Preface/ 序文
ý?qgrgqmdrcla_jjcbrf_ramkkslgrwp_bgmgq7.#amkkslgrw*_lb/.#p_bgm,Grkc_lqrf_rrfc
icw gqqsc md amkkslgrw p_bgm gq rfc gltmjtckclr md ncmnjc _lb amkkslgrgcq,  Amkkslgrw p_bgm
gq qncag_jgxcb gl npmtgbgle jma_j gldmpk_rgml dmp rfc jma_j ncmnjc* _lb rfcpcdmpc* rfc n_prgagn_rgml*
gltmjtckclr_lbmulcpqfgnmdrfcjma_jamkkslgrwgqcvrpckcjwgknmpr_lr,
ý?rrfc_drcpk_rfmdrfcEpc_rF_lqfgl?u_hgC_prfos_icmd/773*_j_peclsk`cpmdamkkslgrw
p_bgm _q ckcpecb gl H_n_l gl dmpk md ckcpeclaw p_bgm,  K_lw md rfck bgq_nnc_pcb _drcp rfc
pcamtcpw ncpgmb gq mtcp* `sr qmkc md rfc p_bgm* ufgaf gq pmmrcb gl rfc amkkslgrw _lb ncmnjc*
pck_glcb gl mncp_rgml slrgj lmu,  Qgkgj_pjw* _drcp rfc C_qr H_n_l C_prfos_ic _lb Rqsl_kg* rfcpc
f_q`cclqgelgdga_lrglapc_qcmdckcpeclawDKp_bgm*_lb_drcp/6kmlrfq*asppclrjwrfclsk`cpgq
glrfcbcapc_qglerpclb,Qmkcmdmspnpctgmsqumpifgefjgefrcbrf_r_dcunpmkglclrckcpeclaw
p_bgmufgafqctcpcbrfcjma_jamkkslgrwucjj*_lbufgaff_b_tcpwqrpmlemulcpqfgnugrfrfcjma_j
ncmnjc_lbamkkslgrgcqgqqrgjjpck_glgle_lbasppclrjwglrfcrp_lqgrgmlrmamkkslgrwp_bgmdpmk
ckcpeclawDKp_bgm,
ýRfcpc _pc _jqm qmkc glqr_lacq gl H_n_l _lb _`pm_b gl ufgaf amkkslgrw p_bgm f_q amlrpg`srcb
qgelgdga_lrjw rm rfc jma_j bctcjmnkclr lccbq* _lb rfcl gl a_qc md bgq_qrcp* gr `ca_kc rfc npgkc
tcfgajcdmpgldmpk_rgmlqf_pglebspgleckcpeclawncpgmb_qucjj_qnmqrbgq_qrcppcamtcpw,Rfsq*
amkkslgrw p_bgm a_l_jqm nj_wgknmpr_lr pmjc gl bgq_qrcppgqi pcbsargml* cqncag_jjw gl npc bgq_qrcp
npcn_pcblcqq_lbkgrge_rgmlcddmprqrfpmsefp_gqgle_u_pclcqqglbgddcpclrepmsnqmdamkkslgrgcq*
_lb qf_pgle gldmpk_rgml ml pgqi pcbsargml _argtgrgcq,  Grq pmjc gl npc+bgq_qrcp ncpgmb a_l `c jglicb
rm bspgle _lb nmqr bgq_qrcp _argtgrgcq,  Rfsq* _ npc+bgq_qrcp gltmjtckclr a_l clf_lac rfc pmjc md
ckcpeclawp_bgmbspgle_lb_drcprfcbgq_qrcp,
ýMtcpwc_pq*qgelgdga_lrcvncpgclacq_pc_aasksj_rcb`wrfcDKWW*_amkkslgrwp_bgm`_qcbgl
Im`c* ufgaf u_q cqr_`jgqfcb _drcp rfc /773 bgq_qrcp,  Uc rpgcb rm qwlrfcqgxc rfmqc cvncpgclacq
