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から特徴的な回答を取り上げつつ，取材者た
ちがどのような姿勢で取材に臨み，どのような
表現で情報を伝えていたのかを述べる。
本稿は，2013年3月14日，このアンケート
結果について研究発表 1）をしたときの内容をも
とにしている。また，本文中で「被災者」と「被
災した人」という語を比較・検討するが，それ
以外のところでは，一貫して「被災者」という
語を使った。

  1．アンケートについて

1.1　アンケートの概要
（1）	実施時期
	 2011年 6月 6日から約1か月間
（2）	対象者

	被災地の 3つの局（仙台・盛岡・福島）以
外の全国各放送局から被災地に入って取

  はじめに

東日本大震災では，大勢のマスコミの取材
者が被災地に入って取材活動にあたった。彼
らは，被害の全体像がつかめない大規模災
害の実情を伝えるため，家族を亡くしたり家を
失ったりした被災者に話を聞き，報道した。
NHK放送文化研究所の放送用語・表現班

は，こうした取材者たちがどのようなことばや表
現を使っていたのかを記録しておこうと，被災
地に入って取材にあたったNHK職員にアンケー
トを実施した。その結果からは，被災者とコ
ミュニケーションをとる際にさまざまなかたちで
気を配っていたことや，そこでの経験が，放送
で使うことばや表現にも表れていたことがうか
がえた。これは，報道に携わる者の立ち位置や，
取材姿勢に関わる問題であると考えられた。
そこで本稿では，このアンケートの結果の中

「被災者」ではなく「被災した人」
～東日本大震災の NHK 取材者アンケートから～

　　　　メディア研究部   井上裕之　

東日本大震災の発生直後に被災地に入ったNHKの取材者に対して，放送文化研究所は，取材や放送で使った
り，気を配ったりしたことばや表現についてアンケートを行った。回答からは，「取材」の際には，被災者の話をしっ
かり聞いて相手に「共感」することを大切にし，それをことばや態度で相手に伝えるようにしていたことがわかった。
その際は，「NHKの職員」ではなく「一人の人間として」被災者と向き合う姿勢を大切にしていたことがうかがえた。
一方，「放送」で気をつかったことばとしては，「被災者」，「がれき」，「壊滅（的）」などのことばを使わないように
したという回答が多く寄せられた。特に「被災者」ということばは，言語学的に見た場合，「被災した人」という表
現に比べて対象をより典型的，第三者的に捉えた表現となるため，取材者はそこに被災者の“人格”が入る余地が
なくなると感じ，避けたものと考えられた。取材者がこれらのことばを避けた背景には，被災者との間に生じた「共
感体験」が影響していると考えられた。
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材をしたNHKの職員（主に記者，アナウ
ンサー，ディレクター，カメラマン）。対象
者の選定は，取材応援を出した各放送局
で任意に決めてもらった 2）。

（3）	設問（本稿末に全問掲載）
	 ●【問 1－①～④）】【問 2】【問 3】･･･取

材で気をつかったことば・表現・しぐさ
	 ●【問 4】【問 5】･･･放送で気をつかった
（気になった）ことば・表現
設問は，メールのかたちで放送現場の責
任者を経由して対象者に送り，所属や名
前を記入の上，各設問に自由記述形式で
回答してもらった。回答は再びメールにて
返信してもらった。

（4）	回答数
217人（男性 185人，女性 32人）
（内訳：記者 81人，アナウンサー 55人，
ディレクター44人，カメラマン 34人，映
像制作 3人）

（5）回答者入局年：1974 年～ 2011年
（6）まとめ方

自由記述形式の回答を，アフターコーディ
ング方式でカテゴリー別に分類した（自由
記述を数値化するため，回答回収の後に，
それらに見合う項目を複数立項し，そこに
該当する回答を計上した。1つの回答が，
複数の項目に該当することも多かった）。
　
1.2　取材者が当時置かれていた状況
アンケートの回答にあたった取材者たちは，
被災地で次のような状況に置かれていたことを
確認しておきたい。
（1）	被害の全体像がわからない広域災害の実

情を伝えるという，報道機関としての使命
を帯びていた

（2）	身近な人の死や家屋の流失など，重大な
被害を受けた被災者個 人々への取材をす
る必要があった

（1）は，災害の発生当初は被災地で何が起
きているのか，あるいはそもそもどこまでが
被災地なのか，誰も全体像を把握できていな
い状況だったことを指している。したがって，
現地で出会った人に直接話を聞く必要性が高
かったと言える。
（2）についてだが，平時の取材では取材相
手側が伝えたい意図を有していることも多い。
例えば，自治体が行う新規事業の発表や，企
業の新製品発売のニュースなどであれば，取
材相手側にも「広く伝えたい」という意図が存
在する。しかし今回は，取材内容の多くが，
語る側には極めてプライベートで，何より，こと
ばにするのに大きな苦しみや悲しみ，つまり，
全人格的な感情を伴うものであった。積極的
に口にしたい人が多かったとは言えないだろう
し，「話を聞いて欲しい」と思う被災者であって
も，簡単に話せる内容ではなかったと考える。
似たような状況は平時にも事件や事故の取材な
どで生じるが，今回はことのほか相次いでいた
ことが想像できる。

  2．「取材」で気をつかった
　　　　 ことば・表現・しぐさ

2.1　まずしっかり話を聞く
ここからは，アンケートに寄せられた回答の
中から特徴的なものを紹介し，そこからどのよ
うなことが言えるのかを探っていきたい。2章
では，「取材」で気をつかったことば・表現・し
ぐさを見ていく。まず，話を聞き出すときのこ
とばから見てみよう3）。
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①	相手の話を遮らずにじっくり最後まで聞く
･･･67	

②	（座るなどして）目線の高さを同じくする，上
から話さない，目や表情を見る･･･47	

③	無理強いをしない，PTSDに注意･･･26	
④	うなずく，相づちを打つ･･･25	
⑤	（迷惑にならないよう）取材に時間をかけな
い，取材の時間帯に気をつける･･･21

最も多かった①の具体的記述は次のとおり。

（ア）①－1
「相手の話をじっくり聞くことに徹し，途中
でことばに詰まっても，相手が何かを話そう
としている場合には相手のことばを待って，
話し終わってから質問するよう心がけた」

