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「今年のカツオは早くありません
か」
、
隣りのセクションから女性記
者が声をかけてきた。
「いつもより２週間は早い気がす
るけど。小粒かな」、５月 日の
朝、昼のＪＮＮニュースの項目案
をにらみながら、宮城県・気仙沼
にこの日初水揚げされたカツオを
めぐってこんなローカルな会話が
東京港区のＴＢＳ報道局の一角で
行き来した。
今は政治部の私も、そして経済
部でアベノミクスの動きを追いか
ける彼女も、２年前は東日本大震
災の発生を受けてＪＮＮが立ち上
げた三陸臨時支局の元支局員だっ
た。
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ばろう気仙沼、がんばろう日本」
と連呼しながら気仙沼魚港の仮設
岸壁に接岸するのを取材した仲だ。
あの日、私たち東京の記者だけ
でなく、仙台、名古屋、九州から
集ったＪＮＮの記者やカメラマン
たちが、復興のさきがけとなった
カツオの水揚げとそれを迎え入れ
る市民の表情を日の出とともに一
丸となって追いかけたのだった。
思えば震災で打ちのめされた気
仙沼にようやく笑顔が戻った日だ
ったかもしれない。
気仙沼に日々寝泊りし、毎日の
ようにミーティングを重ね、支局
となったホテルの一室で編集をし、
中継カメラの前に立ち続けた、最
近は流行らない表現か
もしれないが、こんな
「同じ釜の飯」を食べ
たＪＮＮの仲間がいま、
北海道から沖縄まで数
百人規模で散らばって
いる。

駐在記者の発想から支
局立ち上げへ
まだ街の中に被災の爪あとが色
２０１１年３月 日に発生した
濃く残る中、震災から３ヵ月後の 東日本大震災はテレビ局の震災報
６月、静岡のカツオ漁船が「がん 道を考える意味からも、かつてな

カツオの水揚げで
活気づく気仙沼漁港
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孝
龍崎
政治部長

東日本大震災から２年３ヵ月、現地では今も数々の問
題が未解決のまま放置されています。そんな中で取材
活動を続けるＪＮＮ三陸臨時支局のレポートです。

震災を伝え続けて２年
JNN三陸臨時支局奮戦記

2011年6月28日、被災後初めてのカツオ漁船の入港

ＴＢＳ報道局

い課題を私たちに問いかけた災害
だったと思う。
震災報道の最前線にたった被災
地の放送局からは、この企画の中
でもいくつもの教訓と課題がすで
に示されている。
私はこの紙幅の中で、系列局が
タッグを組んで震災報道をどう伝
えていけばいいのか、という点に
絞り、そのひとつの試みとしての
ＪＮＮ三陸支局の基本的な考え方
と展開した活動を報告していきた
いと思う。
まず、なぜ私たちはＪＮＮとい
う系列名を冠した支局を作ったの
か、ということから始めたい。
それは茨城から青森まで広範囲
に及んだ被害の規模を伝えるにあ
たって従来の被災地局が核となり、
系列局やキー局がこれを支援する
方式では、いずれ「無理」があら
わになるのではないか、と思うと
ころから始まった。
震災が発生した当時、私はＴＢ
Ｓ報道局政治部のデスクを務めて
いた。
その日は菅直人首相（当時）へ
の外国人による献金問題が国会で
取り上げられていた。
午後２時 分、審議が続く衆議

のころ、事件や事故の現場で悠々
と取材をしていた通信部長とよば
れるベテラン記者がいた。
主要な都市に駐在し、自宅＝仕
事場として地域に密着してネタを
報じるベテラン記者の存在、その
仕事ぶりに幾度も舌を巻いたもの
だ。震災からの復興にはどれくら
いの年月がかかるか分からない。
ＪＮＮ系列のキー局としてＴＢ
Ｓは何ができるだろうか、と考え
たときに被災地の放送局はもちろ
んのことながら、ＪＮＮのキー局
としてのＴＢＳとしてもこれを継
続的にウォッチし、主体的に伝え
続ける努力が必要なのではないか、
そんな発想が沸いてきた。報道局
の幹部にその考えを伝え、できれ
ば一記者として、新聞社の通信部
記者のようにデジカメひとつを武
器に被災地に赴任、駐在したい、
そんな希望を伝えたのだった。
今から考えれば独りよがりの希
望だったと思う。だがその発想は
わずか１週間後にはさらに広がり、
ＴＢＳを核として被災地にＪＮＮ
全体で運営する放送拠点、臨時支
局を立ち上げるという構想に昇華
した。