gldmpkmdrclicwjcqqmlqdmpamkkslgrwp_bgmģqpmjcglbgq_qrcp,Ucfmncrfgqns`jga_rgmlugjj`c
sqcdsjrmrfcnp_argrgmlcpqglrfcdgcjbmdpgqipcbsargml_qucjj_qrfmqcgltmjtcbglamkkslgrwp_bgm,
P_hg`Qf_u
IwmrmSlgtcpqgrw

一般的にコミュニティラジオの活動は、90％がコミュニティ、10％がラジオと言われている。これは、
コミュニティラジオの活動には、人とコミュニティの参加が重要であることを意味している。コミュニティ
ラジオは、ローカルな情報を地域住民に提供することに特化しているため、地域コミュニティの参加や関
与及びオーナーシップが不可欠である。
1995 年の阪神淡路大震災の後、日本では多くのコミュニティラジオが臨時災害ラジオとして立ち上がっ
た。復興過程に入ると大半が消滅したが、地域住民及びコミュニティに根付くことができたラジオ局は今
日でも活動を続けている。東日本大震災の際にも、多くの臨時災害 FM ラジオが設立されたが、震災から
18 ヶ月経過した今、その数は減少傾向にある。私どものこれまでの研究活動の中では、地域住民及びコミュ
ニティの強いオーナーシップをもって地域コミュニティに貢献した有数の災害 FM ラジオを取り上げてき
たが、これらのラジオ局は現在も活動を続けており、臨時災害 FM ラジオからコミュニティラジオに形態
を移行する過程にある。
コミュニティラジオが地域のニーズに応え、貢献した事例は日本国内外で見られるが、災害発生の際に
は、緊急時及び復興過程の中で情報発信を行う重要な機能を果たす。よって、コミュニティラジオは、コミュ
ニティ内の様々なグループに対する啓発及びリスク軽減に関する情報共有を通じた災害発生前の防災対応
や減災対策にかかる重要な役割を持つことが可能である。また、この役割を災害発生時・発生後の活動に
リンクすることも可能である。つまり、コミュニティラジオの災害前からの活動は、災害時・災害後の臨
時災害ラジオとしての役割の強化に寄与する。
1995 年の震災の後、神戸市で開局したコミュニティラジオの FM わぃわぃは、何年にも渡り重要な経験
を蓄積してきた。本冊子は、これらの経験を災害時のコミュニティラジオの「10 のレッスン」として取り
まとめたものであるが、防災分野の実務者及びコミュニティラジオの運営者の参考になれば幸いである。
ショウ

ラジブ
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Introduction
What is community radio?
ýGleclcp_j*_amkkslgrwp_bgmqr_rgmlgq_p_bgmqr_rgmlrf_rf_qjmumsrnsrdpcosclawrf_ramtcpq
pcj_rgtcjw _ qk_jj _pc_ ufcpc rfc qgel_j a_l `c pcacgtcb, Gr gq q_gb rf_r rfc dgqr amkkslgrw p_bgm
qr_rgmlu_qcqr_`jgqfcbgl@mjgtg_*Qmsrf?kcpga_gl/725,43wc_pqj_rcp*rfclsk`cpmdamkkslgrw
p_bgmqr_rgmlqf_qglapc_qcbrmrclqmdrfmsq_lbqrfpmsefmsrrfcumpjb*glLmprf_lbQmsrf?kcpga_*
Cspmnc* ?qg_ _lb N_agdga Pcegml, Gl `pgcd* amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq ucpc apc_rcb rm pcdjcar _lb
kccr rfc bgddcpclr lccbq _lb af_p_arcpgqrgaq md c_af amslrpw _lb pcegml, Rfc Umpjb ?qqmag_rgml
md Amkkslgrw @pm_ba_qrcpq &?K?PA' bcdglcq amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq slbcp rfc 1 dmjjmugle
amlbgrgmlq&/'lml+npmdgrmpe_lgx_rgml*&0'mulcb_lbk_l_ecb`wrfcamkkslgrwugrfamkkslgrw
