか親にメール
や電話をかけたという話もあり，各種調査でテ
レビやラジオが情報源として一番でなかったと
しても，個々のケースを詳しく調べると，どこか
でテレビやラジオの情報が引っ掛かっているこ
とがかなりある。

目黒：避難することを考えると，ラジオの有効
性，役割は非常に大きい。
矢守：大事なのは，「逃げながら聞く」「聞きな
がら逃げる」こと。情報を取るという行動と，
避難をするという行動を両立させることができ
るメディアという点が重要だ。それを前提にし
た情報発信が必要だろう。逃げながら聞いて
いる人たちに対するメッセージ，その方だけで
なく周りの人たちに情報を伝えてくださいという
メッセージ，発信する側の伝え方にも変化が必
要だし，多分変化してくるだろうという予感が
ある。
武田：カーラジオ，あるいはカーナビのテレビ
で情報を得た人たちがいるのだが，渋滞で津
波に巻き込まれた人もいる。車を捨てて避難す
ることを考えると，カーラジオ，カーナビに代わ
るものを，自分で準備しなければならない。ワ
ンセグには充電の問題があり，乾電池が使える
携帯ラジオが一番の情報源なのかもしれないと
いう気がしている。1 つではなく，携帯電話と
同じように小型のものを常時持っておく，ラジ
コ 8）が聴ける携帯端末を持っておくなど，複数
用意しておくべきだと思う。

＊ワンセグの可能性＊

冷水：一番はラジオ
というのはご指摘の
とおりだが，今回の
震災の大きな特徴は，
携帯端末で情報を得
た人が多かったという
ことだ。ワンセグが具
体的に機能した例とし
て，JR 常磐線のケー

ここでは情報を住民に届ける手段につい
て取り上げた。東日本大震災では強い揺れ
によって停電が起きた。住民が大津波警報
を知った手段としては，防災行政無線が最
も多く，次にラジオとなっていて，テレビと
いう人は少ないこと6），一方でラジオは日常
的に聴く人が減っていること7）などを報告し
た上で議論をした。

冷水仁彦
NHK 理事
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スがあげられる。福島県の新地町というとこ
ろで，列車がとまっている時に，大地震が発
生した。大津波情報を知ったのは乗客が見た
ワンセグによってで，乗り合わせていた警察
官が，乗客全員を高台に避難誘導した。その
後，列車は津波に巻き込まれたが，全員無
事だった。地震当日の映像を見返してみると，
被災地はもちろん，東京でも帰宅できなくなり
ワンセグで情報収集した人が多くいた。

地震発生直後の情報の入手方法について，
NHKの編成局で去年5月に，宮城・岩手・福
島に住む4,000人を対象にウェブで行ったアン

ケート調査を見ると，停電があまりな
かった福島県では，NHK総合テレビ
が一番多かった。岩手県では，IBC
をはじめとする民放ラジオ。宮城県で
は，NHKのラジオ，民放のラジオと
いった順番だった（図2）。

ワンセグで情報を得た人は，NHK
のワンセグが3県全体で14％，民放
のワンセグが16％で，重複もあるが，
かなりの人がワンセグで情報を入手し
ていた。

このうち3県で避難，移動中の情
報の入手先を見ると45％がラジオで，

ワンセグは22％，避難移動している人の5人に
1人がワンセグで情報を得ていた。ワンセグは，
緊急避難時のツールとして，決して無視できな
いものになっていると思う。

このことを意識して放送の内容も変えていく
必要がある。例えば「すぐ避難を！」という文字
を常時表示する。普通のテレビでは見える数字
も，ワンセグだと見にくい場合があるので，重
要な情報については全画面で表示する（図3）。
目黒：ワンセグは若者の利用はあるが，年齢が
高くなると利用が減っている。高齢化が進む中
で，使いこなせるだろうか。

