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東日本大震災における、 

マスメディアとソーシャルメディア 

 

  藤代裕之 ジャーナリスト 
 

２０１１年４月１２日 

 
余震が続く中、藤代氏が東日本大震災におけるメディアの果たした役割りに

ついての中間報告をした。 

「マスメディアは震災報道において非常に力を発揮した」というが、「何が

ニュースなのかについて、地域ごとの差を考えるべきではないか」と課題を

のべた。また地元紙と全国紙におけるニュース価値における時間軸の差など

を挙げた。 

近年注目されていたソーシャルメディアは、被災状況の記録という意味では

非常に役に立ったと述べた。また Google のパーソンファインダーという具体

例を挙げ、ネットが公共的な役割りを果たし、さらにそれとマスメディアと

の連携が進んだ点などについて解説した。 

信頼のある情報を伝えるためには「顔の見える報道」が必要であると、マス

メディアとネットに共通する課題を示した。 

 

司会 日本記者クラブ企画委員 瀬川至朗 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 



 

 1

藤代 藤代です。今日はよろしくお願いいたし

ます。（拍手） 

瀬川さんからご紹介いただきましたように、

私はもともと徳島新聞の記者でした。ですから、

日本記者クラブで会見できますことを非常にあ

りがたく思っています。今日はよろしくお願い

します。 

徳島新聞では、社会部で事件記者をやってい

ました。それから文化部で若者向けのリニュー

アルとネット活用を担当していました。そこで、

インターネットの可能性に触れ、2005年にＮＴ

Ｔレゾナント（goo というポータルサイトを運

営）に転職しました。現在もＮＴＴレゾナント

という会社に所属しながらジャーナリスト活動

をしています。 

レゾナント社では、ニュースデスク、編集長

を歴任し、現在は gooラボという新しいサービ

スをつくる担当をしております。プロトタイプ

も含めてウェブサービスを 10程度作りました。 

新聞社の社会部出身で、事件取材からウェブ

サービス作成まで関わった人間はかなり少ない

と思います。最近は、ソーシャルメディアのジ

ャーナリズム活動に注目して、いろいろなとこ

ろに原稿書いています。 

定期寄稿では、日本経済新聞の電子版に「ソ

ーシャルメディアの歩き方」という連載をして

います。文筆のほかに、ブログも持っています。 

ブログは 2004 年から書いています。このブ

ログがきっかけとなり、ソーシャルメディア上

の取り組みや動きについて、興味関心を持つよ

うになりました。今回も、東日本大震災におけ

るマスメディアとソーシャルメディアの役割と

か、どのような動きがあったかをまとめようと

思います。 

私が、このような大規模な震災に興味を持っ

たのは、2004年の中越地震です。ブログを始め

た直後に発生したこともあり、災害時の報道、

そして情報というものがどうあったらいいのか。

インターネット上で流れるもの、地元新聞で展

開されること、全国紙で展開されること、テレ

ビというものがどのようにユーザーの中で、利

用者の中でみられているのかということなどに

興味を持っていましたので、今回の地震に関し

ても、当初から注目しています。 

なお、マスメディアとソーシャルメディアは

対立する概念ではありません。これは、以前か

ら申していますが、この震災では、マスメディ

アとソーシャルメディアが対立しないことがは

っきりと分かってきたのではないかと思います。 

 

マスメディアは震災に強さを発揮 

 

マスメディア側は、改めて、震災には強かっ

たと思います。災害、緊急時の放送や、紙面展

開に関しては強さを発揮したと考えています。

映像のインパクトを伝えたテレビ、生活情報基

盤としての新聞と資料には書きました。この際

の新聞というのが、どの新聞を指すのかという

のは、それぞれ居住地によって変わります。特

に地元紙の河北新報や、岩手の新聞社は生活情

報を紙面にかなり割いている。ガス、水道、稼

働しているＡＴＭなど。これは石巻日日新聞の

ような地域紙もそうです。生活情報基盤として

の新聞と、映像インパクトとしてのテレビとい

うふうに、すみ分けも進んでいると感じていま

す。 

生活情報基盤としての新聞という側面が、

2004年の中越地震のとき以前は、実はあまり存

在していなかったと考えています。それは、後

ほど課題のところでも述べますが、第一報主義、

一次情報主義、既報は載せないという新聞社の

お約束みたいなものがあり、新聞社から考えて、

毎日同じような生活情報を載せることがニュー

スなのか、という議論があります。 

 

――おっとっと、緊急地震速報です。大丈夫

でしょうか。きょうは朝から揺れていますが、

大きかったら逃げましょう。結構大きいです。

大丈夫ですか、逃げなくていいですか。まだ続

いています。大きいなあ。すごいですね。―― 

 

連日載るようになった生活情報を読者は読

んでいると思います。被災地における情報接触
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は、ラジオ、それから紙、テレビ、ネットの順

番であるといわれています。これは仙台の方も

おっしゃっていました。 

後ほど課題のところでも申しあげますが、

「インターネットは電源がつながらなければ、

パソコンも単なる箱。乾電池で動くラジオや、

手にとって見ることができる新聞紙は、被災地

における情報接触に非常に役に立った。そのあ

とでテレビ、最後にインターネットをみました」

というふうにおっしゃっていました。 

仙台のモバイルビジネスにかかわっている

方も、「ツイッターが役に立ったとかいってい

るけれども、被災地ではあまり役に立ちません。

モバイルも、電源がなく、アクセスもできない

し、そういうものは後から確かに役には立ちま

したが、すぐには役に立ちませんでした」とい

うお話をされていました。 

一方、ソーシャルメディアがまったく役に立

たなかったのかというと、そうではないのでは

ないか、と考えています。影響力はやはり増し

てきている。 

 

被害記録が一般人の手によって残った 

 

