東日本大震災発生時・
テレビは何を伝えたか
メディア研究部 番組研究グループ

本稿では，東日本大震災の発生時刻 2011年

議論がそれまでどおり続けられ，大地震の緊

３月11日午後２時 46 分から，初動10 分間と，

張感はまだ伝わってこない。が，ほどなく会議

それに続くおよそ２時間を中心に，テレビが何

場も揺れを感じて騒然となり，テロップが「地

を伝えたのか，その記録を速報する。NHK 総

震速報」に変わる。地震発生２分ほどで画面

合と在京民放キー局を対象にした。

がニューススタジオに切り替わり，地震・津波

【テレビの役割が大きい初動 10 分】
今回の大震災は様々な点で未曾有の災害で

天気カメラで伝えられた後，津波警報が発せ
られ，中継画面で気仙沼港の映像が映し出さ

あるが，16 年前の阪神淡路大震災時とはメディ

れ，カメラが津波を捉える体制が整えられた。

ア環境が一変した新たな状況の中で生じたとい

アナウンサーは津波からの避難を繰り返し呼

う点でも，今後多くの検証が行われるであろう。

びかけた。以上，初動の報道は手順どおり手

その結果を待たなければ確かなことはいえない

早く対応した。

ものの，地震・津波災害の発生当初においては，

2

情報の報道体制に入る。各地の揺れの様子が

生放送番組「情報ライブ

ミヤネ屋」を大阪

放送とりわけテレビの役割は極めて大きく，メ

から放送していた日本テレビの対応も早かった。

ディア状況の変化によってもその意義は変わら

都知事会見の中継先から地震発生の様子が伝

ないといえるだろう。そこでまず「初動10 分間」

えられた。ただ，長い CM 時間中であったため，

にテレビが何を伝えたのかを見てみたい（表1，

再び CMに切り替わるが，ほどなく東京のスタ

P6 〜7）
。

ジオにベースが移り，報道体制が整う。

本震の大きな揺れが始まる直前，国会中継

地震発生時，ドラマ放送中であったテレビ朝

を放送していた NHK 総合テレビでは中継画面

日，TBS は番組中にスーパーで地震の一報を

にアラーム音と同時に緊急地震速報「宮城県

入れ，揺れが収まるころには放送をスタジオに

沖で強い地震」が入る。背景画面では国会の

切り替え，報道体制に入った。一方，同じくド
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ラマ放送中だったフジテレビは画面がやや混乱

の報が次々と入り，放送のベースが置かれた東

する場面もあったが，まだ揺れが続いている中

京での事態の緊迫感もひしひしと伝わってきた。

でドラマを中断し，報道センターからの放送に

午後４時前， 仙台市名取 川上 空を飛んだ

移った。テレビ東京は当初番組中のスーパーで

NHKのヘリコプターが，河口周辺の田畑，家

対応したが，地震発生から８分ほどでスタジオ

屋，車両などを黒濁した津波が止めどもなく飲

からの報道を開始した。

み込んでいく衝撃的な中継映像を送ってきた。

このように，地震発生から10 分を待たずに

さらに，TBS は仙台空港を襲う大津波を中継

全地上波が地震報道の体制を整え，津波から

し，同じ事態をフジテレビが VTRで伝えた。

の避難を呼びかける放送を繰り返した。

ここに至って，現代の日本人がこれまでに誰も

【その後の２時間・
「進行形」の中で
なかなか見えない全体概要】
津波・大津波警報が発令されている中で各

経験したことのない未曾有の災害であることが
明らかになった。
このような中で，各局はそれぞれ以下のよう
な対応を行った（表 2，P6 〜7）。

局とも津波への警戒を繰り返す一方，各地の様
子や余震の続報が次々と入り，やがて津波災害
が現実のものとなっていく。テレビは災害の
「進
行形」の中での対応を迫られた。