（記者	女	09年）
（ア）①－2
「話を聞くこと。ふだんの取材以上に，相手
の話に耳を傾けるようにした。こちらの質問
の意図とは異なる答えが返ってきても話を聞
き続けた」　																		（アナ	男	03年）

平時において取材者は，話を聞くだけでな
く質問も投げかける。記者会見場で，一方的
に話をする登壇者に，記者が次 と々質問を浴
びせる光景はしばしば見られる。吟味した質
問をすることは，取材者の仕事の大きな一角
を占める。
じっくり話を聞くことを重視した理由は，口
も開けないほど大きなショックを受けた人に

次 と々質問を浴びせても，回答が得られない
ばかりか，コミュニケーション自体が成り立た
ないと，取材者が感じたからだと考えられる。

2.2　取材に必要だった「共感」
では，取材をして，被災者とうまくコミュニ
ケーションがとれたと感じられたのは，どのよ
うなときだったのだろうか。

①	しっかり聞く･･･26	
②	共感する，同調する，泣く･･･16	
③	言いたいことを語ってもらう･･･16	
④	「NHKを使って訴えて」，「放送が役に立て
ば」，「被災地のためになれば」などと話す
･･･13	

⑤	自分の感情を出す，自分のことを話す，情報
を伝える･･･12　

（イ）①，③は，（ア）①に近い傾向を示した
が，（イ）②には，具体的なことばも書かれてい
た。そこで，ここでは（イ）②に注目したい。

（イ）②－1
「被災者がおかれた状況を気持ちの上で共
有できたときは，うまくコミュニケーション
が取れた気がします。具体的には，『頑張っ
てください』などの励ましのことばよりも，『そ
れはおつらいですね』などの共感のことばで
しょうか」　																				（記者	男	10年）	

（イ）②－2
「相手の言っていることを復唱しつつ共感す
るようなことば（『そうですよね』，『そんな

問（ア）．被災者への取材の際に，最も気を
つかったこと，心がけたことは何ですか（「し
ぐさ」なども含めて）？

問（イ）．うまくコミュニケーションが取れた
と感じられた際の「やりとり」や「ことばづか
い」はありますか？
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にひどかったんですか』など）を言っていると
（中略），実際にいろいろと話してくれたと思
います」　																（映像制作	女	09年）

ここでは，具体的なことばとともに，コミュ
ニケーションがうまくとれたのは「共感」のこと
ばであったと記されている。取材者はじっくり
話を聞いて「共感」し，それを相手に伝えるこ
とが重要だったと言える。	
ここで言われる「共感」は，社会心理学で

「共感性」（empathy）という能力で成り立つも
のだと説明できる。堀洋道（1972）では，い
くつかの定義を紹介した上で，「他者の立場
に立って，感じ，考え，行動し，外界を知覚
する能力」と説明している。そして，「人の喜
び，悩み，考えていることなどを，人ごとでな
く自分の問題として感じることのできる能力で
あり，人間関係としてみるならば，相互に気持
の通じあう，以心伝心の関係を成立させる基
礎となるものである。このような関係は『共感
的関係』といわれ，一つの理想的関係である」
と説明している。

2.3　「泣いた」ことで伝わった「共感」
（イ）②は「泣く」ことを含んでいる。アンケー
トには，取材者自身が図らずも「泣いてしまっ
た」という記述が多く見られた。ここには，「共
感」の伝達に示唆的な記述があった。

（イ）②－3
「息子を亡くし納骨を行った被災者にインタ
ビューしている際に取材相手と一緒に泣い
てしまった。取材者としては失格だと思うが，
それ以降は取材相手とより一層打ち解けた
つきあいができるようになった」

（カメラマン	男	96年）
（イ）②－4
「被災者と一緒に泣いた。涙の止まらない私
を見て被災者も泣きながら話してくれた」

（記者	女	04年）
（イ）②－5
「肉親を失った被災者の話を聞きながら，こ
ちらも泣けてきて，2人で泣いた後，（中略）
本音に近いことが聞けた。取材者という立
場はあるが，同情というより『共感』を示し
たことが大きかったのではないか」

（記者	男	02年）	

これらをまとめると，「図らずも泣いてしまっ
たが，結果的にそれによって相手とのコミュニ
ケーションが円滑にとれるようになった」という
ことになる。
（イ）②－3に「取材者としては失格」とある。
報道では取材対象への過度な感情移入は，冷
静さを失い，客観性，公平・公正さに影響を
及ぼすおそれがあるため，取材者はそうなら
ないよう自らを戒めていることが多い。回答者
はそれを自覚しているので，「取材者としては失
格」と述べていると考えられる。しかし，ここ
ではそれ以降「より一層打ち解けた」とあり，「泣
く」ことが問題視されなければならなかったと
は言えないだろう。

2.4　軽々しいことばで「共感」を伝えない
（イ）②には，「共感」したことは，「ことば」
でなく「態度」で相手に伝わるのが望ましかっ
た，という回答が見られた。

（イ）②－6
「相手の話にじっくりと耳を傾け，共感して
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いることが態度で示すことができたときに
は，相手も心を開きやすいと思う」

（カメラマン	男	93年）
（イ）②－7
「相手のことばにうなずくこと。これが被災者
に共感するメッセージになるのではないか」

（アナ	男	10年）	

なぜ「ことば」でなく「態度」が好ましいのだ
ろうか（「泣く」ことも「態度」の1つである）。
これについては，問（ア）の回答に，その理由
に関わる記述があった。

（ア）－ａ
「軽々しく相手の立場を分かったようなこと
ばを使わないようにした」				（記者	男	06年）

（ア）－ｂ
「中途半端に分かったふりをしないように気
をつけた」　											（カメラマン	男	00年）	

これらからは，取材者が，「取材相手の深刻
さは，他人が理解できるようなものではない」，
「すぐに『分かります』などと言うのは軽 し々い」
などと感じていたことが考えられる。軽々しく
分かったようなことばを使わないようにした結
果，「共感」は「態度」で相手に伝わるのが望ま
しい，という結論が出てきたと考えられる 4）。

