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活動報告

デジタル放送研究会 2011～12 年度活動報告

（研究会幹事 天野 篤）

東日本大震災津波被災者・福島原発事故広域避難者、南海トラフ地震津波浸水想定区域住民アンケート調査
はじめに
2011 年 3 月 11 日から今日でちょうど 2 年を迎える。
東日本大震災の地震と津波による跡形もない破壊、奪わ
れたおびただしい数の命、深い無力感、挫折感に苛まれ
て言葉を失った。忌まわしいフクイチのメルトダウンは
あってはならないできごとで、物言えば唇が寒い。全国
で 2 万人に迫る犠牲者…思いもかけない別離がこれほど
までに生じた事実は重く、情報伝達がどこまで減災につ
ながったのか、つながらなかったのか、もっと何かしよ
うがあるのではないかと、突き付けられた課題に対する
答えはちゃんと出せないでいる。昨年のとあわせて、遅
ればせながら「デジタル放送研究会」活動報告を記す。
１．調査概要
日本災害情報学会「デジタル放送研究会」は、大妻女
子大学文学部教授藤吉洋一郎代表のもと、公益財団法人
放送文化基金の研究助成等を受けて活動してきた。
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震災発生前に予定していた研究テーマは「2011 年 7 月
地上デジタル放送完全移行と新時代の災害情報提供に関
する研究」だったが、東北地方太平洋沖地震が起き、急
きょ「速報 東日本大震災 命を救う・支える情報はどう
なっていたのか」に改めた。
３.１１発生時、ひとびとに避難を促す緊急情報はどの
ように発せられ、放送などのメディアはそれをいかに伝
え、はたして見込みどおり機能したのか、あるいは機能
しなかったのか、出し手・受け手双方から調べ、きわめ
て広域かつ大規模な複合災害における情報伝達の実態を
記録するとともに、今後の課題や教訓を導き出すことを
目的とした。具体的には、地震発生直後における、自治
体の防災行政無線や、ラジオ・テレビ、通信などによる
緊急情報伝達の実態と、それが住民の避難行動にうまく
つながったのか否か、テレビの録画分析、放送当事者へ
のヒアリング、そして生存している津波被災者へのアン
ケート調査などで把握を試みた。
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※「避難研」関連（東日本大震災とソーシャルメディア・シンポジウム）
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【発表】
・第13回研究発表大会（3編）
・放送文化基金研究報告会
・第14回研究発表大会
・第15回研究発表大会予定

― 南相馬市
― 新潟市
新発田市

┬ 静岡県下田市
│
└ 高知県黒潮町

調査の全体像
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また、東電福島第一原発事故の放射線被害者は、故郷
から離れた地で長期にわたる離散避難が続き、不安な暮
らしを強いられている。いうまでもなく皆がはじめての
ことだ。ふつうの自然災害と違って目に見えない恐ろし
い災禍から逃げ惑った人たちに、メディアなどを通じた
緊急情報提供への評価や要求などについて尋ねた。
これらのアンケート調査成果は、まだ最後までまとめ
きれていないが、中間的に学会大会などで発表した。
さらに昨年、内閣府では、未曽有の東日本大震災を踏
まえ、発生確率は低いものの想定される“最大クラス”
の地震である「南海トラフ巨大地震」の被害想定を発表
した。そこでは、津波の高さは、高知県土佐清水市と黒
潮町で34メートル、
静岡県下田市で33メートルに達し、
死者は、静岡県で 10 万 9 千人、和歌山県で 8 万人、高知
県では 4 万 9 千人に達するとされた。黒潮町の津波高さ