図 2　地震発生直後に見聞きしたメディア（複数回答）

　　　（主なメディア6つの結果を表示）

　　　（地名，数値は訓練用の仮のデータ）

図 3　従来の画面（左）と全画面表示（右）
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越野：私自身もワンセグで津波を知った。有効
活用は，非常に大事だと思う。高齢者の問題
だが，若い人たちがワンセグを持ち，高齢者に
声をかけて一緒に避難する方法もある。今回，
岩手県では停電でテレビが見られなかった。ラ
ジオ，ワンセグ，停電時でも情報を得られるツー
ルというのは，これからどんどん普及していか
なければいけない。ただ，今回は充電ができず，
ワンセグを使い続けることができなかった。充
電をどうするか，多様なツールをどうやって駆
使をするかが，これからの課題ではないか。
山田：新しい端末に向けた，新しい情報の出し
方は検討していくべきで，全画面表示など，ま
ずは 1 回やっていただきたい。ただ，様 な々ツー
ルのどれか 1 つを大事にするというよりも，す
べて大事。特に最初の 30 分間というのは，い
かに早く，いかに一人でも多くの人に情報を伝え
るかが問われるので，メディアを「複線化」す
ることが大事。全国向け放送も地方向け放送
もある。電波もあれば，有線もあれば，無線も
ある。端末で言うならば，携帯もあれば，メディ
ア端末もあれば，テレビもある。いろいろな形
が併存するのが一番いい。

ひとつのものに集中させるのは，行政誘導
的な方法でできる。例えば，ラジオを全世帯
に配るのは，やろうと思えばできる。でもそれ
は，多分成功しない。ラジオを聴くという行動
習慣がなければ，宝の持ち腐れになってしま
う。緊急時に使ってもらうためには，若い世代，
ビジネスパーソン，中高年が，それぞれ自分に
適した，日常使っているメディアをすぐ手にし
て，情報を入手するという「習慣づけ」をどうす
るかが，むしろ大事になってくる。
冷水：我々もあらゆるツールに情報発信してい
くということが，大事だと思っている。またい

わゆる災害弱者と呼ばれる人，外国人などに
届くように情報発信していくということも重要
だ。
目黒：普段使っていないものを，緊急の時に使
えるかという問題だが，ラジオを日頃から聴く
習慣をつけてもらうための工夫はないか。
武田：テレビで言えば視聴率，ラジオで言えば
聴取率は，民間放送の収入を大きく左右する。
経営全般を考えても避けて通れない問題だが，
近年，ラジオを聴かない，ラジオ自体を持って
いないという人たちが増えている。特に若い人
で，ラジオと接触する時間が非常に少ない。ど
うすればラジオを持ってもらえるかが課題。
　震災直後，沿岸部で避難している人は 5 万人
いたが，多くの避難所には情報収集のツールが
なかった。新聞も届かず，テレビもラジオもない，
世の中どうなっているか分からないという状態。
会社にある在庫のラジオを，何か所かに持って
行ったが，すぐに無くなった。こうしたことから
震災 2 日後の 3 月13 日の昼に，テレビとラジオ
を通じて，県民に「電池の入ったラジオをお持ち
ください」というキャンペーンを始めた。当時，
一般の人は，救助活動で大変な沿岸部には入
ることができなかったが，そうした地域の人た
ちのために何かできないかという動きがあって，
これにラジオの募集がマッチして，大変な数の
ラジオが IBC の本社に届けられた。社員が手
分けして避難所に届けた。ラジオを持ってもら
うためのキャンペーンを，今後やっていきたい。

＊新しいメディアをどう使うか＊

目黒：情報をなるべく複線化して伝えて，あら
ゆる経路で届けるようにしようということを考え
ていくと，ラジオあるいはワンセグに加えて，
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最 近のソーシャルメ
ディアといった新しい
メディアは活用できな
いだろうか。今回の震
災においてソーシャル
メディアは，例えば，
孤 立した人の 情 報，
その後の生活情報と
いったところでは，た

いへん役に立ったと評価されている。こうした
メディアを，地震発生から津波到来という時間
帯に役立てることができるだろうか。
山田：私は役に立つと思っている。ソーシャル
メディアに限らず，広くネットメディアと考えた方
がいいかもしれないが，今回はっきりしたように，
マスメディアと自然体で補完関係が出来上がっ
ていると思う。今回は地震発生直後より，もう
少したってから，様々な情報がツイッターで発
信されたが，この経験を経て，次回からは災害
発生直後から生かされるだろう。

