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東日本大震災報道
─ NHKの初動から 72 時間の災害報道を中心に─

田中孝宜（NHK 放送文化研究所）
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東日本大震災報道

東日本大震災を教訓に，次の災害で 1 人でも多くの命を救うために，防災
情報の収集・提供の仕方をどう改善できるのかを考察するにあたって，2011
年の未曽有の大震災を報道機関はどのように伝えたのか，公共放送 NHK の
震災報道を中心に振り返っておきたい。とりわけ，人命救助において極めて
重要だといわれる発災直後から 72 時間までの報道に焦点を当てて振り返り，
当時指摘された主な課題を提示したい。

1

地震発生直後の放送内容

はじめに，地震発生から大津波が襲来し，甚大な被害が映像で確認される
までの 1 時間余りについての NHK の報道について報告する。多くの人の生
死を分けたこの時間帯に，NHK は何を伝えたのか。避難の呼びかけは被災
地に適切に届き，避難行動を促すことに役立ったのかという視点で NHK の
報道内容を検証する。

時間ごとの放送内容
まず地震発生直後の NHK の放送内容を時系列で概観する。
・緊急報道開始
NHK が巨大地震の一報を伝えたのは，午後 2 時 46 分 50 秒，参議院決算
委員会の中継画面に「緊急地震速報」のスー
パーが上乗せされ，定型文が読み上げられ
た。間もなく国会でも揺れが始まり，参議
院委員会室にいる担当アナウンサーが以下
のようなコメントをした。
「緊急地震速報が出ました。宮城県，岩
手県，福島県，秋田県，山形県です。けが
をしないように身の安全を確保してくださ

午後 2 時 46 分 50 秒から
「緊急地震速報」
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い。倒れやすい家具などからは離れてください。いまこの国会でも揺れを感
じています」。
午後 2 時 48 分 18 秒，緊急地震速報から
1 分 28 秒後，渋谷の NHK 放送センターに
あるニュースセンターからの緊急報道が始
まった。テレビの放送がラジオでも同時に
伝えられた。すぐに仙台市青葉区のロボッ
トカメラに激しく揺れている仙台駅前の様
子が映し出された。

ロボットカメラが捉えた地震で
揺れる仙台駅前

次第に東京の揺れも激しくなり，アナウ
ンサーが描写を始める。
「今東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れていま
す。上から落ちてくるもの，倒れてくるものから身を守ってください。揺れ
が収まるまでしばらく安全な場所にいてく
ださい」
。画面は左右に揺れる新宿の映像
に切り替えられた。
・大津波警報発表
地震発生の 3 分後，宮城県北部が震度 7
など，最初の震度情報が放送された。そし
て地震発生から 4 分後の 2 時 50 分，
「大津
波警報」が伝えられた。

午後 2 時 49 分
「大津波警報」発表

大津波警報が発令されたのを受けて，テ
レビ画面は東北地方に設置されたリモー
トカメラで港を映し，潮位の変化があるか
を確認しながら，アナウンサーは，
「大津
波警報の出ている沿岸をお伝えします。岩
手県 3 メートル，宮城県 6 メートル，福島
県 3 メートルです」と大津波警報の内容を
伝えるとともに，速やかに高台に避難する
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こと，海岸付近や川の河口付近には近づかないことなど，注意の呼びかけを
繰り返した。
・津波の第 1 波到達
午後 3 時ちょうど，次のような津波到達の第一報が報じられた。
「今津波
観測の情報です。観測された津波，岩手県の大船渡港で午後 2 時 54 分，20
センチの津波が観測されました」
。続けて，午後 3 時 02 分，宮城県石巻市鮎
川，岩手県釜石港，青森県むつ市関根浜に
津波が到達したことが伝えられた。高さは
いずれも「50 センチから微弱」というも
のであった。テレビで石巻の映像が映し出
されたが，画面からは潮位の変化は確認で
きず，新たな情報として，東京お台場の
映像に切り替えられた。お台場で火災が発
生，黒い煙が上がっている様子が映し出さ

午後 3 時すぎ
お台場の火災の映像

れた。
・津波の襲来と津波予想高さの変更
3 時 14 分，気象庁が大津波警報・津波
警報・津波注意報の地域を追加し，予想高
さを引き上げた。特に，岩手県と福島県は
3 メートルから 6 メートルに，宮城県は 6
メートルから 10 メートル以上へ大幅に引
き上げられた。大津波警報が追加された地