特に、被害状況の記録、映像関係に関しては、

だれが撮ったかよくわからないようなものも含

めて、いろいろなところにアップされています。

100 年に 3 回、明治、昭和と起きている地震に

関して、記録がたくさんはありません。もちろ

ん石碑などはあります。しかし、今回の地震に

関して、多くの人々が携帯電話での動画機能や

デジカメ等を使って、記録が残ったという点で、

今回の地震はこれまでの震災とは違う。 

これまでだと、記録することができるのは町

の広報担当とか、マスメディアの人たちだけで

した。しかし、身近にビデオカメラや携帯電話

があるので、携帯電話で津波の状況を撮って、

慌てて逃げるような、そういう映像が非常にた

くさん出回っている。これまでの津波とは全く

違う状況だと思います。これによって、映像記

録がかなり進むであろうと考えています。 

それから、被災地のユーザーからの発信、そ

れから県といった公共機関、報道機関も含めて、

発信ツールとしてソーシャルメディアを使うと

いうことが増えています。特に岩手県に関して

は、震災直後からいろんな生活情報等が、ツイ

ッターを使って情報発信され、かなり活用され

ている。自治体等によって温度差は相当ありま

すが、岩手県、それから今後、機能回復が進ん

できた自治体等には利用されると思います。 

米軍とか自衛隊のようなところも、ツイッタ

ーを利用し、復興支援とか救出情報について情

報を流しています。報道機関を介さず、ダイレ

クトに一般のユーザーに向かってきめ細やかな

情報を当事者から流していく流れは、とめるこ

とができないでしょう。これからもさらに続い

ていくだろうと考えています。 

Google と Yahoo!の動きはかなり早かった。

世界の Google の記述者、世界中の人たちが日本

の支援に向けて動いたという面もありました。

安否情報システムのパーソンファインダーの活

用がかなり進んだ。これまで、安否情報は、新

聞の名簿作成のようなもので行っていて、新聞

の非常に大きな仕事であったと思います。また

自治体等が行う大きな役割としても、人の安否

の確認があったと思いますが、それが一企業で

ある Google と、無数の名前のないインターネッ

トユーザーによって行われるということが起こ

った。これも、いままでとは全く違う取り組み

なのではないかなと考えています。 

今回の地震の大きな側面として、一つは地

震・津波の被災地の問題と、東京電力の福島原

子力発電所問題という 2 つがあった。2 方向に

大きなニュースバリューが存在していたので、

関東においては、原子力問題のほうがクローズ

アップされ、不適当かも知れませんが、被災地

のニュースバリューが落ちているような印象が

あります。 

インターネット上も同様です。ネットユーザ

ーは首都圏と大都市に非常に多く、また若者が

多い。そこで東京の計画停電のさいに節電キャ

ンペーンが起こった。それが「ヤシマ作戦」と

か「ウエシマ作戦」と言われました。 

「ヤシマ作戦」というのは、「エヴァンゲリ
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オン」という有名なアニメがありまして、エヴ

ァンゲリオンがすべての電力を集中させ敵と戦

えるように節電を行うというシーンのことです。

それを文字って、みんなで節電しようという勝

手なキャンペーンを行ったのです。それが「エ

ヴァンゲリオン」を制作している会社から、「こ

れはぜひ進めてください」と後からお墨つきを

得た。先にネットユーザーが始め、後からその

会社からお墨つきを得るという動きがあったの

です。 

「ウエシマ作戦」というのは、節電というよ

りは、買い過ぎというか、買い占めをやめまし

ょうというキャンペーンです。これは一部スポ

ーツ紙が取り扱っていました。ウエシマという

のは、お笑い芸人のダチョウ倶楽部の上島さん

のことです。そのダチョウ倶楽部に「どうぞ、

どうぞ」と譲り合うギャグがあるのですが、そ

れにならって、買い占めをやめましょう、とい

うキャンペーンが行われたのです。 

こうように、自発的にネットユーザーによる

節電や譲り合いのキャンペーンが起きたという

ことは、非常に大きい。日本のネットユーザー

や国民性を考えても、高く評価してもいいので

はないかと考えています。 

ただ、残念なことに、こういうものはあまり

大手メディアには取りあげられていなかった。

この断絶はあると思います。「ヤシマ作戦」と

か「ウエシマ作戦」という名前で扱ったところ

はあまりなくて、ダチョウ倶楽部さんが記者会

見したときにスポーツ紙や情報番組が取りあげ

たと聞いていますが、取り上げたところは少な

かった。 

 

連携進んだマスコミとネットメディア 

 

しかしマスメディアとソーシャルメディア

の連携はかなり進みました。私がブログを書き

始めた 2004年ごろは、ネット敵視という風潮が

マスメディア側に非常に大きくありました。イ

ンターネットは敵である、関わるな、というよ

うなものや、新聞社や放送局自身がネットに進

出しようとか、どこかのネット会社と組むとい

うようなことはあまり考えず、自社で展開する

といった動きです。それは、ライブドアとフジ

テレビ、ニッポン放送グループ、それから楽天

とＴＢＳの問題をみてもそうですが、拒否反応

が強くありました。 

しかし、未曽有の今回の災害のような大きな

事件を受けて、そうこういっていられない。も

っとスピーディーに連携して、これまでの枠組

を超えて協力し合った。実はこれがマスメディ

アとソーシャルメディアの大きな一歩だったの

ではないかと考えます。 

去年、尖閣諸島の動画が YouTube にアップロ

ードされたり、ウィキリークスが話題になった

りして、マスメディアとソーシャルメディアの

関係について議論されたと思います。私はずっ

と、相互補完関係にある、と申しあげてきまし

た。今回、マスメディア側がかなりいろんな問

題を乗り越えたのだと私は考えています。 

生放送をネットにそのまま生中継するとい

う掟破りもありました。ＮＨＫやフジテレビが

ドワンゴ社のニコニコ動画で、ＴＢＳやラジオ

福島が Ustream――これはインターネットの動

画中継を行うサイトですが――で自社の放送を

提供していました。これは転載というようなも

ので、これまでは決して認められていませんで

した。 

私は震災が起こった日に、立命館大学でゼミ

の発表をみていました。そのときにみたのは、

ＮＨＫのテレビをそのままウェブカメラで写し

ている人たちの映像でした。テレビをみること

ができない人たちが、インターネットを通じて

テレビ放送をみられるようにしたということで

す。大学生か高校生が無断で行った生中継から

始まったと聞いています。ウェブカメラをテレ

ビに向け、テレビの映像をそのまま無断でネッ

ト上に流したのです。非公式で始まったものが、

公式に映像が流れるようになります。ユーザー

の利便性を考え、なるべくたくさんのユーザー

さんにみてもらうためには、流れに乗って、流

したほうがいい。テレビを視聴できない人たち

でも、インターネットでなら視聴できる方に向

けてこういうことが起こったということは、画

期的ではないかと思います。 
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ＮＨＫの動きが早かったのですが、安否情報