ソーシャルメディアの活用は，情報のアーカイ
ブ化にもつながる。どうしてもテレビの場合，情
報は「フロー」で，流れて消えてしまうが，テレ
ビで流れた情報をどう「ストック」していくか，気
象庁の発表情報などをどう「ストック」していくの
かを考えないといけない。それを全部，政府や
地方自治体のウェブサイトに任せるのでは
なく，ソーシャルメディアの持つ「情報を
ストックする力」を生かすべきだろう。

今回の経験の中で分かってきたこと
は，マスメディア自体が，ウェブがある
種の受け皿になると想定して情報発信を
しているということ。その最たるものが
安否情報かもしれない。それ以外にも，
様々な形で「詳細はウェブで」というこ

とをやっている。こうしたことを前提にした社
会全体の情報の共有の役割分担というのが始
まっていくのだろう。技術的には，「映像情報」
と「テキスト情報」がお互いにうまく合わさり，
補完しあうことが自動的にできるようになって
いくだろう。

ソーシャルメディア，ネットメディアが，最初
の30 分間に的確な情報を出していく，しかも
その中で，「ノイズ」といわれる余計な情報を落
としていくシステムができるのも遠くない。今回
の経験を生かして多くの人が取り組んでいるの
で，間違いなく実現するだろう。
越野：先月（2 月）に，オランダの国際会議に
行った時に，各国の危機管理担当者から「ソー
シャルメディアを使っていないのか？」という質
問があった。地震発生当初は，電源の問題が
非常に大きな壁になって，ほとんど使えなかっ
た。知事が県民にツイッターでお知らせをした
とか，医療班の医師がフェイスブックで応援を
求め，医療関係者が駆けつけたということがあ
り，ネットワーク，IT 環境が整った時点では，
様 な々面でソーシャルメディアは非常に有効だっ
たと言える。

ただ行政としては，ソーシャルメディアの情
報は，信頼性と確実性という観点から，まだ使
える段階にはいたっていないというのが正直な

目黒英一
NHK 放送文化研究所副所長
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ところだ。
武田：IBC では，地震発生の 8 分後の 2 時
54 分，「岩手県沿岸に大津波警報」をツイート
したのが始まり。震災関係でその日の夜まで
に 70 くらいツイートした。フォロワーはたいへ
ん多かったが，担当者に聞くと，沿岸の被災
者ではなく，県外の人が岩手の情報を取りに
きているようだった。ツイッターによる発信を
IBC がしていることが，もっと広く認知されて
いれば，違う展開もあった気もする。とにかく

「あらゆるツールを使って」と考えていた。
山田：私は放送局が緊急避難報道に関してツ
イッター発信に力を入れることについては，否
定的。今回，テレビが評価されているのは，
一斉で大量，しかも迅速に広域な情報伝達が
できたからで，これがテレビのメディア特性。
この特性を最大限生かした形での避難情報伝
達をする必要があり，現状ではソーシャルメディ
アに比べれば，一歩も二歩もその点では強い力
を持っている。特性を生かしたものを放送局は
きちんと出していく。ただし，ソーシャルメディ
アといい関係をきちんと作り，いつでもすぐに乗
り入れができる体制を作っておくことは大事だ。
矢守：2 点指摘したい。1 つは，新しいメディア
を使っている層とラジオを比較的よく聴く層は，
年代が離れている。例えば地域で避難訓練な
どする時に，マスメディアとソーシャルメディア
を扱う会社が，共同で参加できるといいと思う。
若い人は得意のワンセグで情報を取り，それを
周囲に伝える。ラジオで情報を取る人もその情
報を伝え，情報のクロスチェックをする。そう
いう形で複数のグループを事前にオーバーラッ
プさせておくことが有効だと思う。もう1 点は，
ソーシャルメディアには「受信するメディア」と
いう側面と「発信するメディア」という側面があ