午後 3 時 14 分すぎ
釜石港に大津波襲来

域の情報は，アナウンサーが伝えたが，予想高さの変更は画面では字幕スー
パーで表示されたが，音声で読み上げられることはなかった。その時，岩手
県釜石港に大津波が押し寄せる様子をカメラが捉えていたのである。海水が
岸壁を越え，魚市場に流れ込み，みるみる潮位が上がっていった。アナウン
サーはその様子を描写し始めた。
「テレビの映像は岩手県釜石市の様子です。
海水があふれています。海水があふれて，陸に上がって来ています。これは
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市場の付近でしょうか。波が押し寄せています。沿岸付近の方は早く安全な
高台に避難してください。岩手県釜石市の現在の様子です。岸壁と海面の境
が分からなくなっています。海水があふれて，これは港の中に入り込んでき
ているようです。流れ込んできています。今，トラックがですね，少し浮い
ているようです。浮いて流されようとしています。トラックが流されるとこ
ろです」。
この後，岩手県大船渡港，宮古港でも津波が押し寄せる様子が映し出され
た。再びテレビが釜石の様子を映した午後 3 時 20 分には，水の勢いが増し，
建物が流される様子や，午後 3 時 26 分には宮城県気仙沼港で大きな船や石
油タンクが流される様子が映し出された。
・津波予想高さの再度引き上げ
午後 3 時 31 分，気象庁が再び，大津波警報・津波警報の地域を追加し，
津波の予想高さを引き上げた。アナウンサーが追加された地域の後，引き
上げられた津波予想高さを読み上げた。
「地震によって津波に関する情報が
出ています。大津波警報が岩手県。予想される高さは 10 メートル以上です。
すでに津波の到達が確認されています。また宮城県は予想される高さ 10 メー
トル以上。福島県も 10 メートル以上。千葉県九十九里・外房も 10 メートル
以上。青森県太平洋沿岸は 8 メートル。そして茨城県は 10 メートル以上」
。
引き上げられた津波の予想高さが初めて音声で放送された。
一方で，地震発生時の VTR 映像や都内のヘリコプター中継など，津波以
外の映像や情報が並行して入る。午後 3 時 3 ～ 12 分頃にかけて，断続的に
東京・お台場のマンション火災の映像や情報が放送された。また，午後 3 時
6 分から 7 分にかけて，東京・新橋駅前に集まった群衆の様子をヘリコプター
の映像とともに伝えた。さらに，午後 3 時 36 分頃，東京・九段会館前での
救急隊の様子が放送された。
大津波警報や避難の呼びかけと，地震の被害の情報を交互に伝えていった
中で，午後 3 時 54 分，衝撃的な映像が仙台上空を飛行する NHK のヘリコ
プターから送られてきた。名取川を白波を立てながら遡上する津波の映像で
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ある。カメラが名取川から平地部に移ると，
津波が黒い濁流となって住宅や農地を呑み
込んでいく様子が 16 分間にわたって映し
出された。
アナウンサー，災害担当のニュースデス
ク，途中から東京大学地震研究所の専門家
も加わり，津波の危険性を訴えた。主な内

午後 3 時 36 分頃
九段会館前の救急隊

容は，以下のとおりである。
・少なくとも 10 ～ 20 メートルの高台に，
高台がなければ，3 ～ 4 階以上のコン
クリートの建物に避難すべき。
・がれきと海水が混じって土砂の塊と
なって流れてくると，通常の木造の民

ヘリコプターから捉えた
仙台市を襲う巨大津波の映像

家では押し流されてしまう。
・津波と一緒に油なども流され火災のおそれもある。
・2 ～ 3 時間後ぐらいまではさらに高い波が来る可能性があるので，気象
庁の警報が解除になるまで安全な場所にいること。
ヘリコプターはこの後も，海上を新たな津波が陸に向かって移動している
映像や水没した仙台空港の様子を上空から伝えたあと，海岸線を福島県南相
馬市まで南下し，
津波襲来直後の生々しい被害の様子を 30 カ所以上にわたっ
て中継し続けた。
・ラジオの災害報道
地震発生と同時に東北地方の広い範囲が停電し，テレビが見られなく
なった。そのため，多くの人が情報を得たのはラジオであった。NHK ラジ
オは地震発生から 2 分後の午後 2 時 48 分から，テレビと同時放送になった。
NHK では，防災のための最新情報を一元的に管理する目的もあり，災害直
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後からしばらくは，すべての電波で総合テレビと同じ内容を放送する取り決
めになっている。
NHK ラジオがテレビと分離して単独で全国放送を開始したのは午後 3 時
30 分であった。福島放送局では，それより先の 3 時 19 分にローカル放送を
始めた。一方，盛岡放送局では午後 3 時 50 分から，仙台放送局では午後 4
時 09 分からであった。
また，ラジオ第二放送では，
地震直後の午後 2 時 50 分から多言語放送
（英語，
中国語，ハングル，ポルトガル語）を開始し，総合テレビ，衛星第一，第二
放送の副音声でも放送された。

報道内容の検証
①首都圏の情報をどこまで伝えるのか
東日本大震災は広域複合災害であり，伝える内容や地域の選択にかつてな
く難しい判断を迫られるものであった。地震直後に「大津波警報・津波警報」
が出された。NHK では，
「大津波警報・津波警報が出ている間は，津波情報
を再優先にする」ことが大前提になっている。しかし，津波以外にも数多く
の情報が入ってくる。大津波が来る前の午後 3 時過ぎの
「お台場の火事」
「新
，
橋駅前の混乱」や，午後 3 時 36 分頃「九段会館で人的被害が出て救急車が
出ている」映像が放送された。
どの内容，どの地域の情報をどの程度の時間量で伝えるのか，取捨選択の
基準はなく，その場の状況に応じて考えていく必要がある。以下の調査は，
NHK と在京の主要民放が，地震発生から最初の 1 時間に何を放送したのか
（図 1），どの地域の情報を伝えたのか（図 2）
，筆者らが行った内容分析調
査の結果である（田中・原 2011）
。
まず，放送内容では，NHK は 70% が津波情報，10% が地震情報，11% が
火災情報であり，5 局のうち最も津波について多く伝えたことが分かる。特
にお台場に放送局があるフジテレビは，津波が 28%，地震が 29% に対して，
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図1