2.5　コミュニケーションの不調
アンケートでは，うまくコミュニケーションが
とれなかったときについても尋ねた。数は多く
なかったが，次のような回答があった。

①	知りたいことだけを聞こうとしたとき，無理
なお願いをしたとき･･･8	

②	漠然とした質問をしたとき･･･4

（ウ）①には，次のような記述があった。

（ウ）①－1
「自分の知りたい情報を具体的に聞くだけだ
と，相手の気持ちがくみ取れずコミュニケー
ションがうまく取れないことがありました」	

（記者	男	10年）	

「相手の気持ちをくみ取れず」ということは，
「共感」し合う関係に至らなかったと言えるだろ
う。知りたいことを尋ねるだけでは，被災者と
の間にコミュニケーションは成立しなかったと
いうことを伝えている。

2.6　多かった「一人の人間として」
ここまでの設問と回答から，取材者たちは，
被災者に「共感」し，その気持ちを相手にうま
く伝えることでコミュニケーションを成り立たせ
ていたことが見て取れた。では，それを支えて
いたのは，取材者のどのような「姿勢」や「心
構え」だったのだろうか。これについては，設
問を問わずアンケート全体を通して，「一人の人
間として」といった記述が，数多く見られたこと
が示唆的である。

（エ）－1
「取材者としてではなく，一人の人間として向

問（ウ）．うまくコミュニケーションが取れな
かったと感じられた「やりとり」や「ことばづ

かい」はありますか？

（エ）．「一人の人間として」などと書かれた回
答の具体的記述
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き合う」　　　						（ディレクター	女	08年）	
（エ）－2
「情報を聞き出すのではなく，一人の人間と
してその方のお話を受けとめることです」

（アナ	男	05年）	
（エ）－3
「何度も会いに行き，自分という人間を信用
してもらえない限り，難しいと実感した」

（カメラマン	男	96年）	
（エ）－4
「『被災者』としてではなく，ただ同じ人間と
して話しを聞いて欲しいという方もたくさん
いらっしゃいました」	　						（記者	男	10年）	

（エ）－3は，「自分という人間を『一人の人間
として』信用してもらえない限り」と，ことばを
補うことができるだろう。（エ）－4からは，被
災者の側にも，「『一人の人間として』接して欲
しい」という思いがあったことがうかがえる。

2.7　「NHK職員」から「一人の人間」へ
「一人の人間として」ということばがどのような
意味を持つのかは，次の設問の回答と対比さ
せると，より明瞭になる。

①	NHKであることを名乗る（腕章を見せること
などを含めて）･･･90	

②	「お話をお聞かせいただけますか」などと尋
ねる･･･58	

③	「大変なときにすみません」などとことわる
･･･27

最も多い①の具体的記述は以下のとおり。

（オ）①－1
「NHKの記者です，お話聞かせていただい
てもよろしいですか？」　				（記者	女	03年）

（オ）①－2
「NHKの○○と申します。大変なときに恐縮
ですが，今お話を伺ってもよろしいですか？」

（アナ	男	03年）	

このように，取材者は，「NHK職員」という
役割や肩書きで現地を訪れ，それを相手に伝
えて取材を始めていた。取材者はこの役割や
肩書きにのっとって行動し，被災者も，これら
があるから取材に応じてくれたと考える。
この回答をふまえると，「一人の人間として」
は，「NHK職員としてではなく，一人の人間と
して」という文脈で出てきたことばと見ることが
できる。つまり，「NHKという肩書き」や「『取
材』や『報道』という役割」からはいったん離れ
て，被災者と向き合うことが必要だったと解釈
できる。
取材者は当初，視聴者に知らせるという報
道の大目的のために被災地に入り，被災者か
ら話を聞き出そうとする。これは，こうした役
割や肩書きに沿った「業務」であり，そうであ
れば，そこには「効率性」が必要となる。しか
し，実際に被災者と会って，全人格的な苦し
みや悲しみに耳を傾けるうちに，「目の前のこ
の人が語る間だけは，『効率性』は二の次にし
て，『一人の人間として』寄り添い，話を聞くこ
とのほうが大切だ」と感じたのではないだろう
か。また，そうしない限り，そこに信頼関係も
コミュニケーションも生まれず，ひいては，報
道すべき話もいつまでも聞き出せない，という
状況にあったものと考える。
（エ）－4には，被災者の側にも「『一人の人

問（オ）．『最初に話しかける際』にどんな切
り出し方をしたか？
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間として』接して欲しい」という思いがあったこ
とが述べられていた。これもふまえれば，被
災地の取材現場では「NHK職員」と「被災者」
という関係・枠組みを越えて，一人の人間とし
て互いに向き合わなければコミュニケーション
がとれなかったと言えるのではないだろうか。
客観的に見れば，こうした関係・枠組みが都
合良く消えたり表れたりすることはないだろう
が，取材者が被災者と向き合うときの「姿勢」
や「心構え」としては，こうした気持ちが，相
手への「共感」を生み，コミュニケーションの
契機になっていたと考えられる。

2.8　研究発表での識者コメントから
冒頭にも記したが，このアンケートについて
は2013年3月に研究発表を行った。その際，
東京大学大学院情報学環の林香里教授（専
門：ジャーナリズム，マスメディア研究）と，
河北新報社編集局の寺島英弥編集委員の2人
のコメンテーターを招いて意見を頂いた 5）。
このうち，林氏は，「東日本大震災では，マ
スメディアが社会的にどんな立ち位置にあるの
か，メディアのあり方そのものが問われた」と述
べた上で，アンケートについて「被災者とのコ
ミュニケーションや，（メディアが）どう情報を出
していくかなどの問題にかかわる研究として非
常に重要」，「そもそも取材とは何か，NHKの
ような全国メディアは何をすべきかが，現場の
記者それぞれに問われていたことをよく示して
いる」とコメントした。
また，林氏からは「ケアのジャーナリズム」
という視点からコメントを頂いた。「ケアの
ジャーナリズム」とは，自由主義批判の一潮流
である「ケアの倫理」という政治哲学から林氏
が名付けた呼び方である。林氏はまずこれに