は、2003 年に国の中央防災会議が想定した最大 15 メー
トルという数字を、下田市では静岡県が東海地震で想定
した 2.7 メートル～ 5.6 メートルを大きく上回った。従
来より大幅に危険側にふれた発表は衝撃的であり、東日
本大震災と同様、これまで進められてきた対策は殆ど役
に立たないのではないかという不安や懸念を抱かせるも
のだった。被災して命を落とす、あるいは財産を失うか
もしれないとされた住民が、新たに示された被害想定を
どう受け止め、この先どう関わっていこうとするのか、
災害情報で命を救おうとするわれわれにとって重要なテ
ーマだと考え、下田市と黒潮町の被害想定区域内住民を
対象にアンケート調査を実施した。
２．調査結果
一部ではあるが、調査結果要旨や「声」を紹介する。
２.１ 東日本大震災津波被災者（主に三陸沿岸部）より
（１）送り手（放送局など）調査
①コミュニティ FM（ヒアリング）
・コミュニティ FM における大震災発生直後の緊急対
応は、放送局が零細であるが故の限界があった。
・その後は、長期にわたり大手放送局が真似できない
地域の身近な生活情報をこまめに取材して継続的に
流すなど、
地元密着の姿勢が被災者から好評だった。
・日ごろからの地元自治体職員や地縁関係が、災害時
の対応力に直結した。
・自らも被害を被る熾烈な事態に突如見舞われた際、
緊急情報を確実に伝える能力を期待するのは酷で、
今後、水平・垂直の局間連携などを強化したい。
②ラジオ（ヒアリング等）
・以前からしばしば言われているとおり、発災直後、
ラジオは停電や輻そう等の影響で他のメディアが軒
並みダウンした中、生き残った信頼性ある情報源と
して有用だった。
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・局側も“このような場合にはラジオしかない”とい
う自覚が現場を支え、困難な状況を乗り越えた粘り
強い放送につながった。
・パーソナリティへの親近感もポイントのひとつで、
地元ラジオ局ならではの評価も高かった。
・しかし報道すべき情報は満足に手に入らなかった。
災害対策本部にも情報がなく、思うにまかせない現
地取材をはじめ、放送局では先の見えない苦闘の
日々が続いた。時には、停電のため被災地の視聴者
に届いていないであろうテレビの生中継映像をモニ
ターして、実況放送した。
・自家発電でしばらく動いていた送信所や中継所も、
燃料切れで停波した。対策として、急きょネット上
で音声配信を実施した。
・情報源へのアクセス方法として、イーモバイルやウ
ィルコムの通信回線を用いてインターネットに接続
し、一般利用可能な Google 等のクラウド型サービス
を利用した。
・片や、アナログなローテクも必要不可欠だった。
・放送設備等のリダンダンシー、災害時マニュアルや
訓練、ロジスティクス、そして例えば「サバ・メシ
コンテスト」
のような対外的な啓発活動などを含め、
平時からの取り組みの重要性が再認識された。
③テレビ（ヒアリング等）
・ぶっ通しの報道特別番組にはカメラ映像を含む豊富
な災害情報が流され、他のメディアを圧倒した。
・お天気カメラやヘリ空撮はそれなりに稼働し、初期
段階で貴重なライブ映像を提供した。
・とはいえ発災当初、現地の地上取材は困難を極め、
速報映像を搬送する手段もすぐには整わなかった。
・最大の問題は、地震発生直後、被災地で広域にわた
る停電が発生し、普段とは違いテレビがほぼ視れな
かった点だ（自家発電のある事務所や車載テレビ、
携帯のワンセグは例外）
。つまり、津波警報や避難情
報の伝達手段としては、残念ながらあまり機能しな
かった。よく言われるように“被災地の外の人々”
が起こった災害の被害状況を見聞きする感じだった。
・また、気象庁の津波警報や注意報の発表範囲がどん
どん広がり、対象エリアの伝達が優先され、警報切