被災ホテルが協力
震災から１ヵ月たった４月 日、
支局開設のため東京を発ち、被災
地へ向かった。
それまで映像で見る限りだった
被災地の現状を、この目で見て言
葉を失ったのは言うまでもない。
こんな奥までとおもえるような山
林地の中まで、津波が押し寄せ、
破壊された自動車や崩れた家屋の
資材が押し寄せている光景は東京
での想像を超えた。そして大船渡
や気仙沼の市街に打ち上げられた
大型漁船の姿に「この場に来て、
自分の目でみなければ被災の現実
を理解することはできない」と確
信した。
しかし多くの方々がなお避難所
で暮らす中で、いったいどこに支
局を開設することができるという
のか。なるべく被災現場に近く、
かつ安全で、放送機材を備えるだ
けのスペースもなくてはならない。
当然のことだが、
電気は不可欠だ。
そんな都合のよい場所が今この
事態のさなかにあるのだろうか、
と思いながら石巻から南三陸、気
仙沼市内へと車でよろよろと被災
の中を進み、
そして途方にくれた。
実はひとつの盲点があった。被
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院の委員会室が揺れ、閣僚たちが
天井を見上げるカットを記憶され
ている方もいるかと思う。
ＴＢＳでもそのまま震災特番が
始まり、局の全力を挙げて被災地
の状況を取材し伝える体制に移行
した。当然、政治部も震災対策本
部が設けられた政府の対応と刻々
と入る被災状況の把握に取材の本
筋が移った。

そうした動きを報じる生活が
日ほど続いただろうか、果たして
このまま永田町を視点に震災報道
に携わっていくことがいいのだろ
うか、という疑問がわいてきた。
私はもともと新聞社から記者生
活を始めた経緯がある。駆け出し

南三陸町の防災庁舎と公立志津川病院
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災地の放送局各局は三陸の沿岸部
に情報カメラを設置している。情
報カメラはおおむね見晴らしのよ
い地点に設置されるのが常だが、
宮城県の東北放送の情報カメラの
ひとつが気仙沼市の海岸部の崖上
に立つホテルの屋上に設置されて
いた。
被災後は停電と遠隔操作のため
のＮＴＴ回線が切れたため運用で
きない状況にあったが、その場所
を確認しておく必要はある。拠点
候補地を探し回って夕闇が迫る中
で、とりあえずその情報カメラが
どうなったか見ておこうかと、そ
のホテルに向かったのだった。
ホテルはいまだ電気も通じてお
らず、
水道も復旧していなかった。
そうした中で私たちに対応してく
れたホテルの女将さんに、突然で
はあるが支局を開設するため、ふ
さわしい場所を探し回っている、
と話した。
女将さんは一時的な仕事場を探
していると思ったのだろう、私た
ちが１年は滞在したい、と伝える
と「あらまあ」と口を押さえた。
あまりに唐突な話だったのだろう。
だがしばらくして、被災地で起き
ていることを全国に知ってもらう

ことにつながるのなら、と私たち
の突飛とも言える申し出を快諾し
ていただいた。
ホテルには被災した従業員とそ
のご家族が泊まっていた。さらに
は体育館などの避難所の生活が長
くなったお年寄りや子供がいる家
族の受け入れを始めることになっ
ていた。そんな中で私たちを受け
入れていただくという決断は、簡
単ではなかったろうと今思う。
私たちも必死だったが、自らも
被災した中で、広い視野で未知の
放送局の受け入れを決めてくれた
女将さんがいらっしゃらなかった
らこの構想は構想のままで終わっ
ていたかもしれない。今も頭が下
がる思いだ。
三陸臨時支局内からの中継の準備

客室が「ミニ放送局」に変身
ＪＮＮ三陸臨時支局は５月の連
休をもって気仙沼市のホテルでス
タートした。
支局は海に面した客室４室を借
り受け、その中に編集室や送出機
材を納めた主室、機材などを保管
するカメラマン部屋などを振り分
けた。
窓からは津波が押し寄せた気仙
沼湾を望むことができ、テラスの
ようにつきだした屋上部分に
中継カメラを据えることによ
って、はるか太平洋に面した
気仙沼の湾口部を背景に中継
することも可能となった。被
害の実態を目の当たりにしつ
つ、再び余震があった場合に
気仙沼の被災地区がどのよう
な状況にあるのかを生で伝え
ることが可能となる、まさにうっ
てつけのロケーションに支局を設
けることができた。
支局からは東北放送が設置して
いた既存のマイクロ送出施設をベ
ースに、非常用電源を持ち込み、
再び停電が起きても波を送り出す
ことが可能な体制を整えたほか、
どのような事態にも対応できるよ
うにとＴＢＳからＳＮＧ車一台が