り，前のパートで話をしたような，地域でしか
分からない情報をいち早くキャッチして，それ
を発信するために活用することを考えたい。信
頼性が置けるのかといった問題点はあるが，「発
信機としてのソーシャルメディア」というのが，
特に最初の 1 時間を考える上で重要だと思う。
冷水：停電など状況の違いはあるが，今回の
震災の特徴は，人々があらゆるメディアを使っ
て，情報を得ようとしたことだ。テレビで見た
情報をまたネット上でも見ようとした，ソーシャ
ルメディアでも確認しようとした。山田氏が指
摘したように，本業がおろそかになってはいけ
ないが，テレビ・ラジオの放送を基軸にしつつ，
そうしたニーズに私たちも応えていきたい。今
回の地震発生の1分後に，NHK 広報局のツイッ
ターが，真っ先に「地震に注意してください」と
いった呼びかけを始めた。さらに報道局の生
活情報部がツイッターで発信を続けた。フォロ
ワーの数は，震災前と震災後で，500 倍くらい
に増えている。それだけニーズがあるというこ
と。いろんなネット上で，デマや間違った情報
も飛び交うので，そうした中で信頼できる情報
は何か，あるいは公的機関の発する情報は何か
を求める動きもあったと思う。ソーシャルメディ
アでも，確かな情報を提供していきたい。

 3．住民に避難してもらうための表現

ここでは危険を知らせる情報を，避難とい
う行動に結び付ける方策について議論をし
た。震災時，茨城県大洗町は，防災行政無
線で住民に避難を呼びかける際，行政用語
にはない「避難命令」という言葉や「避難せ
よ」と命令調の言い方を使った 9）。実際の呼
びかけと住民の受け止めなどをVTRを使っ
て紹介した後，議論を進めた。
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＊「尋常でない」と感じさせる＊

越野：岩手県の釜石市では避難の呼びかけを
変えようとしている。他の自治体でももっと緊
迫感を住民に伝えられる伝達の仕方を検討し
ているところだ。
矢守：昨日，たまたま大洗町にいて，VTR で
映し出されたあたりを歩いていたので，アナウン
スの意味がより一層分かった。今回のケースを
評価した上で言うのであるが，命令形が定番的
なフォーマットになってしまえば，今と同じ問題
が起こってしまう。命令形そのものが大事なの
ではなく，住民が言っていたように「今までにな
い」「これまでにない」呼びかけ方だったという
ところが非常に重要。メディアの側，伝える側
としては，「今までにない」「これまでにない」と
いうことを，一歩先に構想していく必要がある。
目黒：こうしたことを放送に応用できるのか，
これまでとは違うものが出せるのだろうか。
冷水：まさに，そういう観点で見直しを進めて
きた。せっかく放送した内容が，なかなか避難
に結び付かなかったという問題意識が，多くの
人にあった。

放送の最前線にあったニュース制作の現場
や，アナウンス室の人たちなどが，自分たちが
もっとできること，違う呼びかけの仕方があっ
たのではないかと何度も検討を重ねてきた。そ
れをもとに，災害の初期の報道を見直した。
大津波警報が出された場合，避難の呼びかけ
の回数を増やし，危機感がより伝わるようにし
たい。具体的には，避難の言葉は従来だと「大
津波警報が出ています。それは次の沿岸です」
ということだったのが，「大津波警報が出まし
た。今すぐ逃げてください」といった文言を挟
みこむ。津波の予想区域を伝えている時も，3

か所くらい伝えるごとに，「今すぐ逃げてくださ
い」といった文言を入れる。「東日本大震災を
思い出してください」という文言も入れる。

それから命令調という言葉が出ていたが，
従来の「高いところに上がってください」「避難
を続けてください」といった呼びかけを「可能
な限り高いところに逃げること」「引き返したり
しないこと」と，言い切る形で，命令調の表現
も採用したいと思っている。もちろん警報の段
階に応じて，呼びかけを強めていくことになる。
また映像表現についても変えてみたい。変化
のない海の映像をあまり流し続けると，「津波
は来ないのではないか」といった偏見を生む
ので，できるだけ使わない。使う場合も多用
せず，警戒している映像をアップで使うよう改
善したい。実際にどのような放送になるのか
VTRにまとめた。外部で公表するのはこれが
初めてだが見てもらいたい。
（ここで新しい呼びかけを使ったVTRが会