り替えに伴う津波予想高さ変更の音声アナウンスが
後回しになった。発災直後 NHK ラジオは総合テレ
ビの音声スルーだったため、画面表示がない以上、
しばらくの間、大事な情報が埋もれてしまった。
・地デジのデータ放送は、とくに NHK が積極的に活
用し、被災者向けに多様な情報を逐一提供した。
④通信メディア（資料等）
・広く日常に普及したモバイル端末等 ICT が、時代を
反映してそれなりに用いられた。しかし、避難勧告・
指示や警報・注意報等緊急情報の伝達など、被災者
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の重要かつ優先されるニーズに確実に応えられるま
でには至らなかった。エリアメールも然りだった。
・とくに激甚な津波被災地では、電話局を含む通信網
が壊滅し、一般電話回線同様、ネット接続できる環
境が元通りになるまで、1～3 ヶ月間要した。
・電話の「災害用伝言ダイヤル（171）
」や携帯電話の
「災害用伝言板」は、今回あまり使われなかった。
・今後は、災害情報に求められる強靭性、信頼性や優
先性をクリアーして、スマートホンなど日頃用いて
いるポータブル情報端末の即時性や双方向性などが
フル活用できるような進化に期待したい。
⑤地方自治体（大船渡市ヒアリング）
・大船渡市役所の場合、庁舎は地震や津波の被害を直
接受けず、自家発電が動き、県の衛星回線や放送な
どで情報が得られた。
・防災行線無線装置などを通じ、緊急情報の発信は繰
り返し行ったが、
（想定外の）津波の規模や時期まで
は必ずしも十分伝えきれなかった。
・津波襲来後は、双方向の情報連絡手段は衛星携帯電
話のみとなった。
・被災後は満足な対応が困難な状況に置かれつつも、
広報ビラや臨時災害放送局やインターネットなどを
通じて、鋭意、情報発信する努力を続けた。
（２）受け手（被災者）調査
2012 年 3 月～6 月実施、気仙沼市・大船渡市・釜石
市避難者対象、郵送法アンケート調査、回収数 257
・三陸沿岸津波被災者が揺れた直後にとった行動は、
「屋外に出た」が半数以上、次いで「すぐ避難した」
「携帯電話や携帯メールで安否を確かめた」
「ラジ
オなどから情報を得た」
「出先から自宅へ向かった」
「避難準備した」などが続いた。
・三陸沿岸で助かった人の 8 割以上が、津波が来そう
だと直感して早めに避難した。別に実施した同様の
設問の調査結果と比べると、仙台平野では南ほど津
波を連想した人の割合が下がり、消防・警察や周囲
の呼びかけなどでぎりぎり避難して助かっている。
・三陸沿岸では、主に地震の揺れ方から、自ら津波を
察知して避難を始めており、大津波警報、避難指示
などの情報入手に伴う行動は、
その半数程度だった。
・逆にすぐ逃げなかった人の理由は、
「津波のことは考
えつかなかった」
「高台や内陸に居た」のほかに「大
津波警報を聞かなかった」
「屋外スピーカーが難聴
だった」
「予想高さが3メートルとか6メートルと聞
いて危険とは思わなかった」
「前年のチリ地震の大
津波警報時に高い津波が来なかった」
「2 日前もな
んともなかった」
「防潮堤などの津波対策施設が整
備されていた」
「海の様子がわからなかった」
「防災
マップに津波が来ないと示されており、こんなとこ
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ろまで来ると思わなかった」とさまざまだった（正
常化の偏見も認められた）
。
・津波警報は、三陸沿岸では防災無線から、仙台平野
ではラジオやテレビからの情報入手者が多かった。
・避難方法は、三陸沿岸は徒歩（かけ足を含む）と車
とがほぼ半々、仙台平野では約 8 割が車だった。
「車
で避難したから助かった」とする回答もあり、津波
から逃げた人にとって車避難は無視できそうにない。
よって今後、われ先にと自動車が殺到して交通混乱
を招くおそれが高まった可能性が否定できない。