ついて，「自由主義では，自立した個人，理性
によって合理的な選択ができる人間，パブリッ
クな世界とプライベートな世界をはっきり分け
た社会運営などを想定し，これまでのジャー
ナリズムもこの思想と共に発達してきた。しか
し，『ケアの倫理』から考える『ケアのジャー
ナリズム』では，パブリックとプライベートはそ
こまで明確には分かれず，合理性や理性だけ
でなく感情の世界が重要で，人間についても，
自立した個人ではなくネットワークを作って生
きていくもの」と説明した。その上で，今回の
アンケートについて林氏は，「（震災の現場で
は）やはり，これまでの自由主義的なジャーナ
リズム，いわゆる『客観性』や『中立性』，ど
んな勢力にもなびかない『権力には距離を置
く』というジャーナリズムでは，とても歯が立
たない」，「『観察者として，その事象から離
れる』ことが，記者の基本的な倫理だった。
しかし，離れずに『寄り添う』こと，そして『寄
り添うこととは何なのか』が問われたことが，
この（アンケート）報告でよく分かった」と評し
た。
一方，寺島氏は，宮城県を中心に東北6県
で発行している地域ブロック紙「河北新報」の
取材者として，自身も被災地を取材して回って
いる体験をふまえ，「非常に共感する部分があ
る」とコメントした。そして，取材者と被災者
の関係について「極限状態の中に一緒に投げ
込まれて出会った者同士に通じる，『お互い様』
という関係が生まれた」と述べた。
また，娘をストーカー事件で亡くした弘前市
の母親が，被害に傷ついた人たちの心を癒や
すのに「3つのＴ」すなわち「tear（涙），talk
（語り），time（時間）」が必要と講演で語って
いたことを紹介し，その上で，「津波の被災者
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も，一人では抱えきれない辛さを胸に持ちつつ
も，避難所の共同生活の中で『もっとつらい
体験をした人もいる』と，泣くこともできない毎
日を送っていた。そこに現れた記者がたくさん
の時間を使って話を聞き，初めて胸の思いを
語れた。これは『傾聴』の活動と同じだ。こと
ばにならない思いを文章に編んで伝えるのが
記者の役目。その作業は必要だった」と，取
材者の行動を位置づけた。

  3．「放送」で気をつかった
　　　　　　　　ことば・表現

次に，「放送」で気をつかったことばや表現
を見ていく。その前に，「取材」と「放送」では，
使われることばや表現の性格が異なることを
確認しておきたい。例えば，NHKの放送上の
基準や目安を書いた「放送ガイドライン」では，
次のように書かれている。

放送のことばは，正確さと同時にわかりやす
さが基本である。難解なことばや専門用語，
一般的でない外来語などは，避けるかできる
だけ言いかえるようにする。（NHK 放送ガイ
ドライン 2011）

つまり，放送のことばは，「大勢に伝わりや
すい」ものでなければならず，「一般的」，「普
遍的」であること，そして「平易さ」が求められ
ると言えるだろう。

3.1　放送で使わないようにしたことば
放送で気をつかったり使わないようにしたり
したことばや表現について聞いたところ，次の
ような回答が寄せられた。

①	「被災者」，「避難者」，「避難民」，「住民」
･･･26	
内訳：	「被災者」･･･18　「避難者」･･･3　
	 「避難民」･･･3　「住民」･･･2	

②	抽象的・主観的・イメージ先行の表現を避け，
具体的・客観的な表現に･･･22	

③「復興」，復旧や復興があたかも進んでいる
と誤解させる表現･･･21	

④	行方不明者や死者をめぐる表現･･･16	
⑤	「壊滅（的）」･･･14	
内訳：	使わないようにした･･･8　
	 ふさわしい場面もあった･･･2　
	 一概には言えない・わからない･･･4	

⑥	後ろ向きの表現・負の表現・不安をあおる
表現を避けて，明るい表現をする･･･14	

⑦「がれき」･･･11	
⑧	多様で異なる状況をひとまとめにしてしまう
表現･･･10	

さまざまな回答が寄せられたが，ここでは
「被災者」，「がれき」，「壊滅（的）」の3つを取
り上げる。これらには，前述した，取材者が
取材時に「共感」したこと，すなわち「共感体
験」が影響したと考えるからである。なお，こ
れらのことばは，以下のように言いかえるなど
していたという回答が多かった。
・	「被災者」→「被災した人」，「被災された方」
などと言いかえた

・	「がれき」→「流された家財」などと具体的に
説明した

・	「壊滅（的）」→使わないようにした

問（カ）．放送を出す際に気を配った（使わ
ないようにした）ことば・表現は？	

SEPTEMBER 2013
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3.2　「被災者」と「被災した人」
3.2.1　「被災者」を使わなかった理由
「被災者」を使わなかった理由については，
以下のような記述があった。
（カ）①－1
「突き放した印象を受ける」（記者	女	06年）	
（カ）①－2
「被災地以外から見た目線」（記者	男	00年）	
（カ）①－3
「被災というらく印を押してひとくくりにまとめ
てしまうことに抵抗を感じた」

（ディレクター	男	10年）	
（カ）①－4
「被災地にいる人みんなを『被災者』とひとく
くりにすることがおこがましく思えた」

（ディレクター	男	07年）	
（カ）①－5
「一人一人の人格を認めていない表現」

（アナ	男	02年）	
（カ）①－6
「被災者である前に，町民であり村民であり，
主婦であり，会社員」　　		（記者	男	02年）	

まとめると，「突き放してひとくくりにし，個々
の人格が見えなくなるから」となろう。

 3.2.2　言語学の視点から見た語の違い
「迂言的表現」と「語彙的表現」

「被災者」と「被災した人」の2つの表現は，
一見，同じ内容を指すことばだが，取材者た
ちはここに違いを見いだした。どのように違う
のか，言語学的な視点から見てみたい。
現在，国立国語研究所の所長を務める言語
学者の影山太郎は，語形成ないし語彙化に全
般的に見られる特性として，典型を表すことを

挙げている。影山（1997）では，「山に登るこ
と」という表現と「山登り」（あるいは「登山」）
という表現を，それぞれ「迂（う）言的表現」，
「語彙的表現」と位置づける。その上でそれら
の違いについて，「山に登ること」という「迂言
的表現」が，スポーツ登山だけでなく，「行方
不明の子供を探して山に登った」と言えるのに
対して，「山登り（登山）」という「語彙的表現」
は，「行方不明の･･･」の文に用いるのは不適当
であると指摘している。
そして，「迂言的表現が意味的に中立であ
るのに対し，語彙的表現は〈典型prototype,	
stereotype〉のみを表す」としている。
この論をふまえれば，「被災した人」に比べて

