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2011年 3月 12 日。 

 東日本大震災から 1日が経過していても、テレビには凄惨な映像が繰り

返し放送され、インターネットには真偽不確かな情報が錯綜し、私は混乱

していた。しかし手当たり次第に情報を集めるなかで、どこからともなく

「アンパンマンのマーチ」が聞こえてきた。「避難所で不安な思いをして

いる子どもたちに聞かせてあげてください」というラジオ放送のリクエス

トだった。 

私たちはニュースを知ろうとする時、どのようなメディアに手を伸ばし

てきたのだろうか。この 2013 年に大学生として過ごす私たちは、パソコ

ンや携帯電話からインターネットを使用することによって様々な種類の

情報に触れることが出来るようになった。しかしインターネットが普及す

るより昔、私たちの父母世代や祖父母世代に遡ると、情報媒体は専ら新聞

やテレビ放送であり、ラジオ放送だった。この時代の移り変わりの中で、

ラジオ放送はテレビやインターネットの台頭に押されながらも、防災用品

としての役割や話し手と聴き手の繋がりといった得意分野を武器に独自

の路線を切り開いてきた。そして東日本大震災をきっかけにその本当の特

性がラジオ放送への再評価をもたらしている。 

 本稿では災害時のラジオ放送に着目し、阪神淡路大震災時のコミュニテ

ィ FM の活動や発信者と受信者間で共有される意識を考察する。そのなか

でいかにテレビ放送やインターネット上の情報とは異なる役割を担って

きたかを論じていく。 

 14時 46分、東北での大地震の発生を知った時、まずテレビのリモコン

を手に取り臨時番組で事態の深刻さに驚いた人は極めて多い。ビデオリサ

ーチが震災から 1 ヶ月後に“地震発生時最初に接触したメディア”を調査

したところ、回答の中での「テレビ」「ワンセグ」の割合は合計で 75%に
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も登った 1)。  

修正を入れる余裕も無いままに現地からそのまま全国に放送される映

像は、いずれ訪れる災害として予測されたものよりも遥かに規模が大きく、

視聴者に大きな衝撃を与えたことだろう。しかし 2011 年秋、民放連研究

所が“災害時に信頼できた・有用であったメディア”を調査すると、私た

ちに視覚的な情報をもたらさないメディアであるラジオ放送が信頼度・有

用度ともにテレビ放送を上回っていた 2)。 

 防災用品リストの中に、ラジオは必ず入っている。家電量販店へと足を

運べば、電池 1つから動くものだけでなく手回し発電によって携帯電話の

充電まで可能なもの、懐中電灯機能がついているものなど様々な種類を見

ることができる。それらの多くが言うまでもなく災害時の停電や避難を想

定した機能であり、ラジオの購入と聴取はその機能が高性能になればなる

ほど「防災や減災・災害時の情報受信」という意味を強めていった。 

 それでは災害が発生した時、私たちが必要とする情報はどのようなもの

だろうか。東日本大震災の発生以前や発生から 2 年が経過した現在、日々

の生活を送るなかでは災害という非日常時について考えを巡らせること

は難しい。しかし災害が起きれば、私たちの誰もが信頼出来る情報を求め

ることや、自らの持っている有用な情報を提供するために行動しなければ

ならないことは明らかである。ここで、阪神淡路大震災時のメディアの報

道を例に挙げ、災害時に必要となる情報について考察しよう。 

(1)阪神淡路大震災の反省 

 1995年 1月 17日、兵庫県南部を中心とした近畿地方を強い地震が襲っ

た。20 世紀戦後最大の自然災害と称される阪神淡路大震災は、今なお人々

の記憶に強く残り、減災と防災の意識の重要性を喚起し続けている。また、

東日本大震災を考察するにあたって、阪神淡路大震災を引き合いに出され

ることも多い。そのなかでもメディアの行動に着目すると、「阪神淡路大

震災の反省を活かして」という意識が強いように思われる。 

 1995 年当時、今現在使われているようなインターネットも携帯電話も

一般市民にまで普及していないだけでなく、首相官邸をはじめとする政府

や国の機関ですら、被災地域の情報を収集する手段を持ち合わせていなか

った。テレビ局やラジオ局においても災害時マニュアルや災害を想定した

設備は未発達であり、東日本大震災時以上に混乱からのスタートであった。

当時を振り返り幾度も行われた検討会の中で、特に強く改善が求められた

のは非被災地と被災地での情報優先度の大きな違いである。 
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「行政の責任や怠慢を追求することも、高速道路が倒壊した原因を究