と、Google 社が提供しているパーソンファイン

ダーが連携しました。それはこういうふうに（資

料のページ７）、ＮＨＫのサイトの中に Google

社のサービスが埋め込まれている、というよう

な連携の形です。 

これまでは、どこかのサービスと連携してい

くことは、なかなかマスメディア側の自前主義

からすると難しいところがありました。しかし、

今回は、もうすでに Google が情報を一番集めて

いるんだから、ここと連携しようよ、という話

になったようです。パーソンファインダーは 60

万件近い人の情報が登録されていて、これまで

にない膨大な量になっています。 

いま新聞社もパーソンファインダーとの連

携を進めていまして、Google のブログをみると、

朝日や毎日さんとの連携も進んでいます、と書

かれていますから、これからの災害での安否情

報のデファクトスタンダードはパーソンファイ

ンダーになるのではないか、と考えています。 

 

ネットの公共性を示した安否情報 

 

実は、これは非常に重要なことを示していま

す。安否確認をするというのは、かなり公共的

な役割だと思うのです。これまでは自治体やＮ

ＴＴグループなどの通信事業社、それから新聞

がやっていたわけですが、Google というネット

企業が 60万件もの個人情報を扱っていて、大き

な流れになってきていることを考えると、イン

ターネットの公共性というようなものが如実に

あらわれているのではないかと考えます。 

それから、地元被災地の新聞である東北のブ

ロック紙である河北新報が、ＰＤＦで紙面をネ

ット無料で公開しています。ツイッターで生活

情報も発信しています。こちらも非常にきめ細

やかな情報発信が行われています。それから、

ツイッターでは、こういうふうに情報発信をし

ていますというような、ネットで紙面を紹介す

るような逆の取り組みも河北新報さんは行って

います。新聞社によってかなり取り組み状況は

異なりますが、河北新報は最も進んでいるので

はないかと考えています。 

「ふらっと」というＳＮＳがありまして、そ

こでは私も知っている講談社の「現代ジャーナ

ル」の編集委員の寺島英弥さんのルポが、転載

されています。つまり、自社にとらわれない、

枠組みを超えた連携とか取り組みがかなり進ん

でいる。そこは随分変わったなと考えています。 

少し気になることがあります。それは、野村

総研が先日出した報道への評価です。これはネ

ット調査で、関東在住 20～59歳を調査したとい

うものなのですが、震災に関する情報提供で重

視しているメディアというものは、ＮＨＫが

80.5％、民放、それからポータルサイトという

のが新聞より上に出てきている。これは調査が

ネットユーザー調査ですので、そこのバイアス

はみておく必要があると思いますが、ポータル

サイト、特にこれは Yahoo!のことだと考えられ

ますが、非常に高く評価されるようになってき

ているということです。 

ヤフーはＮＨＫのスクリーンが映る特別対

策室を社内に設けています、東名阪に分散した

技術者を 24時間体制で配置、サービスをつくれ

というふうにいわれれば、それに対応できる体

制を組んでいます。これも Google と同じように、

インターネットサイトであるヤフーが公共的な

ものを担う、自覚的な取り組みと考えています。 

信頼度が上昇したメディアは、ＮＨＫですが、

逆に低下したのは政府・自治体の報道です。

28.9％となっています。 

ソーシャルメディアに関しては、上昇した

13.4％、低下した 9.0％で、やや上昇したかな

という程度で、課題もあるよね、というところ

ではないかと思います。 

私も新聞社出身ですので、新聞の評価は気に

なります。新聞の評価は上昇が 2.8％で、低下

が 5.9％となっています。これをどう考えるか

というところは、少し気にとめておいたほうが

よいかなと思います。 

新聞は、もともと信頼が高いので、上昇も低

下もしていないというふうにとらえる。もう一

つは、あまりみていないので関心がない、とい

うふうに考える。このあたりを新聞関係者は少
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し気にとめて調査をしたほうがいいのではない

かと考えています。 

最後に、課題を述べます。マスメディア、ソ

ーシャルメディアそれぞれに課題があります。

マスメディアは、災害情報に非常に強くて、や

はり影響力が大きいということが改めて示され

ました。人的なものも、信頼度も含めて、ソー

シャルメディアはまだまだかなわない部分があ

ります。 

 

生活情報はニュースか？ 

 