被災の爪痕深い
気仙沼市内からので中継
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常駐することになった。
ＳＮＧ車はそれからおよそ一年、
被災地の沿岸部を縦横に走りまわ
って、昼のニュースやイブニング
ニュース、さらには月一回、定例
化した『ニュース クロス』（現
『ニュース 』）の現地リポート
を中継し続けた。その走行距離、
さらには中継回数を考えると、お
そらくは「一生分の仕事」をここ
で稼いだのではないかと思う。

23

ＪＮＮ系列の場合、東日本大震
災の震災報道を進めるにあたって、
おおむね「ゾーンディフェンス」
を敷くことによって対応した。例
えば岩手県内の被害を伝えたのは、
被災局の岩手放送を核とし、そこ
にＨＢＣとＣＢＣの基幹局を振り
分け、さらに系列の局が加わると
いうローテーションを組んだ。
一方宮城県では東北放送を核に

23

ＭＢＳ とＲＫＢが加わる布陣とな
り、ＴＢＳは福島を責任範囲とし
た。もちろんキー局としてのＴＢ
Ｓは福島のみならず、仙台、盛岡
にもカメラクルーや記者を送り込
んで支援体制を組んだ。そのうえ
で別働隊として出来上がったのが
ＪＮＮ三陸臨時支局というわけだ。
先に述べた放送機能を持っている
ことも踏まえ、盛岡、仙台、福島
の３放送局とは別の、ミニ放送局
が被災沿岸部に出来上がったと書
いたゆえんだ。
もっともファシリティーだけが
優れていても、それを運用するマ
ンパワーが伴っていなければ放送
が継続できないことはいうまでも
ない。支局にはＴＢＳから支局長、
カメラデスク
（１年間通して常駐）
、
編集マンと１クルー
（１ヵ月交代）
が赴任し、デスクには地元のＴＢ
Ｃから本社のデスク、県警・県政
キャップクラスのベテランを３ヵ
月交代でいただいた。それに加え
て地元ＴＢＣから１クルー、ＪＮ
Ｎ系列の各局からはＨＢＣ、ＣＢ
Ｃ、ＭＢＳ、ＲＫＢの基幹４局が
１か月交代で１クルーを派遣して
いただいた。そのほかのＪＮＮ
局からも２週間交代で１クルー、

を抱えながら支局にやってくるが、
しばらくすればそれも杞憂になる。
みな被災地の人々の力強さと優し
さに触れながら、たくましいレポ
ートをまとめてくるようになる。
まさに「現場」が記者を鍛えるの
だ。
だが、そんな風に思えるように
なったころには、発局に帰任しな
ければならない。気仙沼で目をさ
まし、空気を吸い、取材し、酒を
飲み、眠る。 時間被災した三陸
のことを考え続けながら過ごす。
そんな腰を据えた取材生活を続け
ることでようやく見えてきたもの
がある、と気付いた時にはもう帰
らねばならない。被災地の暮らし
は正直辛い。もっと残って伝えて
ほしいと思うＪＮＮの記者が幾人
もいたことか。だが引き止めるわ
けにもいかない。そしてＪＮＮの
若い記者たちが自分の局に帰任の
日、また新しい記者が日本のどこ
かから駆けつけてくる。
新しいスタッフが「赴任」する
とまず、支局のあるホテルの屋上
に連れて行って、津波の爪痕が残
る気仙沼市内を指でさしながら、
被害の大きさと、いざという時の
避難ルートを説明することになる。
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そして何より、余震が発生し、津
波のおそれがある場合にはいち早
く中継を立ち上げ、まず気仙沼を
はじめとする三陸の人々に避難を
呼びかけること、これが被災地に
支局を設けたＪＮＮの使命だ、と
話すことにしていた。
万が一の場合、ネット放送をし
ている以上、日本全国に津波の被
害を伝えることは言うまでもない。
だが真っ先にしなければいけない
のは最前線にいる私たちが、最前
線で命の危険にさらされて いる

人々の命を守る放送をすることで
はないのか。それがこの厳しい環
境下で私たちよそ者の滞在を認め
てくれた被災地の人たちへお返し
できることではないか。

気仙沼・大川に翻った主なき大漁旗

計４クルーを支局に常駐させる形
で運用が始まった。
またＳＮＧ車の運行もＪＮＮ全
局が参加し、２週間交代で持回る
ことになった。まさにＪＮＮの総
力を挙げて、ＪＮＮ三陸臨時支局
にそのマンパワーを供出し合った
のだった。