・当時、避難に際しての問題はそう生じなかったよう
だが「道路が車や人で混雑していて早く移動できな
かった（信号機が消えていた）
」の回答が多く、さら
に
「安全な場所へと再度避難しなおした」
が続いた。
・役立ったメディアは、震災直後：ラジオ（停電中に
被害状況を把握した）
、1 か月後：テレビと新聞（＞
ラジオ）
、現在：テレビ（＞新聞＞ラジオ）の順とな
った。この三者以外をあげる回答は少なかった。
・テレビの L 字やテロップ情報は、およそ 2／3 の人
が役立ったとしているが、地デジのデータ放送は僅
かしか視られていなかった（アナログ放送も継続）
。
・役立った新聞は、東海新報や三陸新報など地元の地
域紙が半数を占めた。
・
「近くに公衆電話がない」という記載が複数あった。
・被災者がとくに知りたかった情報は、直後：安否（次
いで生活物資）
、1 か月後：ライフライン復旧見通
し、生活物資、仮設住宅、復旧・復興・生活再建な
ど、現在：復旧・復興・生活再建（次いで国や自治
体の対応、経済的支援など）という順だった。
・震災報道への注文は「被害の映像ばかりでなく、生
活に関する情報をもっと放送してほしかった」
「取
材対象地域が偏っていて、報道が少ない地域では支
援や対応に影響が出たと思う」がほぼ同数あり、仙
台平野南部で後者の不公平感が顕著だった。
・その他の記述では「報道各社はこのような災害時は
協力して、安否情報や物資情報などバラバラでなく
一律で継続して報道し、被災者と被災地の支援中心
に報道すべき。
各放送局が競って被災地を報道して、
記者魂が発揮されているが何か空しく思えた」
「同じ
CM ばかり流れていて耳に残った、それが震災時の
イメージとなりテレビが嫌になった」
などがあった。
・三陸沿岸の場合、信頼できる情報源は、テレビとラ
ジオとがトップ、次いで新聞だった。インターネッ
トや国などへは、不信感を募らせていた。
・報道に関する自由記述では「しばらくの間、ラジオ
の情報だけが頼りで有難かった」
「ラジオで避難者
の場所が放送されて良かった」
「ラジオは山の中で
も役に立つ。
ラジオの価値がとても大きいと感じた」
「復興は市場、産業から…とは思ったが、もう少し

災害情報 №11 2013

活動報告
住宅再建のことを」
「子供のために早くアニメを始
めて欲しかった。
子供達が不安でいたため」
「家族が
犠牲になった遺族へのインタビューで、現在の気持
どうですかなんて聞くのはいかがなものか、答は解
っているはず」
「仮設住宅に取材の方が多く出入り
し、落ち着かない日々が続いた。無理にコメントを
求められたりして嫌な思いをした。取材する方は相
手の気持ちをくんで取材してもらいたい」
「各局と
も被災地情報をよく報道されたと思うが、情報とい
うよりムダな解説も多かった。被災地、被災者を支
援する生活情報、
安否情報をもっとすべきと思った。
（例）安否などを市町村別に選択して流す（データ
放送をうまく利用）
」
「テレビで報道された地域だけ
が支援が多いと思う。大きな街の報道が多く、自分
たちの住んでいる身近な地域の状況がわからなかっ
た。
各地域の状態をもっと知りたい」
「体育館に避難
していてわかりませんでしたが、半年ほど過ぎて市
内の同級生から、被災しなかったけど各家に自衛隊
がどんどん物資を届けたと聞かされて腹が立ちまし
た。我々は 3 食おにぎりで 4 日間過したのに…。報
道の力は大きいと皆で話しました。私達の所も 180
世帯が被害に遭い 26 人の命も奪われました。
くまな
く報道をと思います」
「電気が通っていなかったの
で避難所で見れなかったが、安否取材を受けたため
県内の親族・知人に見てもらうことができ、安心し
たと後日分かった」
「自分の家が津波によって全壊
したためか、テレビで津波のシーンが出て来ると気
持ちが悪くなってはき気を覚える」
「報道機関はよ