最初の 1 時間の放送内容（映像）

図2

最初の 1 時間の放送地域（映像）

お台場の火災についても 19％の時間を割いて伝えている。
一方，放送で伝えた地域を見ると，NHK では宮城県 49%，岩手県 12%，
福島県 3% と，合わせて 64% が東北 3 県の被災地のことを伝えており，東京・
首都圏は 20% であった。日本テレビを見ると，岩手県 20%，宮城県 19%，
福島県 3% と，合わせて 42% で，東京首都圏の 41％とほぼ同じ時間量となっ
ている。
未曽有の大災害において，各放送局が伝えた放送内容や地域を見ると，放
送局によって判断が分かれたことがうかがえるが，5 つの局の中で，被害を
抑えるために防災情報提供の義務がある指定公共機関 NHK は「東北地方」
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の「津波」情報に最も多く伝えていた。
②津波の「予想」をどう伝えるのか
・予想高さの変更
先に見たように，予想される津波の高さは，当初は「宮城県 6 メートル，
岩手県と福島県が 3 メートル」であったが，
午後 3 時 14 分に「宮城県 10 メー
トル以上，岩手県と福島県が 6 メートル」に引き上げられた。しかし，この
時，アナウンサーが音声で伝えたのは，高さと同時に変更された警報の「範
囲」であった。NHK では，災害時に気象庁から入る情報を直接アナウンサー
が読めるシステムを開発している。気象庁の情報は，決められた順番で表示
されており，津波の範囲が広がったことを先に，予想される津波の高さが引
き上げられたことは後に記される。アナウンサーは，気象庁からの情報をも
とに，まず津波の範囲が広がったことを伝え始めたが，時を同じくして，テ
レビの映像で実際に津波が襲来している様子が映し出され，その描写に取り
かかることになった。実は，予想高さが引き上げられた直後，その内容を記
者が原稿に書いていたが，スピードが最優先される災害時には原稿より先に
アナウンサーは目の前にあるパソコン画面で表示される気象庁の情報をその
まま読むことが多い。
この時間帯，NHK では，テレビとラジオの同時放送が行われており，予
想高さの引き上げはテレビでは画面で表示できたが，ラジオの聴取者には，
この情報が伝わることはなかった。
その後午後 3 時 31 分，予想高さの 2 度目の引き上げが行われた。岩手・
福島の予想される高さも「10 メートル以上」になった。この情報は，
テレビ・
ラジオともに伝えられた。ラジオでは，午後 3 時 30 分からテレビとは別の
独自放送を開始し，予想高さが「修正」されたことを放送した。
・
「低い」第 1 波の情報
津波の高さをめぐって，もう 1 点課題として上げられるのは「第 1 波の低
さ」である。午後 3 時に伝えられた第 1 波の観測情報は「大船渡で 20 セン
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チ」と，予想される高さを大きく下回っていた。さらに，この後「釜石港で
20 センチ」
「石巻鮎川で 50 センチ」など低い津波の観測情報が相次いで伝
えられた。筆者が現地で取材した人たちの中にも，低い観測情報で油断して
しまったという声が聞かれた。放送では「津波は何度も押し寄せ，第 1 波よ
り，第 2 波，第 3 波の方が高くなる恐れがある」ことを伝えているが，多く
の被災者には，「もう大丈夫ではないか」という，いわゆる “ 正常化の偏見 ”
を与える情報になってしまった。
・到達予想時刻
到達予想時刻の課題も指摘された。到達予想時刻を過ぎても津波が来な
かった地域では，警戒が緩んでしまった人も多くいたという。福島県の津波
到達予想時刻は午後 3 時 10 分とされたが，その時刻に津波が来なかったこ
ゆりあげ