「命を守る」放送をしよう
支局のスタッフが２週間から１
ヵ月で交代するというのは、実は
あまり効率がいい話ではない。
初めて被災地に入る女性記者も
いる。それぞれがここで何ができ
るのか不安を抱えながらの
「赴任」
となる。２週間も、１ヵ月もやれ
るのだろうか。初めはそんな不安

海水浴の名所・大谷海岸も
すべての松を失った
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安全地帯にいる視聴者の方々へ
伝えるのは、そのあとでいい、そ
の姿勢を支局員の基本としたのだ
った。
もちろん、なにもしないでいざ
というときに「命を守る放送」が
できるわけではない。ＪＮＮ三陸
臨時支局では昼のＪＮＮニュース
でほぼ毎日のように被災地から中
継による報告を続けてきた。毎日
中継を行うことで、被災地の隅か
ら隅まで被害状況が把握できるほ
か、いざというとき安全に中継を
行うことができる場所を「下見」
する意味もあった。もちろん中継
中に地震があった場合、すぐに撤
収できるよう、駐車時の車の向き
まで考えた。また夕方にはこれも
ほぼ毎日のように、三陸臨時支局
からＴＢＣ（東北放送）のローカ
ルワイドニュースに向けて中継を
行った。これも「訓練」の一環と
位置づけ、中継カメラはＪＮＮ全
局から赴任したクルーが日替わり
で対応し、中継レポーターもＴＢ
Ｃの記者ではなく、ＪＮＮの記者
がたびたび出演することにした。
いつでも誰でも特番中継に対応す
る、そんなＯＪＴを日々重ねたの
だった。

顧みても、誇るべきことだとひそ
かに思っている。さらには支局の
ＳＮＧ車を使って、派遣されてき
た記者の出身局のローカルワイド
ニュース向けの中継なども試みた。
被災地から西日本の放送局のロー
カルニュースに直接波を受けて記
者中継が行われたのも、ＪＮＮ臨
時支局ならではの活動だった。
系列の「絆」を深める試みだっ
た。そのほか気仙沼から全枠放送
した『サンデーモーニング』や毎
月１回、膳場貴子キャスターが被
災地を取材し、生中継で報告を続
けた『ニュース 』など、支局の
機能を十分に活用してくれた番組
の協力もあって、三陸支局はいま
３年目を迎えてなお、活動を継続
している。
支局ができてしばらくしたころ、
ＴＢＳ報道局のある人から「支局
ができたのだからギャラクシー賞
を取るような作品を出してほしい」
と語りかけられたことがある。
私は即座に「そんなためにこの
支局があるのではない」と言葉を
返した。すぐれた作品は作れる人
が作ればいい。そんな賞に値する
ような優れた題材にもならないよ
うな、小さく埋もれた、しかし確

実に変化をしている被災地の姿を
丹念に拾い、確かに伝えていくこ
とがこの支局と、ここに赴任した
記者の使命だと。
すでにいい歳になった私だが、
歳を超えたいま、あの被災地を
とりまいた「匂い」と泥や水の記
憶が、日々の仕事の原点になって
いる。あの中で人々は耐えて生き、
その現場に私がいたことは正しい
選択だったと思っている。そして
その思いがＪＮＮの若い記者たち
の記憶に刻まれ続けてくれれば、
支局開設の意味はある。
支局から出したニュースが作品
として立派な賞をいただいたこと
はない。ただ昨年６月、放送文化
基金から支局の地道な活動が評価
され、第 回放送文化基金賞を頂
くことになった。受賞の理由には
「東日本大震災の被災地に開設し
た民放ニュースネットワーク初の
臨時支局での持続的な放送活動」
と書かれている。まさにＪＮＮ三
陸臨時支局のすべてがその言葉に
凝縮されている。
伝え続けること、ささやかなが
らそれがジャーナリズムの基本だ
と確信している。
【資料提供】ＴＢＳ
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何を伝えることができたのか
支局では北は岩手県久慈から南
は宮城県岩沼周辺まで、県ごとの
放送エリアを超えて、取材しニュ
ースを出してきた。私たちのＳＮ
Ｇ車が翌日昼の中継のため久慈市
内のホテルに一晩駐車した時には、
それを垣間見た市民からホテルに
「三陸支局が久慈に移ったのです
か」という問い合わせもあったと
ホテルの方から聞いた。

三陸支局は従来の放送局の
「枠」
を超えて取材し、放送を続けてき
た。支局開設直後から始まったＪ
ＮＮ昼ニュースでの記者報告「復
興の日々」は３年目を迎えた今２
４０回を超え今も続いている。
私は民放ニュースの歴史の中で

釜石港に打ち上げられた大型貨物船
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