く伝えようとしたと思うが、受けられる方が限られ
ており充分に伝わらなかったのではないか？伝達方
法を考えないと意味が無いのでは？マスコミの自己
満足にならないように」
「地元、
及び被災県は被災者
の身になって取材、報道してくれるが、遠方から来
た報道の人達は、
仕事をこなす感じがしてならない」
「テレビの朝の番組で震災後 1 年たった今でも色々
な地域の体験や生活状況をみると、伝えたいという
心情が伝わり気持ち的に楽になった」
「地域紙の安
否情報掲載はよかった」
「避難所へ各新聞社から無
料配布された紙面情報が非常に役立った」
「地域の
情報は地元紙が一番良いと思った」など、功罪相半
ばするたくさんのコメントが並んだ。
２.２ 福島原発事故広域避難者より
2012 年 7 月実施、新潟市・新発田市避難者対象（30
代女性が主）
、郵送法アンケート調査、回収数 113
・福島県下から新潟県下まで、主に放射能汚染から避
難した回答者が、地震で揺れた直後にとった行動は
「屋外に出た」が 6 割超を占め、次いで「携帯電話
や携帯メールで安否を確かめた」が多かった。
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・家族全員の安否確認については、発災当日に 8 割以
上、翌日には 9 割以上わかっていた。
・福島県下でも電気や通信になにがしか障害が起きた
が、三陸沿岸のようにすべてダメではなかった。
・福島第一原発が深刻な事態だと認識したのは、1 号
機が爆発した 2 日目（26％）と 3 号機が爆発した 4
日目（20％）が多く、実際に自宅を離れたのは、2
日目（17％）と 5 日目以降（58％）が多かった。
・避難を始めたきっかけは「爆発の映像を見たこと」
が最も多く、次いで「周りの人の様子」
「テレビが特
別編成になったこと」だった。
・
「原発事故で困ったこと」は、
“科学的な危険性”に
ついて
「将来の健康上の影響がないか心配」
「専門家
や政府を信用できない、誰を信用していいかわから
ない」
「実際にどの程度危ないかわからない」
「食べ
物や水の表示を本当に信じていいのかわからない」
などが多かった。同じく“避難”については「ガソ
リン等が不足していた」
「避難期間が不明で不安を
感じた」などが目立った。
“生活”については「補償
の見通しがわからず経済的な不安を感じる」
「家族
が別居しなければならない」
「身近な生活情報が不
足していた」などが、そして“地域社会”について
は「除染、復旧や復興がいっこうに進まないのでは
ないか」
「地域住民がばらばらになり近所づきあい
ができなくなる」などが多かった。
・震災直後に知りたかったのは「放射能汚染の見通し」
「原発事故の状況の推移」
「将来の発病などのおそ
れ」が目立った。これは 1 ヶ月後や 1 年 3 ヶ月後（調
査実施時点）でも殆ど変わらない。
・メディアの中ではテレビが一番役立ったが、地デジ
のデータ放送はあまり視られなかった。1 ヶ月後、1
年 3 ヶ月後も、テレビは常にトップだった。なお、1
ヶ月後にウェブサイトや新聞が役立ったという答え
の割合が一時的に増えていた。
・けれども、信ぴょう性において「避難者交流所や相
談所や NPO 等のボランティア」などの口コミにか
なわなかった。この点は特筆されよう。
・報道の問題点としては「安全でないのに安全・安心
という報道が多かった」
「原発事故に関する正確な
情報がタイムリーに開示されなかった」
「原発事故
の報道がわかりにくかった」
「住民の命や暮らしに
密着した原発事故の報道が少ないと思う」などの辛
口の評が過半を占めた。
・テレビ・ラジオ・新聞などのメディア報道でよかっ
た点・悪かった点を自由記述で尋ねたところ、悪か
った点にとても多数の意見が寄せられた。そこで、
代表的な意見について重複をまとめて抜き出した。
・報道に対する不信感は極めてたくさんあり「
“安心・
