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ABSTRACT 
I have lectured on Mass Communication for 10 years as a visiting professor of Osaka University of 

Economics and Law. This report is the last lecture. Theme is “Earthquake and media”. How did each 
media report East Japan great earthquake disaster? Newspaper, Television and Internet …    
 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 209-214 pp］ 

 

１. はじめに 

2002 年から 10 年間、教養部客員教授として、大阪経済法科大学で主にマスコミ論を講じて来た。

2012 年 1 月 16 日、その最終講義を、澤勲名誉教授の「情報論」の教壇をお借りして行った。奇しくもこ

の日は、6434 人の死者を出した阪神淡路大地震の 17 年目の記念日にあたる 1・17 を翌日に控えた日

であった。一方で、2 万人近い死者・行方不明者を数えた東日本大震災では、10 カ月以上経っている

のに各地に生々しい傷跡が残り、復興は遅々として進んでいない。そんな中、講義のテーマは「震災と

メディア」とし、東日本大震災を各メディアがどう報じたか、震災報道の在り方はどうあるべきかを動画や

新聞紙面を使いながら話した。何人かの受講生が「よそごとではないと思った」という感想を述べてくれ

たのはうれしかった。 

 以下は、講義の概要である。 

 

２. 各メディアは東日本大震災をどう報じたか 

 震災のような非常時こそ、メディアの総合力、存在価値が問われるものである。現場の声を的確、迅速

にとらえて救援を促し→被災者に命と暮らしに役立つ情報を伝えて生活を支援し→政府などに必要な

対策を提案し→防災・減災の国造りに貢献する―という厳しくも崇高な使命を果たさなければならい。 

そこでまず、昨年 3 月 11 日に起きた「1000 年に一度」という東日本大震災を各メディアはどう報じたか

を検証してみよう。 



２-１ 新聞 

新聞は各紙とも、1 面の広告を外して全ページを震災のニュースに当て、さらに最終面のテレビ・ラジ

オ番組を中面に回して、ここもニュース面とする特別紙面をつくった。これはほぼ 1 カ月続いた。長い新

聞の歴史でも例のないことである。社屋や印刷工場が被災して新聞制作が不可能になった地元紙は協

力協定を結んでいる隣接県の新聞社に頼んで発行を続けた。河北新報（宮城）は新潟日報に、岩手日

報は東奥日報（青森）に。阪神大震災で社屋が全壊した神戸新聞の社員が歩いて、原稿や写真などの

材料を京都まで運び、京都新聞の協力で 1 月 17 日の夕刊を制作。一度も途切らすことなく新聞発行を

続けた。この教訓から、各地方紙の間で協定を結んでいたことが役に立った。 

こうした大手の新聞以上に大きな話題になったのは、宮城県石巻市の夕刊紙「石巻日日（ひび）新

聞」であった。津波による浸水で輪転機が使えなくなった 6 日間、記者たちが手書きで“壁新聞”をつくり、

避難所に貼って、情報を伝え続けた。従業員約 30 人、発行部数 1 万 4000 部という小規模の新聞が見

せたジャーナリスト魂は世界的な反響を呼び、ワシントンのニュースジャーナリズム博物館に永久保存さ

れることになった。また、国際新聞編集者協会の特別賞も受賞した。 

 

 

 

記者が手書きで作った石巻日日新聞の“壁新聞”       ２２日間で５万人の名簿を載せた岩手日報 

 

２-２ テレビ、インターネット 

テレビも総力をあげた。ＮＨＫは24時間の震災報道を1週間続けた。日本テレビ系はＣＭ無しの連続

61 時間特番を打った。JNN 系列局は合同で現地に臨時支局を設けた。各民放とも通常のＣＭを外し、



被災者を元気づけるようなＡＣ広告で対応した。金子みすゞの詩を扱った「こだまでしょうか」は、２０１１

年の新語流行語大賞ベスト１０に選ばれるほどだった。 

民放では発生翌週からゴールデンタイムはほぼ通常番組に戻ったが、画面を圧縮して外枠に震災情

報を流す「Ｌ字情報放送」を続けた。地元ローカル局によってはＬ字が３段重ねになる時もあった。 

インターネットが大活躍したのも、阪神大震災の時にはなかった大きな特徴だった。一般の市民が発

信するツイッターやブログを既存のメディアがどんどん吸い上げてニュース化していった。イギリスの公

共放送・ＢＢＣや、世界を代表する米の新聞・ニューヨークタイムズもこれらナマの情報を世界中に打電

した。動画サイトも注目を集めた。ニコニコ動画は、初めての試みとしてＮＨＫとフジテレビの画像を同時

配信した。震災発生以来 3 週間でＮＨＫへの来場者は 1046 万人、フジへは 205 万人に上った。テレビ

とネットの協業が実現した初のケースだった。 

 