一方、ニュースをどうとらえるのか考える必

要があると再認識するいい機会だと思います。

中越地震のとき、生活情報みたいなものはニュ

ースではないと考える新聞関係者が非常に多か

ったのです。そういうものはニュースではない、

報道の範疇に入らないと考える。 

しかし、特に被災地で避難されている読者か

らすると、生活情報こそがニュースなのです。

必ず欲しいニュース。報道というと、被災状況

の厳しさとか、避難所での生活の厳しさ、それ

から生活再建、復興というふうに移っていくわ

けですが、それはだれが望んだニュースなのか、

だれに対して提供しているニュースなのかにつ

いて考えていくいい機会なのではないかと考え

ます。 

それから、一次情報・既報主義の課題があり

ます。一次情報に関しては、ソーシャルメディ

ア上の情報が早く、配信をしているのでインタ

ーネットでもかなり早くマスメディアの一次情

報、それから通信社の一次情報みたいなものが

流れるわけですが、それをどういうふうに紙面

で展開していくか。 

テレビは、一次情報も確かに速いので、非常

にリアルタイム性がある。例えば保安院の記者

会見はＮＨＫでやっていますし、東京電力の記

者会見もかなりやっています。しかし時間軸を

考えると、テレビ、ネット、紙というものをど

ういうふうに展開していくのかを考える必要が

ある。どの媒体も同じことをやっていてもしよ

うがないな、と思います。 

既報主義というのは、一度出したものをどう

扱うかということです。私も仙台、石巻と先週

入ってきたのですが、今回は被災が甚大で、復

興といわれてもまだまだ、というようなところ

があります。ＰＤＦをごらんいただけばわかり

ますが、地元の河北新報は、震災直後の紙面展

開といまも同様であるのに、東京の紙面は随分

と復興寄りになってきている。 

この時間軸の問題です。既報主義ではすでに

出した情報を出せないので、先に進まざるを得

ない。さっきも申しあげたように、救急救命フ

ェーズが終わって、避難所生活、それから奇跡

の救出劇みたいなものの後には、復興に向かっ

て第一歩、と紙面が展開していく。このことを、

ある意味、先に進み過ぎているのではないかと

感じます。現地の被害の大きさに比べると、時

間軸を東京のほうが先に少し進め過ぎていて、

ちょっと合っていないのではないかと思います。

これは、地元メディア以外が抱える問題点だと

思います。 

それから、講読・視聴エリアをどう考えるか。

例えば河北新報であれば、これまでは東北エリ

アだけを想定していればよかったわけですが、

インターネットにＰＤＦを公開し、ツイッター

で情報を流すということは、世界中に情報を発

信しているわけです。会社やネット事業部だけ

ではなく、記者自身も、仙台、東北エリアだけ

で読まれているのではなく、世界にどういうふ

うに情報発信していくか、特に日本語圏であれ

ば日本にどういうふうに情報を発信していくか

という自覚や、その情報のあり方についての検

討を進めていったほうがいいのではないかと考

えます。いままでどおりのやり方でやっている

と、視聴エリアとか講読エリアが狭まったまま

で、ミスマッチが起きるのではないか。 

ソーシャルメディア側ですが、当たり前です

が、被災地での利用には限界があります。電源

がなければ、そもそもパソコンは単なる箱で、

インターネット回線がなければ全く接続できな

い。そういうもののＩＴ、ＩＣＴインフラにつ

いて、今後どういうふうに考えていくのかが課

題です。 
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ネット利用にはリテラシーが必要 

 

もう一つは、リテラシーの問題です。インタ

ーネット上にたくさんの情報が流れるようにな

ったときに、インターネットができない人はど

ういうふうにしたらいいのでしょうか。特に、

今回の被災地の三陸沿岸は高齢者が多い。時々

ない日もありますが、河北新報には避難所を 2

つ紹介するコーナーがあります。そこに年齢が

載っているのですが、ほとんどが 60歳以上か、

若い中学生ぐらいです。こうした場合、ネット

リテラシーをどういうふうに考えていくのか。

東京ではネットが盛りあがっているけれども、

現地ではネットを使える人がほとんどいない状

況、これをどういうふうに考えるのか。もしく

は解消していく方向に行くのか、だれかが埋め

るのか、ということについて考えなければいけ

ない。 

これに関連して、デマ情報の拡散の問題があ

ります。デジタルガレージと経済産業省によっ

てツイッターの認証アカウント申請サイトが立

ち上がるなど、少しずつ対策はとられておりま

すが、信頼性とかデマ情報の拡散についての課

題は残ったのではないか、と考えています。 

資料（１０ページ）として、ボランティア情

報ステーションというものについて添付してあ

ります。こちらは私が最近かかわっているボラ

ンティア情報を出す取り組みについて書いてあ

るものです。ここでは多く話すものではありま

せんので、資料 1、2、3となっております。も

し関心がありましたら、後ほど、この講演等が

終わった後にお声かけいただければいいかなと

思います。 

活動について簡単に説明しますと、一般ボラ

ンティアにサイト登録してもらい、参加者向け

にボランティア情報を流している。こうした作

業をボランティアでお手伝いしています。 

ボランティア情報というのは何なのかとい

う、私の問題意識から活動は始まりました。 

ボランティアに参加したい人にとっては、ボ

ランティア情報というのが生活情報と同様に、

私はニュースだというふうに考えています。し

かし、新聞社にとってはボランティア情報とい

うのは、何かイベント欄に載せる情報というよ

うな感覚がある。それに、被災地の報道に比べ

ると、バリューが下がるというようなところも

あります。ただ、いま多くの人が誰かを助けた

いとか、何か手伝いたいと非常に思っている。

そこでのミスマッチとか、情報の空白が起きて

いるとするならば、ボランティア情報を集めて

流したらいいのではないかと考えて、私たち自

身がボランティアで仲間と一緒に作業をしてい

ます。こちら、関心がある方は、またお聞きく

ださい。 

 

《質疑応答》 

 

司会（日本記者クラブ企画委員 瀬川至

郎） 藤代さん、ありがとうございました。い

ま藤代さんが最後にお話しになったボランティ

アの話は、プロフィールの 2の、内閣官房ボラ

ンティア連携推進室・政策参与に関してのもの

で、無給のボランティアだということを先ほど

伺いました。 

それでは、質疑に入りますが、まず私から一

つ、聞かせていただきたいと思います。 

先ほど、マスメディアというのが、今回改め

て力を発揮した、みせたということで、ＮＨＫ

のいい点と、河北新報など、地元のいい点を紹

介していただきましたが、その間に民放という

のもあり、全国紙というのもあるわけです。こ

れについてはあまり語られなかったので、この

評価というか、藤代さんがみている、ＮＨＫ、

河北新報、この2つのものについての評価を少

し伺えたらと思います。 

 

顔の見える報道の評価が高い 

 