とで，例えば宮城県名取市閖上などで，もう津波が来ないと思い込んで，一
旦公民館などに避難していながら自宅に荷物を取りに帰った人もいたという。
津波の到達予想時刻はあくまで目安であり，場所によっては，実際と大き
く差が出ることもありうる。また，第 2 波，第 3 波が予想され，放送でも伝
えているが，一旦緩んだ警戒を取り戻せるような情報として，被災地には届
いていなかったようである。
・沖合の観測値
津波の予想高さがまだ 3 メートルだった時間に，岩手県釜石市の沖合で
GPS 波浪計が，より大きな津波の襲来を裏付けるデータを捉えていた。GPS
波浪計は，国土交通省港湾局が設置したものだが，津波の高さをほぼリアル
タイムで測定ができる。釜石港では，午後 3 時 01 分から潮位が緩やかに上
昇し始め，6 分後から急激な上昇に転じた。また GPS 波浪計とは別に，釜
石沖約 76 キロに設置された海底水圧計も地震発生後，海面が 5 メートル上
昇したことを示すデータを記録していた。予想値はあくまで予想であり，実
況値を活用することで，より正確な情報を提供できたと考えられる。
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③テレビとラジオの同時放送の課題
NHK では災害時の緊急報道の際，テレビとラジオで同じ放送を出す。こ
れは NHK の放送を視聴しているすべての人に，もれなく最優先で情報を伝
え，警報や避難を呼びかけるためである。初動体制が整った時点で，通常，
テレビとラジオは切り離される。今回の震災で，ラジオ独自の全国放送が始
まったのは午後 3 時 30 分からであった。
被災地では，停電が起き，テレビを見られなくなったうえ，防災無線が使
えなくなった地域もあった。そうした状況下では，ラジオはもっと早くテレ
ビから分離して，被災地向けに避難呼びかけを繰り返すべきだったのではな
いかという意見がある。一方で，災害の全体像が把握できるまで，分離する
判断を下しにくいという意見もある。
広域災害で避難を呼びかける対象区域が広く，全国放送ですべてを網羅し
て伝えるのは難しい。こうした中で，ローカル放送の役割が重要になってく
る。今回の震災では，前述のように，発災後しばらくして，地元の NHK ロー
カル局が全国放送を受けずに，地元向けのローカルラジオ放送に切りかえた。
災害時，全国放送よりきめ細かな地域情報を提供できるという意味では，
いつ，どのタイミングで全国放送から独自のローカル放送に切りかえるのか
が大きなポイントとなる。仙台放送局では，発災後しばらくして，独自のラ
ジオ放送を出せる準備は整えていたが，全国放送で避難の呼びかけを行って
いる上，仙台放送局が独自に持っている情報も限られており，もう少し状況
を見ようという判断がなされた。
午後 4 時 09 分に仙台放送局がローカル放送を立ち上げたのは，午後 4 時
から始まった気象庁の会見がきっかけであった。テレビでは，会見と津波の
映像を同時に映すことができるが，ラジオは 1 つの音声情報しか伝えられな
いという弱点がある。気象庁の会見も重要ではあるが，ローカル向けに情報
を出すべきだという考えから，仙台のラジオスタジオから災害報道が始まっ
た。
今回のような広域災害で津波の予想高さや時刻を伝える場合，ローカル放
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送局では，関係地域の地名に絞って放送できる。地域放送のアナウンサーが
地域向けに伝えていれば，
「津波の予想高さの引き上げ」に気付く確率も高
かったのではないだろうか。また，リスナーからすれば，普段見慣れた，聴
き慣れたアナウンサーが警戒を呼びかけることで，速やかな避難行動に結び
つきやすいのではという効果も考えられる。

視聴者の受け止め
放送を受け取った側に視点を移して，放送が被災地でどう視聴されたのだ
ろうか。地震発生とともに，
岩手県，
宮城県のほぼ全域で停電が発生するなど，
被災地の広い範囲で停電が起き，人々のメディア利用に大きな影響を与えた。
内閣府などが 2011 年 11 月に行った調査によると，大津波警報の入手先
について，岩手県では，62% の人が防災行政無線から，次いでラジオ 18%，
消防 8%，役場 8%，テレビ 5%，携帯のワンセグ 5% と続いている。宮城県
防災も行政無線が 47%，ラジオ 18%，消防 11%，車のワンセグ 7%，テレビ
6% となっている。一方で，停電した範囲が限られていた福島県では，70%
の人がテレビから情報を得ていたと答え，ラジオの 30％を上回っている。
NHK が行った調査（局内向けの内部調査）でも，停電によりテレビが利
用できなかったという被災地の声が上げられた。岩手，宮城で最も利用さ
れた放送メディアは，ラジオであった。ラジオが被災地で大いに活用され，
信頼を寄せられていた一方で，
「自分の地域の状況がなかなか報道されない。
映像がないので被害状況が分からなかった」という声もあった。携帯電話の
ワンセグについては役に立ったが，電池がなくなったら終わりなので，その
点は不安だったという意見があった。
大津波警報を聞いた後の行動について，日本民間放送連盟・研究所（2011）
が仮設住宅で行った調査によると，すぐに避難した人は 54.7%，避難の準備
をしつつとりあえず様子をみた人が 16.5%，避難の必要はないと思ったので
何もしなかった人も 5.6%，すぐに避難しつつ家族と連絡を取ろうとした人
が 4.9% などとなっており，大津波警報を聞いた後，速やかに避難行動をとっ
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た人は 60% 程度に過ぎなかった。