n_prgagn_rgml_lb&1'glbcnclbclrdpmknmjgrgaq_lbamkkcpag_jgqk,SLCQAM_jqmbcdglcqamkkslgrw
qr_rgmlq_qdmjjmuq9_amkkslgrwp_bgmqr_rgmlnj_wq_lgknmpr_lrpmjcglamlrpg`srglermqmjtcqmag_j
npm`jckq*qsaf_qnmtcprw_lb_jgcl_rgmlmdamkkslgrgcq*egtglenmucprmncmnjcufmf_tc`ccljcdr
`cfglbglumpjbbctcjmnkclr_lbnpmkmrglebckmap_awrfpmsefagrgxcln_prgagn_rgmlglrfckcbg_,
ýQsafamkkslgrwp_bgmqr_rgmlq`pm_ba_qrnpmep_kqmll_rspcamlqcpt_rgml*_epgasjrspc*pcegml_j
asjrspc*cbsa_rgml*cra,amlrpg`srglermrfcbctcjmnkclrmdrfcgpamkkslgrgcq,FcpcglH_n_l*_drcp
rfc Epc_r F_lqfgl+?u_hg C_prfos_ic _lb _`pm_b _drcp rfc Glbg_l Mac_l rqsl_kg* rfc amkkslgrw
p_bgmf_q`camkc_sqcdsjrmmjglbgq_qrcpk_l_eckclr_lbbgq_qrcptgargkqsnnmpr,

The role of community radio in disasters
ýL_rsp_j bgq_qrcp gq mlc rfc a_sqcq md npctclrgle rfc bctcjmnkclr md _ qsqr_gl_`jc qmagcrw,
Dmp amkkslgrgcq jgtgle gl _pc_q ufcpc rfcpc _pc k_lw l_rsp_j bgq_qrcpq* gknpmtgle rfcgp bgq_qrcp
k_l_eckclr _`gjgrw gq _l gknmpr_lr gqqsc rm npmrcar rfcgp jgtcjgfmmb, Ml rmn md rfgq* bgq_qrcp
k_l_eckclrgqcqqclrg_jdmpamkkslgrwģqqsqr_gl_`jcbctcjmnkclr,Glmpbcprmapc_rc_amkkslgrw
rf_rf_qqrpmlebgq_qrcpk_l_eckclra_n_agrw*grgqcqqclrg_jrf_rrfcamkkslgrwbctcjmnrfc_`gjgrw
rmgknpmtcbgq_qrcpk_l_eckclrmlgrqmul,
ý
ýB_r_gqgldmpk_rgml*gldmpk_rgmlgqilmujcbec_lbilmujcbecgqnmucp,Dmpamkkslgrgcqrm`c_`jc
rmgknpmtcrfcgpbgq_qrcpk_l_eckclr_`gjgrwmlrfcgpmul*_lcltgpmlkclrufcpcagrgxclqa_lm`r_gl
b_r_ _lb gldmpk_rgml ksqr `c es_p_lrccb, ?jrfmsef gr gq rpsc rf_r rfc k_qq kcbg_ amlrpg`srcq
rmrfcqmagcrw`wqnpc_bgleb_r__lbgldmpk_rgml*grgq_jqm_d_arrf_rrfcw_pclmr_`jcrmkccr
rfcglbgtgbs_jlccbqmdrfct_pgcb_lbamknjcvqmagcrw,Rfcpcdmpc*amkkslgrwp_bgmgqmlcmdrfc
cqqclrg_jd_armpqdmpamkkslgrgcqrmbctcjmnrfcgpbgq_qrcpk_l_eckclr_`gjgrwmlgrqmul,
ýBgq_qrcp k_l_eckclr _lb gldmpk_rgml rp_lqkgqqgml rcaflmjmew _pc ajmqcjw amllcarcb, Gl _jj md
rfc nf_qcq md _ bgq_qrcp ‒Ģb_k_ec kgrge_rgmlģ*Ģnpcn_pcblcqqģ*Ģc_pjw+u_plgleģ*Ģpcqnmlqcģ

_lbĢpcamtcpw _lb pcf_`gjgr_rgml* b_r_* gldmpk_rgml _lb amkkslga_rgml nj_w gknmpr_lr pmjcq, Rfc