藤代 全国紙についても、情報入手ルートと

しては、普通によかった。では、特筆するべき

点があるかどうかというと、今回、ＮＨＫの評

価が非常に上がっている理由は、専門記者の顔

が見えているということだと私は考えています。
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科学文化部の山崎記者、それから水野解説委員、

私も名前を覚えてしまいましたが、そういう人

が前面に出ているところが読者の信頼や、情報

を求めている人に対する一つの信頼の確保にな

っていると思います。専門的に、冷静に分析で

きる深い知識を持っている人がいる、というこ

とが信頼度の向上につながっているのではと思

います。新聞に専門記者がいないわけではない

でしょうが、連載でもないかぎり、一つのテー

マを一人の記者が長く書くというのは、難しい

ところがあり、顔がみえにくくなってしまう。

記者、伝え手の顔をどういうふうにこれからみ

せていくかが信頼度向上の重要な点ではないか

と思います。 

 

司会 それでは、質問のある方は、挙手をお

願いします。いかがでしょうか。 

 

質問 1 つは、このパワポの「改めて強さを

示したマスメディア」というところで、被災地

における情報接触は、ラジオ、紙、テレビ、ネ

ットの順番というところで、これは何かソース

なり、かなりの数に聞かれたデータがおありだ

ったら、それを伺いたいなというのが一つです。 

それと、いまの瀬川さんの質問にあった地元

紙、どちらかというと地域密着型と、全国紙、

いま全国紙とＮＨＫの信頼性の違いというお話

がありましたが、地元紙と全国紙といわれるも

のの、例えば生活情報とか、生活ニュースに絡

んでの役割分担であるとか、もしくは共同作業

であるとか、さまざまな可能性があるように思

うんですが、そのあたりは、藤代さんはどんな

ふうにお考えでしょうか。 

 

藤代 ありがとうございます。この情報ソー

スに関しては、宮城県仙台市に住む知人数名な

ので、そんなにこれで絶対そうですというわけ

ではありません。ただ、総じて、大体傾向とし

ては、接触できるメディアは、その状況に応じ

て限定されるわけです。電気が消えているとテ

レビはみえない。停電していると、当たり前で

すが、テレビという選択肢は、ワンセグ以外は

ないです。電気が切れると電話はないという状

態なので、ラジオを持っていればラジオという

ことになります。 

最近はＡＭラジオを持っている人が非常に

少ないので、高齢者の家にあるラジオをみんな

で聞くというようなこともあったと聞いていま

す。 

紙は、私が聞いた方は、販売店まで新聞を取

りに行ったといっていました。情報過疎、空白

状態が起こると、自分から取得しに行くという

行動が起きる。紙がないときは紙を探しに行く

というようなこと。電気がついたらテレビをみ

る、ネットが入るようになったらネットをみる、

そういう順番になっているので、被災地の状況

に応じて変わっていくとは思いますが、状況が

厳しければ厳しいほど、インターネットはない

でしょう。 

私は、石巻に行きましたけれども、そこでイ

ンターネットに接続している人はみませんでし

た。テレビも避難所には置かないという方針も

あるようで、テレビもインターネットもまだ十

分にないところもあります。そうなると、地元

紙とか壁新聞みたいなものとか口伝え、コミュ

ニケーションみたいなもので情報が伝達されて

いかざるを得ない部分がある。 

全国紙ですが、どこにどういう情報を届ける

のかという視聴エリアと役割、まさにご指摘の

点で随分変わってくるのかなと思います。河北

新報の場合は、非常にわかりやすい。地元のた

めに、生活情報を流している。 

全国紙というのはどういう役割を果たすの

かというようなことについて、議論があってい

いのではないか。さきほどの野村総研の報道評

価のところをみていただいたらわかるのですが、

ポータルサイトの報道評価が実は上がってきて

います。総合的な災害情報に関しては、ポータ

ルサイトは民放や全国紙と競合状態にあるので

はないかと考えています。その中であえて選ば

れるためには、もう少し読者や役割を明確にし

ていかないと、難しい状況があるのかもしれな

いと考えます。 

ＮＨＫの場合は、実はブログもありまして、
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ブログに編集委員がかなり細かく書いていたり、

ツイッターも取組んでいます。戦略的かどうか

はわかりませんが、現場レベルでは発信元とし

てのクロスメディア展開が行われています。全

国紙に関しては、あまりそこがみえてこない。

どういう情報をだれに提供しているのかという

ことについて、やはりいままでのようなワン・

オブ・ゼム考え方では、あえて選ぶ対象になっ

ていくかどうかというのは、非常に難しいので

はないかと考えています。 

 

質問 ソーシャルメディアの課題のところ

で、デマのお話がありましたね。私も千葉の製

油所で火災があったときに、まず、毒ガスが出

ているのだというツイッター情報をみながら取

材しました。軽々にいいにくいですが、そのさ

い報道のほうもちょっと慌てたというか、危な

かったと思うんですね。 

ただ、それを打ち消すツイッター情報もすご

い速さで出たということで、よくよく考えると、

弊害は弊害なんだけれども、たぶん関東大震災

のときもうわさがバーッと出て、そして打ち消

された。ツイッターの世の中になって、速さが

変わっただけで、本質はあまり変わらないんじ

ゃないかなと感じているのが一点です。これは

私の感想なので、藤代さんがどうみるかという

点をお聞きしたい。 

もう一つは、今回、原発という非常に厄介な

取材対象であったこともあって、私も報道に接

していて、よく外の人に、あるいはネット上で

そういう意見に出会うんですが、政府も東電も、

大手メディアも、全然本当のことなんかいって

いないんだ、うそばっかりいっているに決まっ

ている、という意見というか、苛立ちみたいも

のをちょっと感じるんですね。直接お問い合わ

せいただいた場合には、「とにかく知り得る限り

で伝えています」としかいいようがないんです

けれども、政府もメディアも信頼できないんだ

という感触が、ひょっとして以前に比べて強ま

っているという感じがあるのか、こういうのは、

いつもヒステリックに起きてしまうことなのか、

このあたり、どんな感じでしょうか。 

 