2

地震発生から 72 時間の放送内容

72 時間の内容分析
続いて，災害時の救助，救命の一つのカギとされる発災後 72 時間をめどに，
NHK の放送内容にについて報告する。
図 3 は，放送した内容（音声情報）を「地震」
「津波」
「火災」
「被災地（岩
手・宮城・福島）のライフライン」
「被害まとめ・振り返り」
「原発事故」
「帰
宅困難」「首都圏のライフライン」
「その他」に分類し，それぞれの時間帯に
放送された比率を時間ごとに示したものである（田中・原 2012）。
地震が発生した 11 日 14 時 46 分から 17 時 59 分までの最初の 3 時間余り
をみると，津波に関する情報が 41% を占めて最も多い。その後の時間帯では，
被害の状況や相次ぐ余震に関する情報も多くなるが，21 時以降では，再び
津波が 41% を占めるなど，最初の 1 日については津波関連の情報が最も多
く伝えられていた。11 日 19 時すぎ，福島第一原発の事故に関連して「原子
力緊急事態宣言」が発令され，21 時台には避難指示が出されたが，原発事
故関連の報道は 12 日未明まで全体の 10% にとどまっていた。
12 日未明には，長野県などで大きな地震が発生し，津波より地震の報道
が多くなったが，夜が明けると，津波の被害を受けた被災地の状況を伝えは
じめ，再び津波の情報が多くなる。さらに被災者の様子や被害のまとめに関
する情報も増えてくる。原発関連については，12 日 15 時 36 分に 1 号機の
爆発が起きると，一気にその時間帯の半分近くを占めるようになる。この後，
異常事態の発生や政府記者会見のタイミングなどに呼応して原発関連の報道
が多くを占めることとなった。
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地震
津波
火災
被害者の様子
被災地のライフライン
帰宅困難
首都圏のライフライン
その他

図3

被害まとめ、振り返り

原発事故

報道内容の推移（最初の 3 日間・3 時間おき）

放送内容の検証
①放送の空白地域
東日本大震災では，岩手・宮城・福島の各県をはじめ，北海道から関東地
方までの広範囲が被災地となった。特に被害の大きかった地域では，交通手
段や通信手段が遮断されたり，自治体そのものが機能不全となって，被災の
状況がなかなか伝えられなかった地域も多かった（表 1）
。どの地域の情報
が伝えられ，どの地域の情報が伝えられなかったなど，地域による偏りを検
証したところ，被害の大きい地域が，必ずしも放送で多く取り上げられてい
たわけではないことが分かる（田中・原 2012）」
。
・一貫して多く伝えた地域
宮城県気仙沼市・仙台市については，1 週間を通じて多く伝えていたほか，

57

放送メディア研究

表1

No.11

2014

市町村ごとの被害者数と伝えられた順位
最初の 24 時間
市町村名

24 ～ 48 時間

48 ～ 72 時間

死者

不明

計

映像

音声

映像

音声

映像

音声

映像

72 時間全体
音声

1

宮城県石巻市

3175

717

3892

16 位

13 位

11 位

13 位

6位

6位

11 位

9位

2

岩手県陸前高田市

1554

385

1939

14

16

6

6

4

3

6

5

3

宮城県気仙沼市

1027

377

1404

2

3

3

2

5

5

3

2

4

岩手県大槌町

802

551

1353

55

52

14

14

19

18

21

23

5

宮城県東松島市

1044

94

1138

77

52

13

12

20

17

22

20

6

岩手県釜石市

884

194

1078

18

18

12

11

9

11

12

13

7

宮城県名取市

911

70

981

6

5

10

10

11

8

7

6

8

宮城県女川町

571

409

980

26

25

15

15

18

12

24

18

9

宮城県南三陸町

561

341

902

24

22

4

3

8

7

8

7

10 岩手県山田町

604

211

815

―

91

48

43

37

35

65

58

11 宮城県仙台市

704

26

730

1

2

5

4

3

4

4

3

12 宮城県山元町

671

19

690

55

64

32

25

24

22

35

30
15

13 福島県南相馬市

640

23

663

12

8

19

20

22

21

15

14 岩手県宮古市

420

121

541

10

13

8

8

13

14

10

10

15 福島県相馬市

456

3

459

9

7

16

16

25

22

14

14

16 岩手県大船渡市

339

107

446

4

4

8

7

10

9

5

4

17 福島県いわき市

310

38

348

17

17

16

20

15

16

17

21

18 宮城県亘理町

257

13

270

28

32

―

49

―

58

48

45

19 宮城県多賀城市

188

1

189

67

44

29

28

46

31

49

32

20 福島県浪江町

146

38

184

―

78

―

―

66

―

118

98

21 宮城県岩沼市

182

1

183

55

52

44

39

―

―

62

55

22 福島県新地町

109

1

110

32

25

24

25

27

25

29

26

宮城県石巻市，岩手県陸前高田市・釜石市・宮古市・福島県南相馬市につい
ても，比較的安定して伝えた。宮城県南三陸町や女川町については，発災当
日はほとんど伝えていなかったが，2 日目以降からは伝えられるようになっ
た。ただし，女川町については，伝えた情報の多くが原発関連であった。
・あまり伝えられなかった地域
1 週間を通じて，伝えることの少なかった地域もあった。岩手県大槌町・
山田町，宮城県東松島市・多賀城市は，発災当日にはほとんど伝えられず，2，
3 日経ってようやく伝えられるようになった。宮城県山元町・亘理町・岩沼市，
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表2