NHK 総合
NHKは，被災地の定点カメラ，ヘリコプター
空撮による，被災地のリアルタイムの映像を中

放送の中で地震予知連絡会の会長が，今回

心に放送。地震発生直後から一貫して，津波

の事態が「極めて広範囲」
「最大規模」である

に関する情報提供・避難の呼びかけに重点を

ことを強調した。テレビが経験したことのない

おいた報道を行っている。

ほどのスケールであることが判明してきたのだ。
「どこで」
「どれほど深刻なこと」が起こっている
のかという事態の概要さえなかなか見えないま
まに全力の報道を続けていくことになる。

NHK 地方局としては，仙台局がスタジオか
ら仙台市，気仙沼の状況を伝えた。
NHK が伝えた被害の映像として特筆される
のは，空撮による仙台・名取川からの津波の

午後３時10 分台に，NHK が釜石港で津波

中継である。津波による泥流が河口をさかのぼ

が岸壁を越えていく光景，トラックが流される

り，田畑や家屋を飲み込む映像は，被害が海

映像を中継した。続けて20 分前後から30 分台

岸付近だけではなく，内陸部にまで及んでいる

にかけて，日本テレビ，テレビ朝日，TBS，フ

深刻な状況を伝えた。

ジテレビの各局が，宮古，気仙沼などの大津波

スタジオでは，発生直後からしばらくはアナ

の映像を立て続けに伝えた。地震発生から30

ウンサー1人体制。その後，災害担当の記者や，

分前後で，現実の大津波が映像とともに伝えら

東大地震研究所・都司准教授が加わり，地震

れ，もはや並ではない大災害が避けられない局

情報のまとめ，映像から推察される津波の危

面になった。

険性や，住民に対する警戒・避難指示などにつ

一方，それらと並行して首都圏各地で発生し
た火災やビルの崩落事故，埋立地の液状化など

いて伝えた。
そして地震発生からほぼ２時間後には，地震
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で停止した福島第一原発で，停電により外部電

港の状況が伝えられ，波に飲み込まれる車や

源が絶たれ，非常用ディーゼル発電機の一部

建物，打ち上げられて横倒しになる船等を映し

も使えなくなり，東京電力が原子力安全・保安

出し，規模の大きさと緊迫した様子を伝えた。

院に異常事態を知らせる通報を行ったという第

八戸については，東京のスタジオからアナウン

一報を，原子力災害対策特別措置法の解説と

サーと災害担当デスクが状況を伝え，さらに津

ともに伝えている。

波の専門家によるコメントを加えた報道が行わ
れた。さらに，元気象庁長官に対する電話取

日本テレビ

材で，今回の大規模地震・津波への対処の要

日本テレビは，午後３時前には仙台ミヤギテ

点などを尋ねた。

レビのスタジオとつながって現地の情報が入る
ようになり，局内の発生時の様子や女川原発の
中継映像などが伝えられた。
午後３時 20 分過ぎには，宮古の大津波を中
継。その後も宮古の津波到達時のVTR が多用
された。また，女川，七ヶ浜町の映像なども使
われた。

TBS
TBS は夕方のニュース番組「Ｎスタ」のスタ
ジオをベースに，アナウンサー２名，記者２名
の報道体制で地震・津波情報を伝えた。
午後３時台は東北放送，IBC 岩手放送，テ
レビユー福島などからの映像や報告によって，