場に流された）
矢守：貴重な改善だと思う。100 年に 1 回の災
害のために，とっておいていただきたい。
山田：こういう形でマニュアルの改善を素早く
されたことについては非常によかった。最初の
議論の中で「安心の克服」という話をしたが，
それには「躊躇をしない」ことを徹底する必要
がある。空振りを恐れないということかもしれ
ない。マニュアルを作ると，震度 6 ではここま
でとか，震度 7 になれば次のレベルを適用す
るということになるが，場合によっては震度 7
でなくても，最大限の呼びかけをすることを躊
躇しない，その気持ちをどう共有できるかとい
うことが大事だろう。目安は大切だが，現場
がルールに縛られることは，マニュアル策定の
本意ではなかろう。
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＊「人の動きが避難を促す」＊

目黒：避難を促すための情報として，矢守氏は
「今，人が逃げている」という情報があると指
摘していた。
矢守：先ほど，映像についても，静かな湾の
様子を映すのはできるだけしないという話が
あったが，例えば，ロボットカメラで海だけで
はなく，避難所とか，町から避難所に向かって
歩くルートとかを映してはどうか。人のふるま
い，人が何をしているのかというのは，私たち
にとって非常に重要な情報。海など自然にどう
いう変化が起きているのかということだけでな
く，いろいろなケースを想定する必要があると
考える。
目黒：「実際にこれだけの人が逃げている」と
いうことも，避難を促す大切な情報になる。そ
の意味では，IBC の放送がひとつの参考にな
ると思う。

武田：リポートしていたのは元アナウンサーで，
今は沿岸部を統括する営業の責任者。本拠地
は釜石市だが，当日は仕事で宮古にいて，地
震に遭遇した。

彼がアナウンサーをしていた頃に，阪神・淡
路大震災があり，災害時の取材の仕方を勉強
した。その中で，電話がつながらない時公衆
電話が有効であると聞き，以来，公衆電話用

の小銭をいつも持って仕事をしていた。
地震が起きた後，「宮古ならあそこに公衆

電話があった」という記憶を頼りに，浄土ヶ浜
の駐車場に行った。携帯がつながらないので，
電話ボックスには多くの人が列を作っていた
が，公衆電話もなかなかつながらない。あき
らめていなくなる人もいたが，何回もかけてい
るうちにIBCのスタジオにつながって，リポー
トとなった。
矢守：先ほど「渦中の人」が伝えることが重要
と話したが，IBC でリポートをしていた人がそ
うだ。当事者として渦中にいて，伝えていると
いうことが，非常に大きなインパクトを与える。
スタジオの人も，伝えている場所が安全かどう
かということを気にしていたが，その点は注意
が必要だ。

今回津波の心配がなかった東京から伝える
形だけではなく，ローカルエリアから渦中にい
る人たちが，実際に避難している人たちのこと
を伝える。この形はこれからも重要になってく
る。そういうことを可能にするためには準備が
必要。先に述べたように，避難場所にカメラ
をつけておくとか，あるいは避難場所に逃げる
人とメディア側が，事前に関係を作っておいて，
そこからソーシャルメディアなどで情報をあげ
てもらうなどの工夫が必要である。最前線で
何が起こっているかということを，その場にい
る人たちが伝えてくれる，そういう発信の形態
が理想だと思う。
越野：避難に直接結び付けるような情報という
のは，津波が迫ってきてからでは遅い。迫って
くる前に，そういう情報を伝えなくてはならな
い。自衛隊のヘリコプターは映像を送る装置
をつけて，震度 5 強以上になったらすぐ飛び
たてるようにしており，今回もヘリコプターは沖