「被災者」は，その典型を示す傾向が強まるこ
とになる。つまり，「被災した」という側面から
のみ当該の人物を見る傾向が強調されると考え
られる。これらは次のように整理できる。

●	迂言的表現･･･意味的に中立
「山に登ること」，「被災した人」
●	語彙的表現･･･典型を示す
「山登り（登山）」，「被災者」

「複合名詞」の特徴

また，「被災する」を（サ変）動詞，「被災者」
を複合名詞と見た場合，言語学者の木原茂の
指摘が示唆的である。木原（1956）では，「道
行き人」は「道を行く者」と言いかえられるかど
うかを問い，次のような対立事例を比較した。

（1）「道を行く者」，「売る人」，「思ふ人」
･･･動詞の連体形に名詞が連なるもの

（2）「道行き人」，「売り人」，「思ひ人」
･･･動詞の連用形が名詞に連なる複合名詞
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そして，まず，（1）が「動作に重点をおいて
言う」のに対し，（2）は，「第三者の立場に立っ
て，人に重点をおいて言う」表現だとした。さ
らに，「赤いとんぼ」と「赤とんぼ」などの形容
詞の語幹から作られる複合名詞の比較をした
上で，（2）の「道行き人」，「売り人」，「思ひ
人」の場合を，「客観的に言っているというこ
との外に，そういう動作をする人が，個別的
ではなく，一種類をなす人として捉えられてい
るということが言えるようである。（改行）この
ように考えてくると，用言の連用形に連る複合
名詞は，連体形に連る名詞と違って，それが，
別の一種類をなすものであり，客観的に捉え
られたものであるという意味をもつのではない
か」としている（下線筆者）。
この論をふまえれば，動詞「被災する」の連
体形に名詞「人」が連なった「被災した人」に
比べ，複合名詞となった「被災者」は，（ａ）客
観的，第三者的に捉えた表現，（ｂ）個別的で
はなく一種類をなす表現，と特徴付けられるの
ではないだろうか。この特徴は，（カ）①の「『被
災者』という表現を使わなかった理由」の回答
記述と，以下のとおり呼応する。

（ａ）客観的，第三者的に捉えた表現
（カ）①－1「突き放した印象を受ける」
（カ）①－2「被災地以外から見た目線」

（ｂ）個別的ではなく一種類をなす表現
（カ）①－3「被災というらく印を押してひと
くくりにまとめてしまう」

（カ）①－4「被災地にいる人みんなを『被
災者』とひとくくりにする」

（カ）①－5「一人一人の人格を認めていな
い」

（カ）①－6「被災者である前に，町民であ

り村民であり，主婦であり，会社員」

3.2.3　「共感体験」の影響
取材者が「被災者」ということばを使わない
ようにした背景には，取材時の「共感体験」が
あったことが考えられる。
前述のとおり，取材者は「一人の人間として」
被災者と向き合っていたと言えるが，このとき，
取材者にとって被災者は，「被災したＡさん」と
いう特定の人物である。このＡさんは，固有の
“人格”を持つ。ここで言う固有の“人格”とは，
固有の家族，固有の被災状況，固有のライフ
ヒストリー，そして固有の悲しみなどのことで
ある。取材者はそれを，「共感体験」を通して
強く認識する。
この「被災したＡさん」をはじめとする被災者
全般について放送で伝えるときには，個人的，
個別的な要素をなくし，一般的，普遍的なこと
ばに直して伝えることになる。
このとき，「被災した人（方 ）々」という表現で
言いかえたのであれば，取材者には，Ａさん
をはじめとする特定（あるいは個 ）々の取材相
手の“人格”が入り込む余地があると感じられ
たのではないだろうか。
しかし，「被災者」と言いかえると，「個別的
ではない」，「一種類をなす」，「客観的」，「第
三者的」，「典型だけを示す」などの特徴が強
まり，特定（あるいは個 ）々の“人格”の入る余
地がなくなると感じられたのではないだろうか。
いわば，“顔のない”，遠くから見た表現とも言
えるだろう。このため，「共感体験」を経た取
材者は，この表現に違和感を覚えたものと考
えられる。

SEPTEMBER 2013



90 　SEPTEMBER 2013

3.2.4　生中継のことば
「被災者」を使わないようにしたという回答
は，以下のとおり，アナウンサー，ディレクター，
記者など各職種から寄せられた。

（カ）①－7
「原稿が長くなることや行政の動きなどの固
い話でなければ『被災者』は『被災した人』
などかみ砕いて書くようにした。熟語にする
と突き放した印象を受けると思ったため」
（記者	女	06年（カ）①－1と同じ回答者）

（カ）①－8
「中継で，『被災者』ということばは，突き放
した冷たい言い方に聞こえるので使わないよ
うにした」　　　　											（アナ	男	03年）

（カ）①－9
「本来ひどいことばではないと思うが，本人
を前にすると『被災者』ということばは，どう
しても抵抗感があった」

（ディレクター	男	08年）

中でも，特に（カ）①の回答を最も多く寄せ
た職種は，アナウンサーであった。これは，生
中継の放送と関係があったと考えられる。
被災地に入ったアナウンサーは，生中継の
放送に出演して話すことが主な仕事となる。避
難所からの生中継であれば，すぐ近くに被災
者がいたり，被災者に出演してもらったりする
状況の中で，カメラに向かって話す。このとき，
「被災者」や「被災した人」などのことばは，そ
ばにいる被災者の呼称として使われることが
多くなる。アナウンサーはここで，被災者本人
を前にして，どの呼称を使うべきかという問題
に突き当たる。このとき，聞き手には，視聴
者だけでなく，そばにいる被災者も含まれる

のである。
もし，被災者たちのことを，（本人を前にし
て）「被災者」と呼んで生中継をすれば，聞き手
には，被災者との間柄が近しいものとは感じら
れないだろう。視聴者も被災者本人も，被災
者が隣にいるにもかかわらず，突き放した言い
方だと感じるのではないだろうか。話者のアナ
ウンサー自身も，直前まで「○○さん」などと
個人名で呼んでいた人を，生中継の放送が始
まったとたん「被災者」と呼ぶことには違和感
があったのではないだろうか。
一方，「被災した人（たち）」（あるいは「被災
した方（ ）々」など）と呼べば，聞き手には，被
災者との距離はより近しいものと感じられるだ
ろうし，アナウンサー自身も（被災者たちと一
定の人間関係を築いていれば）そのほうが自然
な呼称と感じたものと考える。
呼称によって両者の間柄が明らかになる生
中継を担当することが多かったため，アナウン
サーからの回答が多くなったと考えられる。