安全”と視聴者をだますような報道ばかりだった。
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危険だと発言した人たちが次々と替えられていき、
不信感でいっぱいになった。後出し後出しで怒りで
いっぱいになった。もっと早く危険だと、少しでも
逃げるようにと報道してほしかった。
原発事故以降、
もうメディアは殆ど信じられない」
「NHK も民放テ
レビも中立性を欠いた報道が多いと思う。原発事故
について安全・安心と思い込ませるような報道だと
感じる」
「普通報道される事を少し抑えて報道した
感があり、そのために無用の被ばくをさせられた。
裏が取れないから伝えないのではなく、可能性があ
れば伝えなくてはならないだろう。人命が尊重され
なかったことにすべて信用できなくなった」
「3.11
当時、N 大学 Y 教授の講演の様子が何度もラジオか
ら流れて、情報を持たなかった県民は殆どがすがる
思いで聞き、判断したであろう。騙されているとも
知らずに」
「低線量の被ばくについて安心・安全なの
か本当のところは誰もわからないのに、メディアは
安心・安全のアピールばかりした。政府の差し金な
のかと思う。
私は子供を守るため自主避難している。
自主避難している母子をもっと取材し、本当の福島
の状況を報道してほしい」
「報道内容が不確定でも、
有用と思われる速報がもっとテレビなどから伝えら
れていたら、より多くの人々の被ばく量が減ったの
にと思う。メディアのあり方・仕組みについて考え
させられた」
「テレビより、ラジオや新聞、ネット情
報がより広く、より小さな声や情報をあげていて、
それぞれの特性がよくわかった。後者をより信用す
るようになった」
「原発事故の報道があいまいで信用
できなく、実際に原発で働いている人からの情報の
方が確かだった。テレビの報道は隠していることが
多かった」と、情報が統制・操作・隠ぺいされ、テ
レビもラジオも嘘ばかり、
信じられないとしている。
・そして「もっと国民に正しい情報を知らせてほしか
った。そうすれば、小さな子供達が被ばくしなくて
済んだのに…」
「全てのメディアで本当のことを何
も伝えてくれなかった。原発事故の本当の放射能の
数値を事故が起きたその日に知ることができたら、
私は子供とあらゆる手段を使って遠くへ逃げたかっ
た。わからなかったため、子供を被ばくさせてしま
い後悔している」
「テレビのコメンテーター（原子力
の専門家）も安全・安心という人ばかり出て、安全
ではないと言う専門家ももっと出すべきだった。私
たち自主避難区域に住む人たちは自己判断を早くし
たかったのに、それすらできなかった」
「震災直後に
TV に出ていた御用学者達のせいで避難するのをた
めらった。危ないなら危ないともっときちんと言っ
てほしかった。避難区域だけでなく、中通り・会津
の汚染状況をもっと伝えるべき。そうすれば、もっ
と避難して子供を安全な場所に居させることができ

5

た」など、情報不足で放射能にさらされた無念さ、
口惜しさをにじませる記述も多かった。
・よかった点は「いち早く津波の被害や原発の情報が
入ってきて助かった」
「24 時間、放射線量を知らせ
てくれたテロップは役立った」
「政府が安全だと言
っている地域は、実は日常生活を送るには大変危な
い地域だったことを報道した」
「ETV 特集『ネット
ワークでつくる放射能汚染地図』
はものすごい情報」
「若者はパソコンとか携帯でいろいろ情報を知るこ
とができるが、年配者はテレビとか新聞だけが情報
源なので、テレビ・新聞に助けられた」
「避難者の声
を聞いてくれた」
「ラジオで震災翌日、
地元スーパー
の開店時間がわかり助かった。また、給水所で何時
間も待たないともらえない水も、ラジオの情報によ
り近所の地下水を分けてもらえた」
「芸能人などの
人達がボランティアで物資を運んできてくれて、歌
やダンスを見せてくれたりして、