明することも確かに必要だろう。しかし、今でなくてもいい」 

「今必要なことは、まず被災者の安全と、落ち着きを取り戻すことだ」 

「誰が悪いとか、誰の責任なのかといった議論も後でいい」 3） 

 非被災地で作られ、被災地で放送される情報には限界があった。大きな

揺れを体感した後で事態を把握するためにテレビへ向かうという行動は、

東日本大震災時においても阪神淡路大震災時においても同じであろう。し

かし、その時に目にする情報が、被災地を全く把握していないものであっ

たり、ただ凄惨な現状の映像のみであったりしては、メディアとしての役

割を果たした事にはならない。 

 非常事態で混乱した被災地に送り込まれる“役に立たない”情報は、被

災者に大きな憤りと不安感をもたらした。被災者が本当に欲しかったのは、

「水道が止まっているという事実」だけではなく、「どこに行けば水が手

に入るか」といった自らの生活・生命に直接関わる情報だったのだろう。

阪神淡路大震災であらわになったこの問題は、東日本大震災発生時にも、

そしてさらに 2 年が経過した現在においてもメディアの役割として大き

な問題を提起している。 

 それでは、“役に立つ”情報とは一体どのようなものだろうか。阪神淡

路大震災時、ラジオ文化に 1 つの変革が起きていた。 

(2)コミュニティ FM という可能性 

 阪神淡路大震災から 2週間が経った 1995年 1月末、ある 1つのミニ FM

ラジオ局が開局した。そのラジオ局は当時まだ“免許を要しない無線局”

であり、パーソナリティは“一般人”だった。放送エリアは神戸市長田区。

被害を受けた外国人学校から放送を開始したという。その放送内容は全国

ニュースに使われるような広く一般的なものではなく、長田区で被災した

外国人就労者のためという、地域も対象者も限定し、多言語を用いて災害

の情報を届けるものだった。しかし対象を絞った情報は、全国向けに流さ

れる多種多様なものよりも時として貴重で重要な役割を持ち、聞き手には

“被災した私のための放送”という意識を与える。のちに「FMわいわい」

として活動を大きくするこの小さなラジオ局は、「今・すぐ近くにいる人

のために・本当に欲しい情報」を届けた成功例として、全国で整備されて

いくミニ FM やコミュニティ FMの活動に多大な影響を及ぼした 4)。 

 2013年 3月の時点で企業や自治体が運営するコミュニティ FMの数は全

国で 200を超えている。そして 2012年 2月には、TOKYO FMグループ衛星
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デジタル放送「MUSIC BIRD」で行われた 10 時間生放送災害特番「KIZUNA 

STATION」がギャラクシー賞ラジオ部門を受賞している。この番組では東

日本大震災の被災地である福島県と全国のコミュニティ FM 局間で連携を

行い、コミュニティ FM の最大の魅力である「地元発信」を活かした放送

を行った。改善点も多くキー局で行われるような整然とした放送には聞こ

えなかったかもしれない、しかし、選奨委員・高瀬毅のコメントは「これ

までのような県域の民放ラジオだけでなく、衛星デジタルとコミュニティ

FMによる、被災地からの 10時間特別番組の企画が実現したのは、今後の

新しい可能性を十二分に感じさせるものだった。」と締められており、こ

れからのラジオ放送のありかたを象徴する内容であったことが窺える 5)。 

被災者がマイクを握り、被災者にマイクを向け、被災者に情報を届ける。

発信者と受信者を必要最低限に狭めたコミュニティ FM・ミニ FMの活動は、

災害という非日常時においては“媒体”としてのメディアの役割を最大限

に活かすことへと繋がるのである。では、全国をネットする放送局はその

役割をどのように活かしてきたのだろうか、また、聴取者はラジオ放送に

対してどのような意識を持つことができるのだろうか。 

ラジオ放送の特徴の 1 つに、「ラジオパーソナリティ」と呼ばれる情報

発信者と「リスナー(聴取者)」の関係が挙げられる。テレビの視聴者がチ

ャンネルをザッピングし、流されている内容が今見たいものかどうか判断

することで番組を選択しがちになるのと対照的に、ラジオは固定リスナー

と共に 1つの番組を作ることを尊重する傾向にある。例えば一般人のリス

ナーがラジオパーソナリティに認知され“常連”となり、情報の提供と放

送上でのレスポンスを繰り返すことによって番組内の企画を成立させて

いく。リスナーの提供する内容は必ずしも番組の構成を意識する必要はな

く、私的な四方山話から受験や結婚といった人生の転換期を話題にしたも

のまで様々である。日常会話の連鎖が番組となることで培われるリスナー

の“身内意識”は、放送が全国に向けられたものであっても、コミュニテ

ィ FM 等と同様に聴き手一人ひとりを意識させるものとして受け入れられ

ていく。 

つまり、ラジオというメディアでは、発信者と受信者がたとえ「テレビ

放送のインタビュアーと街頭回答者」のように見ず知らずの存在であって

も、お互いに「情報提供者」だけの存在にはなり難いのである。ラジオで

はコミュニティ FM の例のように「誰のための情報か」が強く意識された
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放送が適切にリスナーに届くといった流れが繰り返される。それにより、