ここでIBCラジオの放送が会場に流され
た。

放送は地震発生直後の午後3時すぎのも
の。宮古市の海岸近くにいる社員が，公衆
電話を使って状況を伝えた。巨大な津波が
押し寄せる直前で，伝える社員自身も海岸か
ら高台へ避難したこと，周囲の人たちも次々
と避難していることを伝えている。
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合で津波を把握できていた。その映像，情報
をいち早くメディアと行政とが共有して，住民
に伝えられないか，可能性を検討してもらって
いる。それが可能ならば，避難に直接結び付
く情報として提供できるのではないか。
山田：若干観念的な話になるが，ひとつ注意
をしておかなければならないのは，警報や避
難の放送というのは，放送法であるとか，災
害対策基本法の指定公共機関としての，ある
種の枠の中でしなければいけない部分が出て
くる可能性がある。それからすると，工夫で
きる部分というのは限られているかもしれない
が，冷静にできる限り早く情報を伝達するとい
う部分と，ある意味で主観的に，これまでの
経験や専門性で危険性をキャッチして報道し
ていく，ジャーナリズム性を発揮して報道して
いく部分の，両方をうまくバランスをとってい
くことが，地震発生直後の 30 分においても求
められていると思う。

 4．今後の災害に備えて

＊災害教育，伝え続けること＊

目黒：これまで，災害発生から 30 分ないしは 1
時間の放送について様々議論してきた。ここから
は次の災害に対して，日頃からどう備えて，何に
取り組んでおくべきかということを議論したい。
越野：地震後 11 月から 12 月に釜石市の住
民にアンケートをした結果を紹介したい。地
震発生時に避難する必要を感じたという人は
68％。つまり 30％余りの人は，あの激しい揺
れでも，避難の必要性を感じていなかった。
避難指示，避難の情報をラジオとかテレビ，
防災行政無線で知った人たちの中でも，40％
近くが避難の必要性を感じなかった。強い揺
れがあり，行政も避難を促したけれども，な
かなか避難しない人たちがいるということだ。

釜石市の鵜住居地区を，群馬大学の片田敏
孝教授と釜石市が調べ
た結果，亡くなった人た
ちはほとんどがハザード
マップの浸 水予測区域
外，つまり想定宮城県沖
地震が起きた時に浸水す
るとされた地域の外の人
たちだった（図4）。

しかし同じ浸水予測区
域の外にある釜石東中
学校，鵜住居小学校で
は，子どもたちが全員避
難をして助かっている。
ご存じのように，これら
の学校では片田教授の
指導で防災教育が行わ

 

震災の浸水区域
ハザードマップの浸水予測区域
死者・行方不明者の居住地

大槌湾

片岸町釜石市

図 4　震災の浸水区域

（資料提供　岩手県釜石市）
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れてきた。今回「釜石の奇跡」と言われている。
揺れがあっても，放送があっても逃げない

人たちをどうやって逃がすか，結局，普段か
らの教育，訓練しかないのではないか。確か
に避難を促す情報を伝えることは大事だが，
普段から災害への構えとイメージをいかに植え
付けておくかが重要だ。

岩手県では今回の津波で住民の意識が変
わったと思うが，東海地震や東南海，南海地
震が起きた場合，津波を経験していない地域
では30％，40％といった人が，揺れを感じた
り，情報を聞いたりしても，恐らく「逃げる必
要はない」という意識だと思う。そういう人た
ちに，いかに逃げる意識を持たせるか，これ
もメディアの役割なのではないのか。
山田：日常，きちんと報道していくことが基本
的に重要だ。これが案外メディアにとっては苦
手なことで，「変わらないこと」を報じ続ける
のは難しい。でも，それをしないと災害は風化
してしまう。風化してしまうと，同じ過ちが起
きる。「同じこと」を伝えるのも難しい。けれど，
地域の危険を伝えるには，繰り返し同じ情報
を伝えていく。それによって地域で危険を共
有，知ることができる。

今回の震災では，知りたい情報がなかなか
伝わらず，メディアに対する距離が広がってし
まったという批判もある。できる限り地域に近
づいていくことを，特にNHKには期待したい。

災害が発生した時に，すぐにテレビをつける，
ラジオをつけるという「習慣づけ」が大事だと
言ったが，それはまさに日常的な報道の積み重
ねによって，いざという時に見てもらう，聞いて
もらうという信頼関係の構築につながっていく
だろう。
矢守：2 点申し上げたい。1 点目は，越野氏か