３. マスコミ機能とミニコミ機能 

このように未曾有曾の大震災に、各メディアとも総力をあげ、異例ずくめの対応をしたが、災害・震災

報道が他の一般報道と大きく異なる特徴は、メディア本来のマスコミ機能に加えていわゆるミニコミ機能

を同時に果たさなければならないという点にある。被害の全体像を広く伝えるとともに、被災者に直接役

立つ細かい生活情報を伝え、支援しなければならない。よく言われる「鳥の目、虫の目」報道の実践で

ある。 

東日本大震災の場合、その最たるものが家族や知り合いの安否を知らせる避難者名簿だった。岩手

日報は一つ一つの避難所を回ってチエック、多い時には 8 ページの新聞の半分を名簿に当てた。22 日

間にわたって県内 300～400 か所の避難所に避難していた計 5 万人の名簿を載せた。同時に搭載した

ウエブサイトには 1 日最大、73 万アクセスを記録した、という。 

阪神大震災でも給水車の到着時間・場所、風呂が入れる銭湯、人工透析が行える病院、店を開けて

いるコンビニ、電車・バスの運行状況…等々、普段ならとてもニュースにはなりえない細かい情報を連日

掲載した。 

毎日新聞は阪神大震災で「希望新聞」と名付けて１年間、こうしたミニ情報を流し続けたが、東日本大

震災でも、この希望新聞を１６年ぶりに復活させ、ライフラインの復旧に始まって、無料公衆電話の設置

場所、移動郵便局、支援金の給付申請窓口などを繰り返し掲載して、被災者サポートを続けた。読売新

聞の「明日への掲示板」は年が変わっても連綿と続いている。地元紙はもちろん、放送メディアもきめ細

かい情報が大きなウエイトを占め、今も続いている。 

 

４. 被災地を元気づける明るいニュース 

被災地にとっては、辛い、暗い状況が長く続くだけに、被災者を元気づけ、勇気づける明るいニュー

スも震災報道にあっては欠かせない。阪神大震災で編集長として紙面づくりの指揮をとった私にとって

忘れられないのは、震災発生 3 日後に生まれた赤ちゃんの報道。京都から神戸の実家に里帰りしてい



た３３歳の女性が箪笥の下敷きになりかけながら必死で逃げ出し、不安に耐えて女児を出産した。「希

望の誕生」という見出しを付けて、その日の夕刊の 1 面のほとんど全面を使ってこの母子の写真を載せ

た。赤ちゃんの小さなこぶし、お母さんの満ち足りた表情。４０年間の新聞記者生活を通して一番印象

に残る写真となった。 

東日本大震災でも、岩手県陸前高田市で７万本の松のうちたった１本が津波に耐えて生き残り、「奇

跡の一本松」として、復興のシンボルになった話や、何日かぶりに救助された話など、明るいニュースが

大きく扱われていた。 

 

５. 礼儀正しい日本人 

明るいと言えば、二つの震災で見せた被災者の我慢強さ、どんなに苦しくても他人を思いやる態度は

世界の称賛を浴びた。弁当一つでも、バケツに一杯の水でも何時間もきちんと並んで待ち、順番に受け

取る。そんな写真が世界中に流され、「礼儀正しい、すばらしい日本人」と、人々の胸を打った。１９９４年

のロサンゼルス地震では商店街の襲撃事件が起き、アジア各地では救援物資の奪い合いが繰り返され

たりしたのと比べて、日本人の秩序正しさが際立った。こうした日本人の美徳を、誇りとして守り継いでい

かなければならない。 

大学生をはじめとする若い人たちがすすんで現地に入り、ボランティアとして活躍したのも忘れられな

い。阪神大震災では延べ１６０万人ものボランティアが活躍、この年、1995 年は“ボランティア元年”と呼

ばれた。 

東日本大震災では、「これまで日本に助けてもらったから」と、世界 120 カ国から救援の手が差し伸べ

られた。アメリカの「トモダチ作戦」では、艦船 20 隻、航空機 140 機を繰り出し、1 万 8000 人が参加してく

れた。 

 