被災者に関する情報が伝えられた比率
避難所、
被災者の様子

NHK 総合
日本ＴＶ
フジテレビ

被災者の要望、 救 援 に 関 す る
訴え
情報

救 出 の 様 子、
情報

映像

7.2%

0.4%

0.4%

1.3%

音声

5.1%

1.0%

1.4%

1.7%

映像

8.1%

0.1%

0.6%

3.4%

音声

6.7%

0.7%

1.9%

3.6%

映像

6.7%

0.3%

0.5%

7.0%

音声

7.1%

0.3%

2.5%

7.5%

福島県浪江町・新地町については，1 週間を通じて言及頻度が極めて少なかっ
た。
②被災者に関する情報
表 2 は，最初の 72 時間について，NHK 総合・日本テレビ・フジテレビが
伝えた被災者に関する情報を，
「避難所，被災者の様子」
「被災者の要望，訴
え」「救援に関する情報」
「救出の様子，情報」に分けて比較したものである
（田中・原 2012）
。
72 時間全体でみると，
どの局も「避難所，
被災者の様子」を多く伝えている。
一方で，被災者の要望や訴えについては 1% にとどまっている。局によって
伝え方の違いが見られたのは「救出の様子，情報」であった。NHK 総合で
は 2％と比較的少ないのに対して，
日本テレビは 4%，フジテレビは 8% であっ
た。フジテレビは「避難所，被災者の様子」と同じくらいの比率で伝えてい
たことになる。具体的には，宮城県気仙沼市，仙台市荒浜地区，岩手県大船
渡市などのヘリコプターでの救出作業や，福島県白河の土砂崩落現場での救
出作業などを長時間実況中継で伝えていた。
③被災者の情報欲求
では，被災者はどんな情報を求めていたのだろうか。民放連の調査による
と，発災当日は安否情報，津波情報，余震の情報などが上位を占めている。
翌日・翌々日は，仮設住宅での調査では，安否情報，被害情報，被害情報，
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生活物資，医療情報，ネット調査では，電気・ガス・水道・燃料情報などが
上位を占めている。マスメディアが伝えた被害情報や救援情報は，被災者の
ニーズとは必ずしも一致していなかったことが分かる。
NHK が部内向けに行った調査でも，同様にライフライン情報への高いニー
ズが示された。それによると，岩手・宮城・福島の各県で「食料やガソリン
の販売状況などの生活情報」
，
「停電や断水などのライフライン情報」
「家族
や周りの人の安否情報」が知りたかった情報の上位を占めていた。その一方
で，欲しかった情報が手に入らず不満に感じたことがあったか尋ねたところ，
生活情報やライフライン情報について多くの不満が挙った。

3

デジタルメディアの活用

① NHK オンライン
震災後，被災地の広い範囲でしばらくの間停電が起き，テレビを見ること
ができなくなった。より多くの被災者に情報を届けるために，放送以外でど
のような方法が取られたのだろうか。NHK では震災以前から 3-Screen 展開
を行っており，震災後も，テレビだけでなく，パソコン用の公式ホームペー
ジ「NHK オンライン」
，携帯電話の「NHK ケータイ」などで情報発信を行
うなど，パソコンや携帯向けに情報を展開した。
また，インターネット上の情報を収集し，気象庁，太平洋津波警報センター，
原子力安全・保安院，
「災害伝言ダイヤル」
，電力会社，交通機関，ボランティ
ア情報など，外部サイトへのリンクを含む一覧を作成した。
ライフライン情報は，地域ごとにきめ細かい情報を出すことが求められ，
放送が苦手とする分野であるが，その補完として，検索機能のあるインター
ネットや視聴者の居住地域の情報を優先表示させる機能を持つデータ放送で，
3 月 15 日から仙台放送局が一元的に管理して「東北ライフライン情報」を
提供した。
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発災から 12 日後の 3 月 22 日から，福島・岩手の地域放送のライフライン
情報番組の音声をインターネットで提供を開始した。音声はホームページ上
で聞けるだけでなく，ダウンロードして聞けるポッドキャスティングにも対
応した。
② NHK によるツイッター発信
東日本大震災では，ソーシャルメディアが活用された点でも注目された。
NHK では震災前から，広報局を初め，いくつかの部局でツイッターを運用
していたが，
番組告知や視聴者と意見募集などを主な目的としており，
ニュー
ス報道のためのアカウントについても，ニュースを次々にツイートしていく
体制ではなかった。緊急報道でのツイッター活用もほとんど想定されていな
かった。しかし，東日本大震災を契機に，ツイッターもニュース発信手段の
一つに発展した。
NHK のツイッターアカウントで，震災以降多くの人に利用されたアカウ
ントが 3 つあった。広報局の「@nhk_pr」
，生活情報部の「＠ nhk_seikatsu」，
科学文化部の「＠ nhk_kabun」である。このうち広報局のアカウントでは，
地震発生直後から「緊急地震速報が発表されています！