らも指摘があったが，住民の意識を高めること，
同時に住民とメディア，自治体との関係を作っ
ていくことだ。この関係を作る際に注意するこ
とがある。情報がはずれる，避難が「空振り」
をすると，「けしからん」と思う人がいるが，こ
の感覚の背後には「自分たちは当然正しい情
報を受けるべき。自分は受ける立場で，情報を
出すのは他の人」という考えがある。先ほど「受
信」「発信」の話をしたが，住民が一方的に情
報を受けるという立場になるような形で関係を
作っていくと，必ず今と同じような問題が起こ
る。住民も自治体の人も，メディアに対してど
んどん情報を発信していく。情報が取れる最
前線にいるのだから，情報を出す役割もある
のだと考えてもらう。それだけの技術的な改善
もできつつあるので，「立場を変えていく」とい
うことが大事だ。今回，消防団や自主防災組
織の人たちに典型的に見られたが，情報を出
す側も「逃げてください」と呼びかけるだけで
はなく，自ら逃げなくてはならなかった。つま
り緊急事態においては，「私は発信する人」「私
は受信する人」というこれまでの関係が壊れる
ということだ。それに向けて事前に準備をして
いく必要がある。

2点目は，教訓を残していくにあたって，災
害は同じ形では起こらないことを頭に入れてお
くことだ。東日本大震災のインパクトは非常に
大きいが，次は違うパターンの災害が襲ってく
る可能性が十分にあるということを，メディア
は発信しなくてはならない。津波に関しても，
昼夜の違いとか夏冬の違いもさることながら，
明治三陸津波のように，強い揺れを伴わずに，
いきなり津波が来るような形も十分に考えられ
る。東日本大震災の衝撃に引っ張られてしま
うところがあるが，それを克服していくことも



19JUNE 2012

メディアの重要な役割だ。
武田：越野氏が取り上げた釜石市について付
け加えておきたい。私たちも番組を作ったの
だが，片田教授が何故，釜石市で防災教育
をしたのかというと，研究のため調査してみる
と，逃げない親が多い。親が逃げないと，子
どももまず逃げない。みんなが避難するように
なるためには，子どもを変えない限りは無理だ
と考えたということだ。鵜住居小学校の卒業
生は隣の釜石東中学校へ行く。震災時も訓練
と同じように中学生が小学生の手をひいて高
台に逃げ，学校にいた子どもたちは全員無事
だった。ハザードマップの外にあるにもかかわ
らず，どんどん逃げていった。子どもたちはイ
ンタビューに「奇跡なんかじゃない。日頃から，
ずっと訓練をやってきて，いつも通りのことを
やっただけ」という言い方をする。防災教育の
あり方として，大人を説得するのは難しいので，
やはり子どもからスタートするのがよいと思う。

そして冒頭から話しているように，今回は停
電で大変な思いをした。住民の人たちも，停電
することを前提に，自分は何をもって情報を取
るのかというのを考え直すことが必要ではない
か。ラジオの話はしたが，放送を出す側も何が
できるのか考えていきたい。
冷水：2 つ申し上げたい。1 つは公共放送とし
て，いかなる状況になっても放送を出し続ける
ということ。過去に放送局自身が被災したケー
スがあった。だから，仮に東京の放送センター
が被災して放送が出せなくなっても，その時
は大阪から出す。さらにそれもだめな時は福
岡から出す。あらゆる事態を想定して，とにか
く放送を出し続けるということが大事だと考え
ている。もう1 つ，報道の立場から言うと，津
波の脅威を伝えること。圧倒的な変化のスピー

ド，押し寄せる速さを伝えていく。その意味で，
やはり映像の力は非常に大きい。当時の映像
は見ていて，つらいものがあるかもしれないが，
やはり節目，節目で伝え続けていくことが必要
だろう。自然災害に国境はないので，これだ
けの災害，さらに原発事故に直面した先進国
日本のメディアとして，日本だけでなく世界に
発信し続けていきたい。