それが嬉しかった」
「常に原発事故の報道がされ、多くの人に原発事故
がいかに大変かを知ってもらえた」などだった。
・今回の被災以降の情報取得法の変化に関しては、
「た
くさんの情報の中で何を信じるか、正しい情報を得
るために自分の知識を高めるように勉強した」
「テレ
ビの情報を鵜呑みにしなくなった。１つのニュース
について複数の情報源から判断するようになった」
「自分が正しいと思ったインターネットサイトを見
て、
情報収集するようになった」
「口コミやインター
ネットで情報収集することが多くなった」
「国の安
全という発表は安全でないと受け取るようにした。
情報の入手はリアルタイム、生の声、やはりツイッ
ター」
「テレビや新聞、
国の政府関係者の言葉や説明、
自治体の説明は信じていない。ブログやツイッター
など実話だと思われる情報で行動を起こす」
「当初、
テレビ・ラジオが（新聞も）間違いないものだと思
っていた。
ネットで得る情報は全く逆のものだった。
リスクの軽減ではなく、
危険とされる情報を選んだ。
結果、少しでも娘等の被ばくを軽減させることがで
きたと思っている」など、受け身的なマスコミ情報
丸のみ姿勢から脱し、自ら主体的に情報を入手して
取捨選択しようとする態度への変化が明確に表れた。
２.３ 南海トラフ地震津波浸水想定区域住民より
2013 年 2 月実施、下田市・黒潮町浸水想定区域内居
住者対象、面接法アンケート調査、回収数 120
・東日本大震災の際、静岡県下田市、高知県黒潮町に
も大津波警報が出、8～9 割の人が警報を覚知したが、
避難したのはそれぞれ 7％、41％にとどまった。
・東日本大震災を経て、多くの人が「地震や津波への
危機感が高まった」
「津波の避難場所について確認
した」
「自宅周辺の危険性について確認した」
。
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・最近自らが行った地震防災対策は「津波警報が出た
時の避難場所を決めている」
「津波からの避難場所
を確認している」
「防災訓練に参加している」
が上位
を占め、家族で「てんでんこ」も話し合われた。
・津波などの被害想定については、2／3 以上の人がい
ずれ起きると思っており、
強い危機感をもっている。
・将来の大地震に対しては「大きな揺れがあったらす
ぐに高台に避難する」
「テレビやラジオで情報を得
る」という答えが過半数だった。
・もとからある市・町の防災マップは概ね見たことが
あり、自宅が被災する危険性を認知し、避難場所を
決めている人が大部分と、なべて防災意識が高い。
・今回の新たな国の想定についても殆どの人が知って
おり、
それを見て従来よりも危機意識を強めていた。
・
「あまりに大きな被害の想定なので何をしても無駄だ
と思うようになった」
「起きたら起きた時」など絶望
感を抱いた人は 11％と少数派だった。
・想定を受けてとった行動としては、防災訓練への参
加や避難場所の確認などだった。
・想定に対する印象は「今まで予想していたより大き
な津波が、地震後すぐに来ると思うようになった」
「高台への避難路や避難施設を整備してほしい」が
とくに多く、
「起こりうる津波の規模と頻度（レベル
分け）に応じて、避難によって命だけは守る、防潮
堤などの対策を施して財産をも守るというように現
実的な対応をすべきだと思った」
「30 メートルを超
す津波と聞いた時には絶望的に感じたが、詳しく知
ると逃げられそうな気がしてきた」も多かった。
・
「想定に対する感想」の自由記述では、南海トラフ地
震津波シミュレーション結果を概ね素直に受け入れ
ていた。
今、
東日本大震災の実感があるからだろう。
・
「国・県に望むこと」の自由記述では、一刻も早く安
全な避難路・避難場所を整備してほしいという声が
圧倒的で、海抜表示をはじめ詳細なリスク情報の提
供、防災訓練の充実、要援護者の避難対策、医療や