東北地方です」と

のツイートを始めた。また，生活情報部は 11 日の夜から 24 時間態勢で被災
地に向けて，注意呼びかけや余震情報，ライフライン情報などさまざまな情
報を出していった。科学文化部が運営しているツイッターは，震災前には月
3000 程度だったページビューが，多い月で 160 万件を超えた。その要因と
して「原発事故」関連の情報を，
双方向性を意識しながら提供したことにあっ
たと思われる。
いずれにせよ，NHK は災害情報をツイッターで発信することは想定して
おらず，東日本大震災を受けての手さぐりでの取り組みであった。
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NHK と外部の連携
③ NHK と外部との連携
・ライブストリーミング
今回の震災では，従来の NHK の枠組みを大きく超える取り組みも行った。
NHK のテレビ・ラジオの放送を，同時にインターネットでも流す「ライブ
ストリーミング」である。しかも，NHK のサイトではなく，「ユーストリー
ム」「ニコニコ生放送」などの外部サイトで配信された。
放送のライブストリーミングは，放送法およびそれに基づく「実施基準」
において一般的には認められていない。今回は，広島の中学生が発災直後の
午後 3 時過ぎに，テレビの映像をカメラで撮影してユーストリームにライブ
で流し始めたことから始まった。この映像は，ほどなくしてユーストリーム
の監視網に補足された。通常ならここで遮断されるところだが，未曽有の事
態を考慮して，ユーストリームから NHK に配信を続けていいか打診があっ
た。NHK は停電によりテレビ放送が観られない人々がおり，生命・財産を
守るという視点から，配信を黙認する決定を行った。
それから間もなく，
「ニコニコ生放送」からライフストリーミングしたい
旨の連絡があった。映像を提供する場合，通常は有料だが，テレビチュー
ナーで直接受信したものを流すという条件で，特別措置として無償での配
信を認めた。ニコニコ生放送では，11 日午後 7 時 40 分からライブストリー
ミングが始まった。また，黙認状態だった「ユーストリーム」でも午後 9 時
30 分すぎから，NHK が公式にライブストリーミングを開始した。その後 12
日午前 0 時 40 分，今度は，NHK ラジオ第一放送のライブストリーミングを，
NHK オンラインで始めた。さらに，13 日からは「ヤフー」でも NHK の放
送配信を行った。
ライブストリーミングは 2 週間続いた。ユーストリーム社のデータによる
と，2 週間にのべ 2250 万回視聴された。そのうち日本国内が 78%，アメリ
カから 8% など海外からもアクセスされた。
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・パーソンファインダー
災害時の安否に関する情報を E テレや FM などで発信する NHK の安否情
報放送は，1988 年にシステムが整備され，阪神淡路大震災など，過去の大
災害時に実施されてきた。今回も発災当日の 3 月 11 日夕方から安否情報を
開始した。しかし多くの地域で通信規制がかかっていたため，被災者からの
情報はほとんどなく，電話で情報を集めるというシステムの限界があった。
一方で，せっかく集まった情報をより有効に活用するための新しい動きもみ
られた。
今回安否情報のプラットフォームとして注目されたのが，グーグルの提供
した「パーソンファインダー」である。2010 年のハイチ地震の際に開発さ
れた仕組みで，被災者に関する情報を入力するとその人の専用ページができ，
ほかの人が入れた情報も統合，蓄積されていく。民間企業であるグーグルの
プラットフォームに NHK など放送局，新聞社，行政，携帯電話事業者の 10
の機関が連携した。
NHK も，3 月 16 日から，安否情報をパーソンファインダーに提供した。
また，公開された避難所の名簿を放送に載せ，NHK のホームページ上で検
索できるシステムを開発した。こうした中で，従来の安否放送は 3 月 18 日
に終了した。NHK では，将来の災害でも電話での安否情報の受付を続けるが，
E テレや FM での放送はやめて，検索機能があるデータ放送や携帯も含めた
インターネットでのサービスに絞ることにしている。