＊おわりに＊

目黒：最後に全体の議論を振り返って一言ずつ。
山田：「津波てんでんこ」という言葉が今回，
有名になった。これは「津波が来たら，取る
物も取り敢えず，肉親にも構わずに，てんでん
ばらばらに一人で高台へと逃げろ」という意味
と同時に「情報を信じないでまず逃げろ」とい
う意味が入っていると聞く。それもひとつの真
実だと思う。今回も津波の一次観測値のよう
に，情報が避難の邪魔をしてしまった面が多
少はあった。

きょう議論した「30 分間にどう避難を促す
か」ということも大事だが，メディア，あるい
はジャーナリズムは，この震災を機に，情報
をいかに上手に活用するかも含め，事前の防
災教育，情報リテラシー教育にも力を入れて
ほしい。
矢守：私の周囲では，研究者と新聞・テレビ・
ラジオといったメディアの人たちが参加し，「関
西なまずの会」という名前で，定期的に勉強
会をしている。「KOBE 虹会」という会には，
メディア関係者，学生，住民など，様々な人
が参加している。防災は全員で取り組むべき
こと。メディアはメディア，研究者は研究者，
住民は住民ということではなく，多様なセク
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ションの人たちが，参加できる場を作って，各
地域でやり取りをしておくことが，絶対に大事
ではないか。これを最後のメッセージとしたい。
越野：今回，東日本大震災を体験し，災害対
策本部の事務局を指揮して思ったのは，各防災
機関全部が連携しないと乗り切れないこと。そ
のためには普段から様 な々連携を図っていかな
ければいけない。メディアも含めてだ。そして
防災教育，訓練。まさに「備えあれば憂いなし」
ということだ。

私の役割は，岩手県が体験した課題，教訓，
これをいかに伝えていくかということだと思う。
岩手県のホームぺージには，今回の津波の検
証をした結果を載せてある。こうしたものも参
考にしてもらえるとありがたい。
武田：研究者の方々から参考になる話を聞か
せてもらった。行政との連携など，事前にい
ろいろと想定して準備していれば，今回の対
応も違ったのではないかと反省する面がある。

海に向けたロボットカメラは，津波の瞬間を
撮るためだが，「命を守る」という観点から静か
な海の映像を多用しないという指摘もあった。
今後に生かしていきたい。
冷水：きょうは，具体的な提言を含めて，参考
になる話をいただいた。今後の報道に生かして
いきたい。今回，普段の放送法の枠組みを超
えた取り組みもしたが，災害時はありとあらゆ
る機関が連携して，一人でも多くの命を救える
ように，そのことを念頭において普段から愚直
に取り組んでいきたいと思う。
目黒：きょうは東日本大震災を教訓に，災害報
道のあり方について，非常に意味のある議論
ができたと思う。しかし，矢守氏の話にあった
ように，災害は別の顔をして襲ってくると言わ
れる。次は全く違った形で，その圧倒的な力

を私たちに見せつけるかもしれない。その時に
「想定外」という言葉が使われないように，今
から，何を考え，準備しておくべきなのか，研
究所という立場から，今後も調査研究を続け
ていきたい。

注：
1）震災時の警報の発令，更新の経過については福

長秀彦「巨大津波襲来と警報・メディア」（「放
送研究と調査」2012 年 1 月号）などを参照さ
れたい。

2）内閣府，消防庁，気象庁共同調査「東日本大震
災における避難行動等に関する面接調査」

3）地震後の各テレビ局の放送内容については“田
中孝宜・原由美子「東日本大震災　発生から
24 時間　テレビが伝えた情報の推移」（「放送
研究と調査」2011 年 12 月号）”で詳しく分析
している。

4）気象庁「津波警報の発表基準等と情報文のあり
方に関する提言」（2012 年 2 月）

5）テレビ局では災害発生時などに画面の上部と左
側に文字情報を伝えている。文字のベースとな
る部分が逆 L 字の形をしていることから，「L
字画面」と呼ばれている。NHK の場合ベース
の色は青。

6） 注 2 に同じ。
7） NHK「全国個人視聴率調査（2011 年 6 月）」
8）インターネットの IP 通信を利用して地上波の

ラジオと同じ内容をサイマル配信するサービス
9）井上裕之「大洗町はなぜ『避難せよ』と呼びか

けたのか」（「放送研究と調査」2011 年９月号）