3.3　「がれき」
「がれき」ということばを使わなかった理由に
は，以下のような声が寄せられている。

（カ）⑦－1
「その人たちにとっては家や車など大切なもの」

（アナ	女	10年）	
（カ）⑦－2
「傍観者的に感じさせる」　	（記者	女	03年）	

（カ）⑦－3
「壊れた家やその他のモノに被災者の生活
感が残っているように感じた」

（ディレクター	男	07年）	
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「がれき」には「①かわらと小石。②つまら
ないもの。」（三省堂国語辞典　第六版）や，「①
かわらと小石。また，破壊された建造物の残
骸。」「②価値のないものの集まり。」（明鏡国語
辞典　第二版）などのように，「つまらないも
の，価値のないもの」という意味も含まれてい
る。
流された家の材木や，車，家具などは，一見，

「つまらないもの，価値のないもの」のように見
えるかもしれない。しかし，被災地に入った取
材者は，実際に個々の被災者に会って話を聞
いていくうちに，震災以前，それらには一つ一
つに持ち主があり，その人たちにとっては，と
もに過ごした大切なもの，震災前までの暮らし
を支えてきたものであったことに気づくだろう。
つまりここでも，「共感体験」を経て，被災
者個々の“人格”が取材者の心の中に生まれ，
それが，流された“もの”にも反映したと考え
られる。その結果，「がれき」ということばを
使うことに抵抗感が湧いたのではないかと考え
られる。

3.4　「壊滅（的）」
3.4.1　「壊滅的」を使わなかった理由
「壊滅（的）」を使わなかった理由には，以下
のような声が寄せられている。

（カ）⑤－1
「第三者的で，その地域に寄り添っている感
じがしない」　																（記者	男	03年）	

（カ）⑤－2
「ひとくくりにして表現すると，不快に感じる
被災者もいるだろう」　　			（アナ	男	04年）	

（カ）⑤－3
「被災者が失ったものの大きさを考えるとき，

『カイメツテキ』のひと言で形容していいのか」
（カメラマン	男	98年）

（カ）⑤－4
「何度も使うと，『全く復興の見込みがなく絶
望的』という印象」　　　			（記者	男	98年）	

ここでも（カ）⑤－1～ 3のように，「地域に
寄り添っている感じがしない」，「ひとくくり」，
「ひと言で形容していいのか」などのことばが見
られた。「被災者」や「がれき」と同様，「共感
体験」が影響していたと考えられる。
被災地に入ったばかりの者には，家々が流さ
れた光景は，当初「壊滅的」と映ったかもしれ
ない。しかし，「共感体験」を経た取材者の心
には，被災者個々の“人格”が生まれ，「壊滅的」
と映った土地にも，震災以前には被災者一人一
人の暮らしがあったことに思いが至る。つまり，
“人格”が“場所”にも反映し，表現に影響した
のではないかと考えられる。
また（カ）⑤－2，4の回答は，被災者が聞
いたら不快に感じるのではないかなどといった
配慮がある。これは，視聴者に被災者が多く
含まれていることを前提にした回答である。こ
の「視聴者（聞き手）は誰か」という問題につい
ては4章で述べる。

3.4.2　あえて「壊滅的」を使った例
一方で，あえて「壊滅（的）」という表現を使っ
た，という回答も寄せられた。
（カ）⑤－5
「被災地（私がいた南三陸町）では，町長も
町民もみずからのふるさとの被害を壊滅的
と表現している。その実態を国内全体で広
く共有してもらわないと，長期間の支援を
受けることは難しいと実感しているからだ。
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（中略）『とにかく実態を伝えてほしい』とい
う希望が，配慮してほしいという要望よりも
相対的には強かったという実感があります」

（記者	男	12年）	
（カ）⑤－6
「被災地の住民や行政からは，『うちの街は
壊滅しているのだから，ちゃんとそういう表
現で伝えて欲しい』という要望をよく受けた」

（記者	男	21年）	
　
つまり，「現状の厳しさを，（知らない人に）
きちんと伝えなければならない」という趣旨で，
あえて使うべきだとの主張である。では，「壊滅
（的）」の使用・不使用という対立する意見につ
いて，どう考えればよいのだろうか。
これについては，今回のアンケートではなく，
震災から約1年後に示唆的な意見が寄せられ
た。NHKでは，放送で使うことばや表現につ
いて検討する放送用語委員会という会議を毎
年各地で開いている。震災の翌年に仙台放送
局で開かれた会議では，現地局の職員から次
のような意見が出された。
「震災当初から，被災者ということばを『被
災した人たち』『被災された方』などと言いか
えることもあったが，最近では遠い地域の
人たちに関心を持ち続けてもらうために，あ
えて番組タイトルなどで『追い詰められる被
災者』『被災地からの声』などというように『被
災者』『被災地』を意図的に使うことがある。
（改行）どちらかというと被災者，被災地に
向けてではなく，外へ向けてことばの強さを
生かし，印象を持ってもらいたいというねら
いがある。」（放送用語委員会　NHK仙台
放送局　2012年2月開催，下線筆者）	

この，「外へ向けてことばの強さを生かし，
印象を持ってもらいたい」という説明が，「壊
滅（的）」をあえて使ったというアンケートの回答
を，補足するものと考える。なお，この説明の
背景にも，「被災地の外の人に関心を持ち続け
てもらいたい」という，地元局職員の被災者へ
の「共感」があると考えられる。
ここで言えることは，表現の選び方は違っ
ても，被災者に「共感」した上で表現を選んで
いるという点は同じだということである。「壊滅
（的）」など（ここでは「被災者」などのことばも
含まれる）の「ことばの強さ」のある表現を実
際に放送するにあたっては，「“人格”を優先し
て，使わないようにすべきか」，「外への印象
の強さを優先して，使うべきか」といった疑問
が出てくるであろう。それは「何を，誰に伝え
るのか」という，放送のねらいによって，さま
ざまな答えがあり得る（4章参照）。ここでは，
「共感」が，取材者に異なる表現を選ばせるこ
とがあるということを指摘するのにとどめる。