一方，発生から１時間ほどすると関東近辺の

事態の進展が伝えられる中で，３時 20 分過ぎ

映像が多くなり，千葉のガスタンク火災や埼玉

には宮古港で大津波が車や建物を押し流す映

の住宅火災，江ノ島や新橋の映像もしばしば

像を中継。同時に，都内，近県ではヘリコプ

登場した。

ターによる中継映像も伝えられ，各地の火災や

午後３時台，４時台には，テレビ岩手や福
島中央テレビも参加し，県内の情報などをコン
パクトに伝えた。

けが人情報なども次々に入ってくる。
午後４時台になると，スタジオに地震予知連
絡会の島崎会長が加わり，地震についての客
観的・科学的な説明が行われた。

テレビ朝日

伝えられた主な被災地は，上記のほか，女

テレビ朝日では，報道開始直後から「津波
到達予想」や「津波観測値」をアナウンサーが
繰り返し読み上げ，津波への警戒と避難呼び

川，富岡，仙台空港の大津波，千葉のガスタ
ンク火災，浦安の液状化などである。
午後 5 時前，通常の｢Ｎスタ｣ 開始時刻で堀
尾・長峰アナにバトンタッチする。

かけを続けた。
午後３時過ぎには，東日本放送，岩手朝日
テレビのスタジオから現地の状況について報告
を始め，それぞれ複数回登場したほか，午後

テレビ東京は，午後３時２分から通常番組を

４時台半ばには福島放送のスタジオからの報告

中断して，地震についての報道を本格的に開始

も行われた。

した。

津波の映像については，宮古，女川，八戸
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テレビ東京
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報道フロアを設け各地の被害情報を担当ア

ナウンサーが繰り返し伝えるとともに，総理官

進展しており新たな情報が続々と伝えられるが，

邸からは記者が総理の発言や政府の対策につ

一方で，情報を整理した報道も行われるように

いて報告を随時行った。

なっていく。

現地の被害状況については電話インタビュー

地震予知連絡 会の会長が強調したように，

を中心に報告し，専門家のコメントも電話インタ

今回の地震・津波の被災地は北海道から関東

ビューで伝えた。その他，株や為替の情報や

まで極めて広範囲に及んでおり，全放送局が

警視庁からの中継も行った。

全力で取り組んだにもかかわらず，リアルタイム

映像的には，都内の定点カメラ，総理官邸

でその全容を伝えきることはできなかった。そ

からの中継，地震発生時の都内・仙台市内の

の後，甚大な被害があったことが判明した，大

VTR が中心である。

槌町，陸前高田市，東松島市，多賀城市，南

地方局の参加はなく，仙台市内の地震直後
の様子や津波被害は主に電話で伝えた。大津
波についてはコメントで仙台空港が冠水したこ
となどを伝えた。

フジテレビ
フジテレビのスタジオでは，午後３時頃から
安藤優子キャスターにかわる。

相馬市などの状況は，この時点までにはほとん
ど報じられることがなかった。

【午後５時以降・報道内容の多様化，
原発報道の開始】
この夜，民放局では CM が全く放送されず，
地震・津波報道は全局でいっときも休むことな
く続けられた。被災地の大規模停電もあり，な

午後３時 30 分過ぎには，気仙沼，小名浜の

かなか災害の全貌が見えてこない中で，夜間の

大津波の被害が顕在化。漁船や車，住宅が押

放送内容には以下の２点の報道が加わり，今

し流されている様子を伝えた。

回の災害の「広域性」
「複合性」を浮かび上が

現 地 からの 報 告については， 電 話インタ

らせながら次第に多様化していく。

ビューを数回行った。また，仙台放送が午後４

第一には首都圏での大規模な交通障害によ

時半前後に，津波が押し寄せた仙台空港や名

る多数の「帰宅難民」の発生。被害は北海道・

取川沿いの被害状況を報告した。

東北から関東全域にまで拡大の様相を見せ始

また，電話インタビューによって東大地震研
究所の笠原教授の解説を伝えた。
東北の津波だけでなく，都内の被害状況に
ついても，ヘリ中継や警視庁記者クラブ中継な
どでリアルタイムに詳しく報じていた。

め，在京キー局は日中から続く県域局とのリ
レーを継続しつつ，関東ローカル情報にも力を
入れ始める。
第二に，枝野官房長官の会見で「原子力緊
急事態宣言」が発せられたことを機に，今回の
災害が原発事故を伴う深刻な「複合災害」であ

以上，多くの局で，夕方のニュース番組のメ
インキャスターが次々と投入され，午後５時前
にTBS「Ｎスタ」のキャスターが加わり，ほぼ
全局が出揃った。この時点ではいまだに事態が

ることが伝えられ始め，その後のテレビ報道の
中で次第に比重を高めることになっていく。
２日目以降の動きについてはまた稿を改めて
報告したい。
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表１

地震発生・初動 10 分間のテレビの対応
NHK

14:45 国会中継

日本テレビ
情報ライブ

ミヤネ屋（大阪のスタジオ）

14:46 アラーム音と同時に緊急地震速報「宮城県沖で強い地震」
音声で地震の発生を告知
ップで地震速報し，音声で地震の揺れへの警戒を呼び
14:47 テロ
かけ