正確な情報を信頼できるソースから発信 

 

藤代 １点目に関しては、私も同様の考えで

す。ソーシャルメディアのデマ情報というのは、

起きざるを得ない。なぜかというと、ソーシャ

ルメディアというのは人の口コミが可視化され

たものだからです。人は情報がないと不安にな

っていろんなことをしゃべる。それを、例えば

総務省の局長要請で削除させるのではなく、い

かに正確な情報を、信頼できる情報ソースから

流すかというようなことが求められていると思

います。製油所の場合は、コスモ石油がホーム

ページに情報を掲載して鎮静化していく。 

芸能人等で噂を信じて、ブログに書いた人が

いたんですが、ブログのコメント欄に、ある一

定のリテラシーを持った人が、「そういうことを

書かないでください、わからないことを書かな

いで」というような書き込みがあった。ネット

には自浄作用も働きます。 

信頼性をどう担保していくかというのは、デ

マを流し、不確実な情報を流しているユーザー

側をどうにかするのではなくて、いかに正確な

情報を確実なソースから流していくのか、とい

うことが求められています。そういう意味では、

自治体や政府、企業にも、実はソーシャルメデ

ィアへの対応が、急務になってくる。ソーシャ

ルメディア上での評価をみて、自社のことがい

われている場合は、すぐに対応する。それはソ

ーシャルメディア対応ではなくて、単純に世間

での口コミに対する対応ですので、特段これま

でと変わったわけではないのですが、ソーシャ

ルメディアを使うことによって可視化されてい

るわけで、ある意味、対応がしやすくなったの

ではないかなというふうに考えています。 

もし、ソーシャルメディアがなくて、例えば

有害物質が雨と降るといった情報が、市中に流

れていくとしたら、そのことがわかるまでに随

分時間がかかるわけです。メディア等に問い合

わせがあって、それからそういう情報について

の取材を始め、そして企業に問い合わせて初め

て判明する、という順番をとるわけです。しか



 

 9

しソーシャルメディアがあって、それをウオッ

チしていれば、そういう不確実な情報が上がっ

ているということがすぐにわかるわけです。そ

こで止めるというのと、もう一つは、マスメデ

ィアの見識が問われている。記者の見識が問わ

れます。そういうものは、どう考えても降らな

いでしょう、というような専門的な知識や冷静

さが、マスメディアとか、例えばソーシャルメ

ディア上でも大きなフォロワーがいる人とか、

アクセスを持っているメディアには求められて

いくというふうに考えています。 

 

不確定な情報でも、その過程を流すべき 

 

もう一つの点ですが、本当のことをいってい

ないのだという意見は、常にインターネット上

とか市中でも聞くと思うんですね。ネットに限

らず、マスメディアに所属されている方とか、

公的な機関に勤められている方は、「本当のこと

をいっていないんじゃないの」みたいなことを

聞いて困ったというようなことはあると思いま

す。確定している情報じゃなくても、プロセス

も含めて、流していくというような、透明性が

求められていると思います。 

プロセスを流すというのは、誤解を招き批判

の対象になる可能性があって恐いというところ

もあるわけですが、情報がないことはもっと恐

いわけです。情報がないからこそ不安になり、

何か信じたいと人間は思うわけで、今日みたい

にグラグラ揺れていると、どうなっているんだ

ろうと思う。どうなっているんだろうと思うと

ころに適切な情報を流すためには、ちょっと待

っていられないこともあるわけです。わかって

いる範囲の中、理解している範囲の中で情報提

供していくというようなことも考えていかなけ

ればいけない。 

政府官庁、政治家は決まったことでないこと

を流すと、だれがこんなのを決めているんだ、

だれに話したんだ、というようなことが起こる

ので、やりにくい。 

実はマスメディアもやりにくくて、私も新聞

記者だったのでよくわかるんですが、「それって、

決まったの？」と、デスクとかに、「だれが決め

たんだ？」とか、「どこで話されているんだ？」

というようなことを問い詰められると、非常に

難しいことになるわけですね。 

ある意味、マスメディアも公の権威に頼って

いるところがあるわけです。プロセスもみせて

いくというのは、自分の言論とか言説に責任を

持つということであると思うんです。それによ

って、読者側も、「マスメディアも頑張ってやっ

ているんだな」とか「ここまではわかっている

んだな」といったふうになる。ここに新たな信

頼関係が生まれていくんじゃないかなと考えて

います。 

これは企業広報に、マスメディアの記者の方

が「わかっていることを途中でもいいから出し

てください」といっていることが、政治やマス

メディアにも求められているというようなこと

なんじゃないかなと思います。 

 

質問 いまの話とちょっと関連するのは、私

自身の体験もあるんですが、今回の場合、いわ

ゆるマスメディア、ソーシャルメディアという

よりも、非常に個人的な、みずからつくったネ

ットワークというか、簡単にいえば、仲間内十

数人で、いろんな職業の人間がいて、政治家も

いるし、ジャーナリストもいるし、学者もいる

し、一般の方もいるし、というようなのが、お

互い全部顔がみえて、出所がわかっている人た

ちが 20人ぐらいで情報共有をして、「お、ここ

にこんな話が出ているけど、この話はうそだよ

ね」とか、「これ、本当のこと知っている？」と

か、「この人というのは信用できる？」とかいう

ことが非常に活発に行われていたんですね。 

そのことを、この前も前東大総長の小宮山さ

んと話していたら、科学技術の専門家の間同士

でこうしたことをやっているとわかるといって

いた。そういうことがたぶんこれからものすご

く広がっていくと思うんですが、それといまい

っている話がどういうふうにミックスしていく

のかなというのは、その辺はどういうふうにご

らんになっていますか。 
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藤代 ソーシャルメディアでも、結局、本当