リスナーはラジオ番組に対して「自分のため・同じ番組を聴く“身内”の

ため」という意識を持つように教育されていくのである。そして、その“培

われた身内意識”こそが、震災時に他のメディアとは異なる一面を見せる

こととなった。 

 東日本大震災時から「日本国民の“絆”」といった表現を目にすること

も多いだろう。実際、その対象には非被災者も被災者も含まれ、不適切な

表現は用いられていない。しかし、あまりにも曖昧で、一人ひとりの個人

の姿や実際に必要な行動を見出すことが難しい。しかし、私たちが非日常

時に必要とするのは、すぐ隣に居る家族や友人などイメージ可能な他者の

姿なのではないだろうか。 

ラジオ番組を通じて身内となったラジオパーソナリティとリスナーは、

被災地への支援が迅速で的確であったと言われている。それは対象が「被

災者」ではなく「被災地の身内」へと変換されていたことの現れではない

だろうか。被災地へ赴く際も出会うべき対象が明確であり、行うべき支援

は必要とする人へピンポイントに届けられる。それらは時として被災地へ

送られる莫大な支援金よりも被災者の日常を直接助けるものとなるので

ある。 

 そのことを踏まえると、震災発生時、多くのメディアが「いかに非常事

態か」を報道する中、ラジオが「アンパンマンのマーチ」を流すといった

選択を行えたことも、“ラジオならでは”と考えることが出来るのではな

いだろうか。未曾有の災害によって混乱する被災地のなかに、少しでも気

を休めたいと思う人が 1 人でも居るならばその人のための構成を行う。1

億人のために報道される様々な被害情報のなかで、想像上の 1人を対象に

した 1曲は、ラジオ放送が今まで行なってきた基本的なスタンスであるに

もかかわらず、震災時のメディア行動のなかでは異彩を放ったものとして

多くの人々の耳を再び惹き付けるきっかけとなったのだ。 

 震災時におけるラジオの魅力は、停電や避難時における情報源というだ

けではない。これまで述べてきたように、ラジオパーソナリティとリスナ

ーの関係はその魅力の 1つである。しかし、災害時に初めてラジオの電源

を入れるようではその魅力を十分に活かしきれないのである。ラジオの聴
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取率は低下の一途を辿り、「ラジオ離れ」の表現も定着してしまった現在、

ラジオ放送が非日常時のメディアとしてのイメージから脱却するために

は、それはテレビのリモコンのように私たちのすぐ近くにあるものでなく

てはならないのである。 

 震災以前の 2010年 3月から、インターネットを通してパソコンやスマ

ートフォンからラジオ放送を聴くことが出来る「radiko.jp」6)のサービ

スが始まった。開始から 1年間は関東・関西の主要地域での放送のみであ

ったが、震災発生を機に対象地域は瞬く間に広がっていった。このサービ

スの魅力の 1つに、電波障害によって聞けない地域の放送が雑音なく聞け

るというものがある。都会ほど高層ビルの多さから電波障害の発生も多く

なってしまう、という問題が解決されただけでなく、ザッピングが行える

ほどの数のラジオ番組の提供が可能となったのである 7)。 

 また、震災発生時には地域の限定を一時的に解除し、全国のラジオ放送

が聞こえるよう対応がとられるなど、今までのラジオのありかたを大きく

変えるきっかけにもなった。そしてインターネットを経由していることに

より、Twitter や Facebook といった SNS との連携を容易に行うことがで

き、ラジオ番組の宣伝を放送時間外で行うことが可能になっただけでなく

リスナーを番組外でも触れ合わせることにも一役買っている。 

インターネットの登場によりラジオをはじめとして多くのメディアが

打撃を受けた。しかし、このように共存することによって、新しい可能性

を見出しうることも確かである。ラジオの魅力を非日常時に最大限に活か

すためには、私たち 1人ひとりが日常のなかから行動を起こさなければな

らない。ラジオは変革を繰り返し、より身近なものとなっている。私たち

が今より少し手を伸ばすだけで、災害時だけでなく日常の様々な場面にお

いても、ラジオは“私のための”メディアとしてその真価を発揮する。 
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私の担当が震災とラジオ放送を絡めた内容になると決まった時、難しく

なりそうだなぁと思う反面、心のなかで小さくガッツポーズをしました。小

学生の頃から“ラジオっ子”で、毎日のように色々な局に周波数を合わせて

いたにもかかわらず、なかなか文章にするきっかけがなかったことをもどか

しく思っていたからです。年度末へ向かう忙しさや好きなものを論文のテー

マにしたことによる苦しみに直面しながらも、集めた資料を眺めると思いも

よらなかった観点でラジオ文化を研究している人たちが居たり、年末にはラ

ジオパーソナリティの方からサイン入りの著書を手渡しで購入するきっか

けになったりとこの論文を書き終わった後の資料整理まで楽しみな授業と

なりました。 
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