CM

14:48 ニューススタジオ（アナ１Ｓ）に切り替わる

番組内で都知事会見場からの中継とやりとり，
地震の実感が伝えられる

（仙台青葉区，宮城石巻，都内渋谷）
，
14:49 中継画面＝各地の揺れ
震度読み上げ

CM

テレビ朝日
ドラマ「おみやさん」

CM

テロップで一報＝地震発生
（震度，今後の情報への注意呼びかけ）

14:50 画面に［地図］津波警報＝各地の第一波到達時間・予想高さ CM 中に地震速報のスーパー 東京・日本テレビのスタジオがベースになる
14:51 津波警報の出ている地域を告知，警戒を呼びかけ

津波情報をスーパー，避難の呼びかけを始める

番組宣伝を中断して地図画面＝各地の震度・津波警報など

14:52 中継画面

画面に［地図］各地の震度

対象地域の人に避難の呼びかけなどを繰り返す

14:53

宮城県・気仙沼港の映像

警報対象地域の人に避難の呼びかけなどを繰り返す 中継画面＝新橋など

14:54

中継画面＝台場，羽田

14:55

中継画面＝女川原発

表2

津波情報の読み上げを繰り返す

津波の到達予想をテロップと読み上げ
中継画面＝宮古市の海岸

地震発生後約２時間のテレビの対応

NHK 総合テレビ
14:40 国会中継
震災発生と同時に緊急地震速報表示
ニューススタジオに切り替えて地震津波情報
＜中継＞仙台市内，石巻，渋谷の揺れの様子
14:50 [ 地図 ] 津波・大津波警報
警報の告知 避難の呼びかけ
＜中継＞宮城・気仙沼
宮城県庁・総務課と電話中継（現時点では被害報告なし）
15:00 V：地震発生時の NHK 仙台局の映像
＜中継＞岩手・石巻
＜中継＞都内・台場の火災
Ｌ字テロップ開始
15:10 【仙台】仙台市，気仙沼の状況を紹介
（東京Ｓｔ）大津波警報の追加
＜中継＞釜石（岸壁を越える波，流されるトラック）
＜中継＞大船渡（波に浮かぶ多数の車の映像）
15:20 ＜中継＞小名浜（岸壁を越え港内に流れ込む波）
＜中継＞気仙沼（波に覆われた港内，立ち上る白煙）