3.5　研究発表での識者コメントから
「放送のことば」についても，前述の研究発
表で，林・寺島両氏からコメントを頂いた。
寺島氏は「がれき」や「被災者」について，「離
れるほど『がれき』に見えるものも，近くに行く
と，人々の家の残骸，家族のアルバム，三輪
車，化粧道具，着物，家財道具などだとわか
る。これは，暮らしそのもの，歴史そのもの，
ふるさとそのもの，まさに失われたものそのも
のだった。当然，抽象名詞，集合名詞ではな
く，個々の人の人格，個々の人のストーリーに
なる。
地元紙の場合は，かなりのスペースをそれに
使う。『被災者』という三文字は，外に向かっ
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て被災者の立場を代弁する，声を代弁すると
きには使うが，ほとんどは，固有名詞のある人
たちで紙面は埋まった」と述べ，地元紙では，
固有名詞を使って伝えることが多かったと述べ
た。
一方，林氏からは，「壊滅的」など表現の使
用について，「東京から見た被災地と，被災
地にいる人が見たそれとでは，そこだけでも，
あるいはその距離によってさえも認識が違う」
と述べた上で，「なぜここに来て取材をするの
か，どういう相手なのかを，しっかりプロセス
の中でコミュニケーションをとって見極めていく
ことで，『壊滅的』ということばが使えるかどう
かも分かってくる。取材がきちっとしていれば，
ことばの自由度が広がっていく」，「『壊滅的』
がいいか悪いかというよりは，どのようなプロ
セスの中でなら使っていけるのかという，『可
能性』のほうを考えていくのがいいのではない
か」と述べた。
また，寺島氏は，地元紙と放送の生中継と
を比較し，「地元紙も，取材し書かせてもらっ
た人が第一読者になって，その人の手の届くと
ころに記者がいたりする。共にいることが地元
記者の役割だから。生中継で，NHKも地元紙
に限りなく近づいた」と述べ，取材相手が情報
の受け手として近くにいて向き合っているとい
う共通点があることを指摘した。
また寺島氏は，新聞で書ききれなかった内
容をインターネットのブログに書き，広く全国や
海外に発信しているが，これと放送の生中継と
の共通点についても次のように述べた。
「（ブログを）当事者にも読んでもらうにあた
り，日常のことば，誰でもつながれることばで
書こうと思うため，（新聞の『～だ』という文末
表現ではなく）『です・ます』で書いている。（中

略）自分も現場にいて当事者の方と話をする
ときは，『遺体が上がりましたね』とは言わず，
『何々君がようやく見つかりましたね，帰ってき
ましたね』と話す。そしてそのやりとりをありの
まま（ブログで）伝えようと思っている。（中略）
結局，生中継と同じ立場です」。

  4.　考察と今後の課題

本稿では，取材者へのアンケートを通して，
被災地に入った取材者は，被災者と「一人の人
間として」向き合い，相手に「共感」していたこ
と，そしてその「共感体験」によって，「被災し
た人」などの放送表現を選んでいたことについ
て述べた。さらにこの章では，研究発表のコメ
ンテーターの意見等をふまえ，考察と今後の課
題について述べたい。

4.1　誰に向けた放送か
本稿3.5で，寺島氏は，「地元紙も，取材し
書かせてもらった人が第一読者になって，その
人の手の届くところに記者がいたりする」と述
べて，地元紙と放送の生中継との間に，取材
相手が情報の受け手として近くにいて向き合っ
ているという共通点があることを指摘した。こ
うした状況は，ローカル放送であれば，生中継
に限らずあったと言うことができる。
今回の災害は，県をまたがる広い範囲に被
害が及んだ。特にローカル放送では「視聴者
の中に被災者が大勢いる」というだけでなく，
「被災者向けに放送をする」，「被災者のことを
被災者に伝える」という状況にあったことは想
像に難くない。本稿3.2.4で，「（生中継をする
アナウンサーにとって）聞き手には，視聴者だ
けでなく，そばにいる被災者も含まれる」と述
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べたが，ローカル放送であれば，視聴者の多
くは被災者なのである。本稿3.4.1の，「壊滅
（的）」を使わなかった理由の，（カ）⑤－2「ひ
とくくりにして表現すると，不快に感じる被災
者もいるだろう」という回答のように，聞き手
に被災者がいることを明確に意識したものも
あった。3.4.2のNHK仙台放送局の職員の「ど
ちらかというと被災者，被災地に向けてではな
く，外へ向けて」という発言からも，被災者向
けの放送か否かについて，放送を出す側が明
確に意識していたことがうかがえる。
そして，伝える情報が被災者向けの「生活
情報」の場合には，次の回答のように，ことば
を明確に使い分けていたケースもある。

（カ）①－10
「避難所などからの中継や，ラジオの生活情
報などを担当する際，『被災者』や『避難民』
ということばは使わないようにした」

（アナ	男	97年）

本稿2.8での，「『観察者として，その事象
から離れる』ことが，記者の基本的な倫理だっ
た」という林氏のコメントにあるとおり，取材対
象に一定の距離を置くことが取材者の倫理の1
つである。そうであれば，放送上の表現も，よ
り「客観的，第三者的」な，「被災者」などの表
現のほうがふさわしいということになる。
しかし，被災地では，「視聴者」と「取材対
象」は，乗り入れたような状態である。ある日
は視聴者だった人が，次の日には取材対象と
なり得る。そもそも震災で突然「被災者」になっ
た人たちは，その直前までは「視聴者」であっ
た。少なくともローカル放送では，両者はこん
然一体となっていて，明確に分けることはでき

なかったはずである。このような状況下で，伝
え手が「取材対象に一定の距離を置」いた「客
観的，第三者的」な表現をすれば，メディアは，
被災者だけでなく視聴者からも遠く離れた存在
と映ることになるのではないだろうか。まして，
被災者に囲まれて仕事をしていた取材者たちで
あれば，こうした表現は，なおさら不自然に感
じられていたと考えられる。
本稿では，放送表現への影響を「共感体験」
を軸に論じたが，このように，「誰に向けた放
送か」，「誰に何を伝えるのか」といった，「聞き
手（視聴者）は誰であると想定するか」という点
からも，整理して説明することができると考え
る（もちろん，「共感体験」をした取材者は，よ
り「聞き手」の立場を想像しやすく，双方は密
接に関係している）。
この視点で見た場合，「全国放送」と「ロー
カル放送」とで，表現の傾向に差があったかど
うかを調べることも課題になってくる。同じ放
送でも，「全国放送」と，（当事者が多く視聴す
る）「ローカル放送」とで表現が違うことがわか
れば，あるべき放送表現は一律ではなく，放
送枠や，担う役割によって違いが出てくること
が明らかになるであろう。