備蓄など非常時に対する備え、役場や学校や住居の
高台移転などの切実な訴えが異口同音にあった。危
機感を背景に避難に積極的になっている住民を前に、
この機会を逃さず対策を進めることが肝要だろう。
・そのほか「
『津波が来たらしょうがない』というよう
な周囲の言葉に、最近はもう死を覚悟するようにな
ってきました」
「何とか一人でも命を救える対策を
とって欲しいです」
「小さい子供がいることと、
出産
をひかえているので、地震に対してとても不安を感
じます」という女性ならではの声があった。
・一方で「必要以上に騒ぎ過ぎ」
「観光などに悪影響が
出ている」
「半ばあきらめている」
「高齢者の増加、
ガケ地の崩壊の危険性、夜の避難が難しい」など、
気になる記載も目にとまった。
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３．まとめ
東日本大震災という未曾有の巨大災害が発生した時、
三陸沿岸の津波被災地で役立ったメディアの筆頭はラジ
オだった。そして電気が使える状況下では、テレビが欠
かせない働きをし、地元紙の評判もよかった。ネットや
モバイルなど新たな通信の効用は明らかになったが、脆
弱さもまた露呈した。行政の同報無線も必ずしも万能で
はなかった。総じていえば、命のかかった避難の局面で
満足な情報伝達ができたわけではない。津波避難の定石
は、まさに「釜石の奇跡」どおり、一刻も早く高いとこ
ろに逃げる能動的姿勢に尽きる。つまり、すぐ避難して
助かった人の多くは、
揺れに基づく自己判断が多かった。
将来は、ラジオとラジオライクな特性をもつケータイや
モバイル放送が鍵になる日が来るのではなかろうか。ま
た、震災報道に対する意見としては、被害映像への拒否
反応、生活関連情報への希求、取材のスタンスや片寄り
についての批判があり、反省すべき点はそれなりにあり
つつ、
ラジオの働きぶりなどどちらかというと肯定的で、
今後もメディアの防災・減災報道に対する期待は高い。
片や、福島から新潟への原発事故避難者にとっては、
だいぶ事情が違っていた。いったいどこのどの情報が真
実なのかわからず、健康被害のおそれが果たしてどのく
らいなのか、事態の終息も見通せず時間が止まったかの
ごとく不安な日々を過ごしている。テレビなどの報道に
対しては、後から「実は、こうだった…」の繰り返しで
強い不信感や厳しい批判が噴出した。情報に基づく避難
行動云々以前の問題だろう。2 年の節目を迎えても、復
旧、除染、廃炉作業等は停滞し、いっこうに復興ステー
ジに向かわない。アンケートへの書き込み「福島を忘れ
ないでほしい。助けて下さい。日本人が同じあやまちを
くり返さないために、原発のことをもっとよく考えてほ
しい。
同じ苦しみをくり返さないために」
を共有したい。
故郷を離れ失意のどん底に立たされたひとりひとりの無
念さに報いたい。
内閣府の南海トラフ地震津波想定については、大幅な
変更であるにもかかわらず、地域住民にリアリティをも
って受け入れられ、急いで備えを強化しなければならな
いと、多くの人が前向きに回答した。つまり、もともと
避難するつもりがあって、想定でさらにその気持ちが強
まっており、
危惧された避難放棄にはつながらなかった。
やはり、東日本大震災の無残な津波被災実態を見せつけ
られたばかりだからだろう。そして、考えてみれば、自
分が海沿いに住んでいて、大津波が来ると聞いて、それ
なら死んでもいいと思うだろうか。ぜひ、震災の教訓を
生かして、避難所や避難路を整備したり、避難訓練を充
実させるなど、
予防的な総合防災体制整備を促進したい。
最後に、研究助成をいただいた(公財)放送文化基金、
ならびに、被災者をはじめ調査にご協力いただいた皆様
に、深謝の意を表します。 （2013.3.11 記）
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