日本テレビ
「情報ライブ ミヤネ屋」
（大阪のスタジオから放送）
ドラマ「おみやさん」
（番組の中継先・都庁の会見場で揺れていることの簡単なリポート）

テレビ朝日

16:30 ＜中継＞福島第一原発（余震で揺れる映像）

【盛岡】岩手県庁記者リポ 災害対策本部の設置と県内被災の情報 （電話）元気象庁長官 大地震への対処の要点

ドラマにテロップで一報＝地震発生（各地の震度）
（テロップで地震速報）
番組宣伝「砂の器」に津波情報の地図をスーパー
日本テレビ報道フロアに切り替わる・Ｖ : 地震発生直後の局内
（東京Ｓｔ）スタジオから報道開始 [ 地図 ] 津波・大津波警報
テロップ・コメントで大津波速報・震度地図
津波の到達予想と避難呼びかけ
【仙台】から地元の地震情報 （Ｖ：地震発生直後の局内・中継女川） ＜中継＞宮古 都内の黒煙映像
台場周辺に黒煙
【仙台】大津波警報と避難呼びかけ
津波警報ＣＧ 津波到達時刻ＣＧ
Ｖ：地震発生時の局内・市内
＜中継＞宮古・津波ありとの情報
＜中継＞女川原発（自動停止）
＜ヘリ中継＞台場周辺・黒煙の情報
津波観測情報
＜中継＞警視庁・台場 都内の様子，火災情報
【仙台】県内地震津波情報（中継・女川原発・自動停止との情報） 【盛岡】から津波到達の報告
Ｖ：福島第二原発地震発生時の映像
＜ヘリ中継＞東京で火災
＜中継＞宮古・津波到達の映像一報
＜中継＞宮古・津波が多くのトラックを流し，港湾施設の高さに
【盛岡】県内被災情報
【盛岡】＜中継＞宮古港の大津波～車が飲み込まれる
＜ヘリ中継＞九段会館 事故の様子
＜中継＞盛岡市内 余震続く
（東京Ｓｔ）スーパーＪチャンネルの渡辺・上山アナに変わる
15:30 ＜中継＞銚子（波に流され岸壁に激突する船）
＜中継＞新橋駅前・避難している人たち
【仙台】Ｖ：地震発生時
〔地図〕津波警報の追加情報
Ｌ字テロップ開始
＜ヘリ中継＞都内（九段会館の天井崩落の情報）
＜中継＞渋谷駅前・避難している人たち
＜中継＞盛岡市内の様子
【盛岡】Ｖ：宮古港・津波到来
15:40 ＜ヘリ中継＞新宿（駅周辺の人の様子）
＜ヘリ中継＞埼玉上空 住宅から白煙上がる
＜ヘリ中継＞九段会館でけが人
＜ヘリ中継＞仙台市内（火災がおきているマンションの映像）
Ｌ字テロップ開始
Ｖ：宮古港・津波到来
＜中継＞石巻（海水に浸かった町，流される漁船）
【仙台】余震など県内の情報
津波予測と観測値を繰り返す
（東京Ｓｔ）改めて地震の状況を説明
＜中継＞警視庁（記者リポ）
（地震実感と被害状況まとめ）
＜ヘリ中継＞新橋 都内の被害状況
15:50 V：茨城空港の天井パネルが崩落する映像
（東京Ｓｔ）災害専門デスクが参加
災害担当記者が，地震情報のまとめ
＜中継＞七ヶ浜・波の高い海の様子
＜中継＞八戸港 津波が陸地に浸入
＜中継＞八戸（岸壁を越えて港内に海水が流れ込む映像）
＜ヘリ中継＞ディズニーランドの駐車場に水
【仙台】各地の被害状況 Ｖ：女川・津波到来
＜ヘリ中継＞名取川（河口を逆流する津波が田畑・家屋を飲み込む）
大津波の予測と避難の呼びかけ
16:00 ＜ヘリ中継＞仙台名取川（住宅地を押し流す泥流，立ち上る火炎）
＜中継＞羽田・離陸み合わせ，着陸は可
＜中継＞気象庁会見
＜中継＞気象庁・記者会見
＜中継＞気象庁会見
ゲスト：東大地震研究所・都司准教授
＜ヘリ中継＞千葉・石油工場火災の映像
＜中継＞八戸港の津波
～映像から推察される津波の危険性，避難すべき場所について説明
16:10 ＜中継＞千葉（燃える製油所のタンク）
【仙台】＜中継＞仙台市内
＜ヘリ中継＞仙台 海岸線へと押し寄せる津波
＜中継＞江ノ島 水がひいているとの情報
【仙台】Ｖ：地震・津波発生時の様子
＜中継＞大洗町（岸壁に打ち上げられた船）
大津波の予測と避難の呼びかけ
＜ヘリ中継＞仙台空港（水と土砂に埋まった空港）
16:20 ＜ヘリ中継＞仙台空港（ターミナルビルの屋上に避難した人たち）
【郡山】Ｖ：局内（地震発生時）と被災状況，津波情報
＜中継＞千葉（炎上するタンク）
福島第一・第二原発で自動停止との情報
【盛岡】宮古港の津波の被害状況
【盛岡】被災情報 Ｖ：地震直後の盛岡市内と局内
大津波の予測と避難の呼びかけ

南相馬，気仙沼からの被害報告入る
＜ヘリ中継＞相馬港（海水に浸かった住宅，燃える家屋）
16:40 東北各自治体が，住民に避難指示勧告を発令
速報 原子力安全・保安院の報告を紹介
（福島第一原発の冷却に使う非常用ディーゼル発電機が故障）
東電（原発）の十条報告について解説
16:50
＜中継＞首相会見