4.2　「伝え方」の違いによる差は
本稿3.2.4では，生中継でアナウンサーは，
本人を前にして「被災者」とは呼びづらかった
例を示した。しかし，本稿の中では，本人を
前にしていない場でも，「被災者」という表現が
避けられたケースがあった。
1つは，生中継とは異なり，アナウンサーが
読み上げるニュースの原稿を「書く」記者も，
（カ）①－7のように，「突き放した印象を受ける」
という理由で，「被災者」を「被災した人」と書
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いていたという回答を寄せていたことである。
もう1つは，新聞記事やブログを「書く」立
場にあった寺島氏が，3.5で語った事例である。
寺島氏は，地方紙では「取材し書かせてもらっ
た人が第一読者」と意識し，「固有名詞のある
人たちで紙面は埋まった」と述べ，一方，ブロ
グでも，「当事者にも読んでもらうにあたり，日
常のことば，誰でもつながれることばで書」く
ため，「遺体が上がりましたね」ではなく，「何々
君がようやく見つかりましたね，帰ってきました
ね」と書くと述べた。
これらのケースでは，新聞・ブログの書き手
もニュースの書き手も，取材に応じてくれた被
災者が，情報の受け手（読者，視聴者）の中
にいることを強く意識して書いている可能性が
高いと言える。取材時に，その被災者と接して
「共感」したときの関係（堀（1972）では「共感
的関係」を「理想的関係」としている）を大切に
しながら，情報を発信していたことが考えられ
る。これは，新聞・ブログと放送という違いを
超え，取材活動を行うジャーナルな媒体に共
通したこととして，興味深い。
しかし，その一方で，新聞でもニュースでも，

「被災者」ということばは日常的に数多く使われ
ており，それがふさわしい場面も多々ある。放
送での情報の表現の幅は，テレビ一つをとって
も，アナウンサーのフリートークと，ニュース原
稿の読み上げとでは，ことばの使い方が異な
る。また，音声情報か，画面の文字情報かと
いう点でも違いが出てくる。文字情報を主体と
した新聞などと，音声中心の放送との表現の
差も大きいと言えるだろう。
こうした情報の「伝え方（伝達形式）」の違
いによって，ことばや表現にどのような差が出
るのか。今後はこうした視点から研究を進める

必要があるだろう。そして，最終的に視聴者に
はどう受け止められたのかについても調べた上
で，放送にふさわしいことばや表現を導き出す
ことが課題である。　		

					（いのうえ	ひろゆき）

注：
	 1）	「『被災者』ではなく『被災した人』～震災報道

で取材者が選んだことば～」（2013年3月14日，
NHK放送文化研究所主催「2013年	春の研究発
表とシンポジウム」にて発表）

	 2）	仙台・盛岡・福島の3放送局の取材者について
は，当時は多忙を極めていたため除き，他局か
ら応援に入った職員を対象とした。

	 3）	本文中，設問・回答は次のように記した。
・アンケートの設問は，本文に出てきた順に，
「問（ア），問（イ）･･･」と記した（ただし（エ）
は，アンケートの設問にない項目である）。
一方，本稿末（96ページ）では，原文のまま，
「問1，問2･･･」と掲載した。
・回答項目は，多い順に「①，②･･･」と列挙し，
右側に件数を記した。回答項目はすべてでは
なく，上位のものに絞って掲載した。
・回答の具体的記述は，「（ア）①－1」などと記
し，末尾には回答者の属性を（職種，性別，
入局年〈西暦〉）と記した。

	 4）	橋本満弘（1993）では，非言語メッセージの機
能として「人間の内面的感情や情緒を意識的に
も無意識的にも外面に表出する点にある」とし
ている。また野村雅一（1983）では，日本人の
相づちについて「日本の社会での対面的相互交
渉では，言語や話し手に絶対的中心がなく，話
し手はつねに聞き手の様子をうかがい，それゆ
えにまたコミュニケーションへの聞き手の積極
的参加が要請されていることをあかすものであ
ろう」としている。

	 5）	林氏の著書に『〈オンナ・コドモ〉のジャー
ナリズム　ケアの倫理とともに』（岩波書店，
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2011年）など。寺島氏の著書に『シビック・
ジャーナリズムの挑戦	コミュニティとつなが
る米国の地方紙』（日本評論社　2005年）など。
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●被災地取材者アンケート　設問項目
【問 1】
現地での被災者への取材の際に，どのような「こと
ば」や「表現」を使いましたか？	特に
①		「最初に話しかける際」にどんな切り出し方をし
たか

②		「話を聞き出す際」にどんなことばづかいを心が
けたか

③		「別れ際，その場を立ち去る際」にどんなことば
を相手にかけたか

④		使わないように心がけたことば，使うように心
がけたことばはあるか

など，具体的なことばづかいを教えてください。
【問 2】
被災者への取材の際に，最も気をつかったこと，心
がけたことは何ですか？	みずからが気をつかったり
心がけたりした，ことばにならない「しぐさ」や（身
体的な）メッセージなども含め，教えてください。
【問 3】
被災者への取材で，うまくコミュニケーションが取
れたと感じられた際の「やりとり」や「ことばづか
い」はありますか？	また，うまくいかなかったと感
じられた「やりとり」や「ことばづかい」はあります
か？	できれば具体的に教えてください。
【問 4】
みずからが放送を出す際に気を配った（使うように

した，あるいは使わないようにした）「ことば」や「表
現」はありますか？	「原稿」「リポート」「中継」「番組」
の別や，そのようにした理由も含めて教えてくださ
い。
【問 5】
東日本大震災に関しては，他局や他のメディアも含
め，さまざまな報道や放送がなされています。被災
地に入って被災者を取材した経験から，全般に気に
なったり，被災者から指摘を受けたりした「ことば」
や「表現」はありますか？