4

まとめ

東日本大震災を受けての改善
NHK では，東日本大震災を受けて，局内で，また関係機関と連携を図り
ながら，緊急報道のあり方を見直し，改善を図ってきた。その主なポイント
を報告する。
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・携帯画面と避難呼びかけの改善
テレビの画面では，同時にいくつもの情報を重ねて伝えることができる。
真ん中に映像，左下の枠内に津波の到達予想時刻と高さ，右下に日本地図と
警報範囲，さらに，文字情報など，複数の情報が凝縮されている。しかし，
被災地では，地震発生直後に停電が起き，多くの人がテレビを観られなかっ
た。一方で，ラジオやワンセグなど，電池などで使用できる携帯情報ツール
の有効性が明らかになった。そこで，NHK では，津波避難に関する情報を
携帯電話の画面サイズでも見やすいように，大きくはっきりした文字で「す
ぐ避難を！」という表示に改めることとした。
また，大津波警報の呼びかけ文についても見直した。アナウンサーは落ち
着いて冷静に伝えていたが，そのことで逆に危機感が十分に伝わらなかった
のではないかという意見も聞かれた。そうした声を受け，主な改善策として
次のような点が検討されている。
・大津波警報を伝える際には，冒頭で「逃げてください」と呼びかける。
・津波の予想時刻・高さなどを伝えている最中にも，
「逃げてください」
という文言をはさむ。
・「……してください」だけでなく「……すること」など，命令調を取り
入れる。
・「津波は何度も押し寄せることがあります」のように「……ことがあり
ます」ではなく，
「何度も押し寄せます」と，あえて言い切る。
・アナウンサーも，これまでの落ち着いた口調ではなく，声量を上げるな
ど緊迫感を伝えるよう表現に工夫を行う。
・津波予想の伝え方の改善
気象庁では，巨大地震の可能性がある場合は，予想高さの第一報は，不確
実性を避けるために数値（メートル）では発表しないで，
「巨大」などの表
現を使うこととした。予想高さはあくまで住民に避難を促すために伝えるも
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のであり，予想高さの過小評価を極力防ぎ，避難の足を鈍らせることのない
ようにすることが狙いである。また，2012 年 3 月から海底水圧計のデータ
を津波警報に活用することにしたほか，2013 年 3 月からは「沖合の津波に
関する情報」を新設して，GPS 波浪計や海底水圧計のデータを発表するこ
とを決めた。
また，もう 1 つの課題である，情報の優先順位の問題である。NHK の放
送では，予想高さの変更より，警報の範囲が広がったことを先に伝えた。気
象庁の警報発表文の準じたためであるが，放送では，その時々に重要な情報
から伝えることが肝要である。とりわけ広域情報を扱う放送の場合，あふれ
る情報から取捨選択を間違わないためにも，情報の「重み付け」が必要であ
る。その点については気象庁が重要な情報を更新した場合，目印となる「フ
ラグ」をつけることになった。その目印部分を分かりやすく放送で伝えるた
めの工夫も必要である。
・ラジオ独自放送開始のタイミング
東日本大震災では，ラジオの役割が再評価され，ラジオ放送の充実を求め
る声が強まった。ラジオはテレビとは異なったメディア特性を持っており，
災害時には，ラジオの特性を生かした伝え方で，1 人でも多くの命を救う放
送ができる可能性を NHK のラジオセンターでも感じている。
しかし，一方で，ラジオには弱点もある。同時に 2 種類の情報を伝えるこ
とができないということである。また，テレビのような図や一覧でまとめて
情報を伝えることはできない。つまり，一つひとつの情報を順番に丁寧に伝
える以外に方法はない。その制限があることで，ラジオには，伝えるべき情
報を取捨選択する際に，より厳しい判断を迫られることになる。伝える情報
を厳選し，伝える順番や適切な長さを決め，重要なことは繰り返すなど，配
慮すべき点は多い。
東日本大震災では，ラジオ独自の放送をもっと速やかに始めるべきであっ
たという意見もあるが，ただ早く独自放送を出せばよいというものではない
であろう。ラジオの独自放送をできるだけ早く出せる体制を整えることの重
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要性は認識されているが，
「災害発生から○分以内に独自放送すべきである」
などと一般化して決められるものではなく，現実には，さまざまな要素を考
慮して最善のタイミングをみて，テレビと切り離し，ラジオ放送を始めると
いうことになるであろう。
ラジオに関する大きな問題として，人々のラジオ離れがある。日常的にラ
ジオを聞いている人が減少する傾向が続いている。普段使い慣れないメディ
アをいざという時に活用するのは難しい。ラジオを日頃から聴いてもらい，
災害時に命を救えるメディアに強化・充実できるのか，ラジオが抱える根本
的な課題である。

おわりに
本報告では，災害発生直後から人々の生死を分けるといわれる 72 時間
までの災害報道を振り返り，課題を検証した。NHK は午後 2 時 46 分 50 秒，
地震発生直後に緊急地震速報を放送し，その 2 分以内に渋谷の放送センター
から緊急報道を始めた。その後の大津波警報の発令を受けた避難の呼びかけ
や東北各地の港で大津波の第 1 波を捉えたロボットカメラの活用，そしてヘ
リコプターから捉えた名取川を遡上し，周辺の農地や住宅を呑み込む巨大津
波の衝撃的な映像の放送まで，速やかな対応を行った。災害報道のために職
員の訓練を繰り返し，必要な機材を整備するなど日頃から準備してきたこと
に基づく能力を発揮しての緊急報道であった。
しかし，東日本大震災の甚大な被害を受け，
「もっと救えた命があったの
では」という思いから，防災情報をより一層改善するための検討が進められ
ている。災害発生直後の緊急報道から，せっかく助かった命を失わないため
のライフライン・生活情報の出し方，離れ離れになった家族の再会を助ける
安否情報のあり方など，災害報道の検討範囲は多岐にわたる。また，地震直
後から大規模な停電が起き，テレビが見られない中で，住民はどのような手
段で大津波警報を知ったのか，さらに「警報」や「避難呼びかけ」が実際の
避難行動にどこまで結び付いたのかという「情報の受け手」側の検証も必要
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となる。
そして今回クローズアップされた課題として，何よりもインターネットや
モバイル機器を中心とする新たなメディアの台頭が挙げられる。災害時の防
災情報提供において，ネットやソーシャルメディアをどう活用すればいいの
か。NHK は，放送に加えて，ネットやソーシャルメディアをどこまで活用
して防災情報収集・提供を行えばいいのか。情報の信用性，速報性を確保し，
ニーズを的確に把握した上で，他の組織，機関とどう連携を図ればいいのだ
ろうか。災害多発国，日本では，首都直下地震や南海トラフ地震など，巨大
地震が想定されている。次の災害に備えて，防災情報提供の役割分担と連携
の可能性を探り，新しい災害情報伝達の姿を設計することが求められている。
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