におっしゃられたように、顔がみえる情報でな

いとなかなか信用できない。これに関して象徴

的な例があります。糸井重里さんという人がい

らっしゃって、ツイッターを結構やっていらっ

しゃるんですが、震災が起こる前は、犬のアイ

コンだったんですが、それが震災後に本人の顔

に変わりました。それは、糸井さんがツイート

で書いていたんですが、要はだれがいったかを

きちんと明らかにしていくことが求められてい

る、だから、変えます、といって顔写真にした。 

顔がみえる関係というのは、おっしゃられた

ように、知人や友人関係の中で信頼できる人た

ちと情報を吟味していったり、課題について討

論していったりすることです。それが外にもみ

えているのがソーシャルメディアのいいところ

だと思います。 

一方、マスメディアというのは顔がみえにく

い存在だと思います。毎日新聞さんのように、

署名を書いているところもありますが、ＮＨＫ

のように、毎日のように水野委員が出ていると

いうわけにもいかない。専門記者がいるなら毎

日その人でもいいんじゃないか。人を前に出し

ていくことで、その人を中心にネットワークが

形成されるし、情報が集まっていくし、この人

が言っている、書いているんだったら安心でき

るなと、という信頼感を読者に提供できるので

はないでしょうか。 

社として、媒体として、企業としてというの

ではなく、今回、私のボランティア情報ステー

ションもそうなんですが、個人として、どれく

らいリスクをとって集まれるか。一個人として

情報発信に付随する責任が、見直されたり、ク

ローズアップされていくのではないかなと思い

ます。それにマスメディアもぜひ対応していた

だけるとうれしいなと。私ももともと新聞社出

身ですので、その中から顔がみえる人を立てて

いく、つくっていって、ネットワークの中心的

な存在として、読者や視聴者からみえるように

していく、というようなことも求められていく

んじゃないかと思います。 

 

質問 ボランティア連携室ということにつ

いて、何かご所感があったら、おっしゃってい

ただきたいと思います。 

 

藤代 質問をいただきありがとうございま

す。 

ボランティア連携に関しましては、内閣官房

に、辻元さんを頭にボランティア連携推進室が

ありまして、そこと連携した民間のプロジェク

トとして、「助け合いジャパン」というものがあ

ります。これは『明日の広告』という本を書い

た電通の佐藤尚之さんのプロジェクトの中でや

っています。彼が民間として何か協力できるこ

とはないかということをボランティア連携室に

持ちかけて、情報を流している。その中のボラ

ンティア情報を担当しているということになり

ます。 

「助け合いジャパン」のトップページは、い

ろんな政府からのメッセージや、ボランティア

連携室からのメッセージ等をどんどん載せてい

く、ボランティア関係のポータルサイトのよう

になってきています。私が持っているボランテ

ィア情報ステーションというものは、ボランテ

ィア情報を集めて、インターネット上に配信し

ているということです。ボランティア情報の通

信社的な役割を担っています。 

資料に書いてありますが、3月 22日にキック

オフをして、24日からデータベースを開発して、

30日に Yahoo!に掲載させる。1週間以内でデー

タベースの開発から Yahoo!への掲載までやっ

ている。これはウェブ業界的にいうと、非常に

はやいスピードです。データベース開発という

のは、通常、半年、1 カ月以上の要件定義が必

要で、半年以上かかる大きなプロジェクトにな

るんですが、そうではなくて、スピード優先で

つくっているということです。 

で、ボランティアが私たちを支えていて、300

件以上のボランティア情報が登録されていて、

ポータルサイトに掲載されている。 

何でこういうことを私がやり始めようと思

ったかというと、ボランティア情報というのは、

そもそも紙なんです、ほとんどが。これは、ボ
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ランティア団体とか、社会福祉協議会、ボラン