６. 救済・救援から・・・ 

震災報道は時の経過とともに発信すべき情報の質も変わって来る。警察や自衛隊の活躍や安否情

報が中心の「救出・救援期」から、被災者が普通の生活を取り戻そうとするときの「復旧期」、被災地を作

り直す「復興期」…と状況を見ながらの多角的な情報発信が要求される。被害が広範囲にわたった東日

本大震災の場合は、地域の実情にあった対応が特に大切だ。それぞれの地域特性を細かく吸い上げ

て、国や自治体の施策に反映させていかなければならない。 

かつて経験したことがない原発事故への対応もメディアにとって大きな試練だった。専門知識が不足

していたことも影響して、当局の情報をそのまま流して「大本営情報」と批判されたり、異なる識者見解を

羅列して却って混乱させたりするケースもあった。原発と震災の報道のバランスも課題だった。 

原発問題に限らず、震災には何十年という長いスパンの取り組みが要求される。災害体験を風化さ

せない継続・啓蒙報道こそが防災・減災につながる。2030 年にも予想される「南海・東南海地震」では 2

万人、大阪の中心部を走る「上町断層」が引き起こす直下型地震では 4 万 2000 人もの死者が予測され



ている。東海・南海・東南海が連動した時の津波の高さは20メートル、梅田の地下街も水浸しになるとい

う予測もある。 

 

7. おわりに 

 

震災の被害をいかにして最小限に抑えるかは、その国の「国力」によると言われる。防潮堤の建設や

治山治水対策などのインフラ整備はもとより重要だが、それにも増して要求されるのが「情報」の力であ

る。メディアは普段から防災への正しい、良質な情報を伝えて幅広く浸透させることに努めなければなら

ない。いざ発生した場合は、メディア自身が被災者になるケースがしばしばある。それを乗り越えて、迅

速に的確に情報を発信できる強靭な報道力を備えておかなければならない。メディアに課された使命

はとてつもなく大きい。それを育てるのは、我々一般国民の、メディアへの普段からの厳しい監視の目に

他ならない。分けても諸君のような若い力に負うところが大きい。 

大阪経済法科大学最終講義の要約 

                                   講演日 2012 年 1 月 16 日 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

由良薫（ゆら・かおる）略歴 

1942（昭和 17）年生まれ。京都府出身。大阪外国語大学ロシア語科卒業。 

 

1965 年産経新聞社に入社。一貫して編集畑を歩み、一線時代は主に事件・事故や裁判を担当する社会部に

在籍。奈良支局長、大阪本社整理部長、編集局次長、編集局長（大阪新聞）等を歴任。 

 

2002 年から大阪経済法科大学教養部客員教授として、マスコミ論、総合演習、文章表現の講座を担当。また、

同大学科学技術研究所、同地域総合研究所にも客員教授として在籍。「科学技術研究所紀要第 12 巻第 1 号

2007」に「マスコミ論のアンケート結果と考察―講義中のアンケートの情報処理―」を搭載。「地域総合研究所紀

要創刊号 2008」には「インターネット時代の新聞社説の比較研究―望まれる「地域の視点」―」を搭載した。 

 

一方、ＮＰＯ法人・洞窟環境 NET 学会理事として洞窟学研究にも参加。「同学会紀要 2 号☆ＣＥＮＳ☆2011」に

「岐阜県郡上市、大滝鍾乳洞（観光洞窟）の見学と考察」の論文を搭載した。さらに、同学会紀要３号☆ＣＥＮＳ☆

201２」に「万葉集と洞窟―「三穂の石室」（和歌山・美浜町）を検分」投稿中である。 

 

その他、2000 年から「日本笑い学会」、2007 年から「日本ＮＩＥ学会」の各会員としても活動している。 

大阪府高槻市在住 