【郡山】
「福島第二原発，火災があったが収束」
＜中継＞首相官邸（記者リポ）
Ｖ：地震発生時の国会の映像
首都圏被災状況まとめ

（東京Ｓｔ）ゲスト（東北大教授） ～津波の解説・今後の警戒
＜中継＞八戸港 大津波に船や車が流される

＜中継＞仙台駅前 駅周辺の被災状況
＜中継＞首相会見

＜中継＞首相会見
＜中継＞八戸港 津波に流される車に人がいる気配

17:00
【仙台】は NHK 仙台放送局
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【仙台】はミヤギテレビ，
【盛岡】はテレビ岩手，
【郡山】は福島中央テレビ

【仙台】は東日本放送，
【盛岡】は岩手朝日テレビ，
【郡山】は福島放送

TBS
ドラマ「３年Ｂ組金八先生」

テレビ東京
「スペシャル！傑作選」

フジテレビ
韓国ドラマ「タルジャの春」

14:45

CM

テロップで一報＝地震発生
（震度，津波への注意呼びかけ）
CM 中にテロップで一報

14:46

CM

14:47

CM

14:48

ドラマ

14:49

報道センターに切り替わる （アナ１S）
スタジオから報道開始（アナ１Ｓ）

津波警報発令地域名をスーパー

画面に［地図］津波警報

［地図］津波警報をスーパー

対象地域の人に避難の呼びかけなどを繰り返す

津波到達予想などをスーパー

アナウンサー交代，Ｎスタがベースとなる

各地の震度読み上げ
中継画面＝東京・丸の内

14:51
スタジオの揺れなどを伝える

中継画面＝新宿駅・銚子港
画面に［地図］各地の震度

津波警報，避難の呼びかけなど繰り返す

Ｖ：レインボーブリッジ・発生時の様子

TBS

テレビ東京
「スペシャル！傑作選」

ドラマにテロップで一報＝地震発生
（震度，
津波への注意呼びかけ）
（東京Ｓｔ）スタジオから報道開始
［地図］津波・大津波警報
（東京Ｓｔ）アナウンサー交代，Ｎスタがベースとなる
【仙台】から報告 津波予想・避難呼びかけ
＜中継＞都内の黒煙映像

【盛岡】から津波到達の報告
＜ヘリ中継＞東京で火災
Ｌ字テロップ開始
（東京Ｓｔ）福島原発が自動停止（コメント）
【盛岡】＜中継＞宮古港で大津波～車や建物が流される
＜ヘリ中継＞千葉の火災
Ｖ：女川の大津波～建物が隠れるほどの津波
（東京Ｓｔ）東京の交通情報などを伝える

＜中継＞仙台七北田川の濁流
【函館】＜中継＞函館港
【福島】市内からアナリポ
Ｖ：富岡の第一波
（各地の映像を映しながらゲストによる解説など）

CM 中にテロップで一報
番組中に岩手県で既に津波到達とスーパー
（東京Ｓｔ）スタジオから放送開始

１分ほどもとの番組に戻る
（東京Ｓｔ）スタジオから放送再開
＜中継＞台場の黒煙映像
津波観測情報・原発情報など各地の被害状況（コメント）
Ｖ：発生時の局内・国会
Ｖ：総理官邸（官房長官到着）
宮城県で 10 ｍ以上の津波到達（コメント）
釜石市で津波被害（コメント）
秋田の火災，九段会館の事故等（コメント）
福島第一原発自動停止（コメント）
＜中継＞総理官邸（記者リポ）
津波観測情報

（電話）栗原市の理容室・地震の様子
Ｖ：仙台市内・地震発生時の様子
（電話）仙台市消防署・津波の情報，地震発生時の様子
仙台空港の津波確認
＜中継＞警視庁・官邸（記者リポ）