ティアセンターというような地域自治体に付随

する仕組みがあって、記者の方なら、社会福祉

協議会とか取材された方が結構いらっしゃると

思うんですが、そういうところは主に紙で情報

を提供しているんですね。コミュニティセンタ

ーなどにペタペタ張っているようなものです。

しかしインターネット上には情報がない。です

から私たちがそれを収集して、インターネット

上に情報発信していくという作業をやっていま

す。広くボランティアに参加したい人と、イン

ターネットユーザーのミスマッチがあるという

ふうに考えたので、活動しているということで

す。 

やってみて思ったことは、つくれば多くの団

体が活用してくれるんじゃないかなと思ったん

ですが、あまり進まなかった。先週には、社会

福祉協議会にも取材に出たんです。どういうボ

ランティアがありますかといって取材に行った

んですが、ない。それは、現地の被災が大き過

ぎて、全員現場に行っているんですね。ＮＧＯ、

ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉協議会、

それから役所など、全部現場に行っていて、3

週間、1カ月たっても現場から離れられない。 

この場にいる人たちにとっては情報発信が

ナンバーワンのプライオリティーでしょうが、

ボランティア活動をされている方からすると、

活動が大事であって、情報発信というのはどう

しても二の次になってしまう。それに、ボラン

ティア団体というのは、いままですごく小さい

のです。コアメンバー何十人、何人というよう

なところでやっていらっしゃるところが多くて、

前回、こちらで会見をしていた JENとか、ジャ

パン・プラットフォームみたいな大きなボラン

ティア組織でない限り、ほとんどが出払って、

東京の事務所も空っぽというような状態になる。

その一方で、東京の人たちは「ボランティアを

したいので、何かありませんか、私たちにでき

ることは何ですか」、というような声がたくさん

あったので、その間をつないでいきましょうと、

一種の情報ボランティアみたいなことを私たち

はしている。情報を出せないのだったら、私た

ちのほうからも取りに行きますよということも、

ちょっとやろうとし始めています。 

資料にありますように、これは概念図・構造

図ですけれども、ネットをあまりやったことが

ない方だと難しいかもしれませんが、私たちは

ボランティア情報を学生ボランティアが収集し

て、それからデータベースといわれるようなも

のに登録します。パソコンから登録して、登録

されたものが Yahoo!さんなどに掲載されてい

くということなので、ミスマッチを防いで、な

るべくボランティアが欲しいという人に対して

情報を提供していくという作業をやっていると

いうことです。完全に民間の取り組みです。拠

点は森ビルさんにご支援いただいていますし、

いろんなパソコンとか、そういうものに関して

も企業さんからのご支援で成立しているという

取り組みです。 

ただ、ボランティアですので、限界がありま

すので、これを生業にするわけではありません

ので、どこかのところでやめなければいけない

わけです。それがいま一番の課題でして、どう

これを着陸させていくか。いまでもすでに3週

間もたっていて、皆さんボランティアでやって

くれている方も非常に大変な状態です。ですか

ら次の展開として、どういうふうにボランティ

アではないことにするのか、それからボランテ

ィアでも継続的にやっていくのか、というよう

なことについて、いま考えています。 

それはボランティア活動に全体的にいえる

ことだと思いまして、ボランティアをやってい

ますみたいなことは報道で結構取り扱われるん

ですが、ボランティアの活動資金、それから事

務局機能、スタッフ機能、継続性についての検

証に関しては、非常に報道は薄いなと。実はボ

ランティアは非常に美談的に扱われるんですが、

やっていくには、物もお金も人も必要です。あ

る種、表層的にこういうのをやりましたといっ

た報道。私たちの活動もそうなんですが、こう

いうボランティアやっています、いいですね、

というようなことは取りあげていただくんです

が、ボランティア活動も実は難しいのだという

ようなところに関して、実はあまり扱ってくれ

ないということに関しても、もうちょっと深く

掘り下げていただけるとありがたいなというふ
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うに当事者としては思ったりするところもあり

ます。 

 

司会 きょうは、報道の話ということで、ご

本人もこの話をするのは少し遠慮がちだったん

ですがた、最後、ご質問があったのでよかった

と思います。 

ほかにもしご質問がなければ最後に、一つだ

け、私のほうからもう一回質問させていただき

ます。 

今回、マスメディアとソーシャルメディアが

かなり連携をしたということ、それが行われて

非常にいい効果が出たというお話でした。しか

し今回は、災害の規模が非常に大き過ぎて、つ

まりメディア自体が対応できない状況の中で、

非常時にそういうことが行われたと思うんです

が、例えば、Ustream で放送したり、ニコニコ

動画でやったということは、これから平時にお

いて、どういうふうに進んでいくと思いますか。 

もとに戻ることはないと考えられますか。その

あたりのことをうかがいたい。 

 

藤代 進まざるを得ないというふうに考え

ています。今回は震災におけるメディアや報道

の検証についてお話しさせてもらったんですが、

産業面とか経営面からいくと、どう考えても、

これまでのように報道機関があらゆるところを

カバーするということは、もう難しくなるであ

ろうということは目にみえている。これだけ広

告収入が落ちて、特に仙台より北、福島もそう

ですが、東北地方では生活基盤そのものが非常

に厳しい中で、生活基盤とマスメディアの大き

さとか、経営規模というのは、ある意味、比例

せざるを得ないことを考えると、足りないとこ

ろはだれかに助けてもらうということをやって

いかざるを得ないと思いますね。それをどれぐ

らいマスメディアの経営者、経営陣が決断でき

るか。 

それは、ある意味、政治や官僚も同じなので

はないでしょうか。今回、官僚や政治を批判す

る人はたくさんいると思うんですが、官や政は、

すべてを見ることができないいうことが明らか

になったという点で大きかったと思います。そ

れは日本国民に対しても、非常に大きな役割転

換を突きつけているのではないでしょうか。 

私の嫌いな新聞の締めに、「国の対応が求め

られている」というのがあるんですね。あと、

最後に国のコメントを入れるというものについ

て、新聞記者時代からずうっと、デスクにいわ

れても拒否し続けてきました。 

最終的には個人や国民が国の形や国のあり

方というものを決める、と私はずっと考えてき

ました。ですので、マスメディアの報道もそう

ですし、政治や官に対していろんな、ある意味

文句や批判をいっている人も、実は依存してい

るにすぎないと思うんです。そこをどう変えて

いくのか。 

ですから、菅直人さんがどういう人かは、私

は全然会ったことないし、知りませんが、本来

は「ここまでしかできません」というべきだっ

たのではないかと思います。だから、力を貸し

てほしい、国民の力が欲しいんです。みんな、

助けてください。国民の側は、準備ができてい

ると思います。増税議論のアンケート結果をみ

ても、ボランティアへの高い関心をみても、国

民の側は、ある程度覚悟はあると思います。 

 

記者自身も政官依存から脱却すべき 

 

マスメディアも実は国に頼り切っている。情

報が入らないというのもそうなんです。批判さ

れることが多いですが、地方自治体は優秀です。

いままでは死者数とかも自治体や警察が発表し

てくれるので報道することができる。だけど、

いまはそこをたたいても実は出ない。仙台市で

すら、行方不明者、死者数が確定できない。マ

スメディアも官がないと報じることができない

わけです。こういう未曽有の事態の中で、だれ

かが何かやってください、みんなで力を合わせ

て足りないところをやりましょう、というメッ

セージを、だれが、どのタイミングで、どこか

ら出すのかということについて、私は非常に興

味を持っているし、それはある意味、マスメデ

ィアの仕事、ジャーナリズムの仕事なのではな
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いか。ジャーナリズム自身も、マスメディアの

記者自身も政官依存から脱却して、一個人、一

人の、まさに顔のみえる存在として日本を考え

ていく、というようなことが求められていくの

ではないかというふうに思います。 

 

司会 ありがとうございました。 

きょうは、藤代さんに、メディアの災害情報

がどうであったかという検証をしていただきま

した。これは、この 1カ月というスパンでみた

中間報告的なものであるかもしれませんが、非

常に中身の濃いものであったと思います。また、

今後もこういう試みを続けていきたいと思いま

す。 

きょうは、藤代さん、どうもありがとうござ

いました。 

（文責・編集部） 