＜中継＞総理官邸（記者リポ）
（東京Ｓｔ）情報整理
停電・交通情報など

＜中継＞総理官邸（記者リポ）
【釧路】＜中継＞浦河町の津波
「Ｎスタ」スタート～堀尾・長峰アナ ２Ｓ
＜中継＞首相会見

【仙台】は東北放送，
【函館・釧路】は北海道放送，
【盛岡】はＩＢＣ岩手放送，
【福島】はテレビユー福島

14:52
14:53
14:54
14:55

■スタジオからの地震報道

フジテレビ
韓国ドラマ「タルジャの春」

14:40

CM

【福島】＜中継＞富岡の津波
Ｖ：地震発生時の各地の様子
＜ヘリ中継＞九段会館でのけが人（ヘリからの報告）
各地の被害（コメント）
Ｖ：宮古の大津波
【仙台】Ｖ：倒壊した建物など
株・為替関連情報（コメント）
【釧路】＜中継＞釧路港・浦河町の津波
【盛岡】Ｖ：宮古の大津波
（電話）京大教授・地震の原因，注意点
＜中継＞銚子沖で船が漂う
【仙台】＜中継＞仙台空港の大津波
（電話）宮城の消防署・現地の様子
（東京Ｓｔ）ゲスト：地震予知連絡会・島崎会長 ～今回の地震の説明・解説
◎以後午後４時台はゲストの話をベースに各地の映像を繰り返す ＜中継＞気象庁会見
＜中継＞気象庁会見
Ｌ字テロップ開始
＜ヘリ中継＞ディズニーランド周辺の液状化
【盛岡】各地で津波到達，市内で火災

津波警報地図表示

スタジオから報道開始

■第一報

ドラマ「金八先生」

14:50

＜中継＞首相会見

（東京Ｓｔ）各地の震度読み上げ。揺れに対する警戒を呼びかける。
＜中継＞都内の駅，銚子港 ［地図］津波・大津波警報
Ｖ：レインボーブリッジ・地震発生時の様子
（東京Ｓｔ）安藤キャスターに交代
＜中継＞仙台市内，気仙沼
Ｖ：都内各地・地震発生時
[ テロップ ] 津波到達予想
（電話）石巻市役所
＜ヘリ中継＞東京で火災
Ｌ字テロップ開始
（電話）一関市役所
（電話）東大笠原教授・津波被害を警告
＜中継＞盛岡市内
＜中継＞気仙沼・津波が既に到達
＜中継＞銚子港
Ｖ：小名浜港・津波が既に到達
（東京Ｓｔ）東京の被害状況
＜中継＞銚子港・堤防にぶつかる漁船／宮城・女川原発が自動停止
＜中継＞警視庁 九段会館でけが人
＜中継＞気仙沼・建物や漁船が流されている
＜中継＞小名浜・船や車が流されている
（電話）岩手県庁
＜ヘリ中継＞足立区の火事
＜中継アナ＞台場の火事
Ｖ：仙台市内・地震発生時
＜ヘリ中継＞足立区の火事
＜中継＞警視庁 都内の被害状況
＜ヘリ中継＞千葉の火災
（東京Ｓｔ）交通情報 高速道路やＪＲ

14:50

15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00
＜中継＞気象庁会見
Ｖ：仙台空港 空港が冠水
＜ヘリ中継＞ディズニーランド駐車場で冠水
（東京Ｓｔ）
「青森・福島・茨城の原発，外観上被害なし」
＜中継＞新宿駅・電車復旧のメド立たず
＜ヘリ中継＞都内や千葉の被害

16:10

16:20

【仙台】Ｖ：発生時の様子
Ｖ：気仙沼，仙台空港の津波
「塩釜市街地，南三陸町に津波」
16:30
「名取川を津波が逆流」
（東京Ｓｔ）
「岩手で１人死亡。白河で土砂崩れ，８人行方不明」
「栃木の中学体育館で生き埋め。九段会館のけが人，心肺停止」
＜中継＞羽田空港
16:40
＜中継＞気象庁前 記者リポ
（東京Ｓｔ）宮城・七ヶ浜町で 1 人死亡，仙台や石巻の被害
Ｖ：石原都知事会見
（東京Ｓｔ）都内の被害状況
16:50
Ｖ：福島市内・地震発生時
＜中継＞首相会見
＜ヘリ中継＞茨城・美野里町上空
17:00
【仙台】は仙台放送
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