cvaf_lecmdgldmpk_rgml*qf_pglegldmpk_rgml_lbbgqasqqgmlq_kmleagrgxclq_pccqqclrg_jdmpqcjd+
gknpmtckclr_lbbctcjmnkclrmdamkkslgrwbgq_qrcpk_l_eckclr,Rfccvaf_lecmdgldmpk_rgml
_lb ammncp_rgml _kmle lcgef`mpgle amkkslgrgcq gq _jqm cqqclrg_j, Rfc gldmpk_rgml rp_lqkgqqgml
rcaflmjmew sqcb gl cosgnkclr _lb kcbg_ dmp amkkslga_rgml gq _ d_armp rf_r bcagbcq os_jgrw _lb
af_p_arcpgqrgamdamkkslga_rgml,Rfcamkkslgrwp_bgm*ufgafnpmkmrcqqf_pglemdilmujcbec_lb
cvncpgclac _lb qcjd+fcjn-ksrs_j+fcjn a_l nj_w _l gknmpr_lr pmjc gl rgkcq md bgq_qrcp _lb bgq_qrcp
k_l_eckclrgllmpk_jrgkcq,

The following part provides 10 key lessons for effective use of
community radio in time of disaster.
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はじめに
ȳɟɥɋɆȣɩȸȪǵǼ
一般的にコミュニティラジオとは、低出力で比較的狭い範囲を可聴範囲とするラジオ放送のことを指す。
最初のコミュニティラジオ局が南米のボリビアで放送を開始したのが 1947 年と言われており、それから
65 年して、南北アメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカ、アジア太平洋地域にも万の単位のコミュニティラ
ジオ局が存在するようになった。コミュニティラジオと一口で表現しても、それは国や地域によって成り
立ちや特徴は異なる。国際 NGO の世界コミュニティラジオ放送連盟（AMARC）は、
コミュニティラジオを、
①非営利、②コミュニティによる所有・運営・参画、③政治や資本からの独立、の 3 点によって定義付け
られるラジオ局としている。また、ユネスコはコミュニティラジオを、「貧困や疎外といったコミュニティ
レベルでの重大な社会的問題の解決に取り組み、社会の発展から取り残された市民を力づけ、地域住民の
メディア参加を通した社会の民主化に貢献する重要な存在（活動）」と定義している。
こうしたコミュニティラジオ局は、環境保護、農業、地域文化、教育などに関する番組を放送し、それ
ぞれの地域社会の発展に貢献している。そして日本国内では阪神淡路大震災以降、国外ではインド洋津波
以降、災害対応や被災者支援に有用なツールとして広く認識、利用されるようになっていった。

ۦдǵȳɟɥɋɆȣɩȸȪ
自然災害は、社会の持続的発展を妨げる要因の一つである。地域社会の防災力を高めていくことは、自
然災害が多発する地域に暮らす住民にとって、暮らしを守るための重要な課題である。ゆえに、防災は社
会の持続的発展には欠かせない要素である。そして災害に強い地域社会を構築するには、地域社会の防災
に関する能力と自治の向上が不可欠である。
データは情報の、情報は知識の、知識は力の源の一つである。したがって、地域社会の能力と自治の向
上には、地域住民が必要なデータや情報を入手できるような環境が保障されていかねばならない。マスメ
ディアがデータや情報の伝播を通して社会全体に貢献してきたことは事実であるが、多様な地域社会の要
求のひとつひとつに対応できない情報媒体であるというのも事実である。したがって、地域社会の能力と
自治の向上に、コミュニティラジオは欠かせない存在と考えることができる。
防災と情報通信技術は密接な関わりを持つ。「被害軽減」
「準備」「早期警戒」「対応」「復旧・復興」とい
う災害の全てのフェーズにおいて、データ、情報、通信は重要な役割を果たすものである。住民の間での
情報交換、情報共有、対話などは地域の防災力の向上に不可欠である。また、近隣の地域社会との情報交
換や協力なども同じく不可欠である。情報通信技術を介したコミュニケーションにおいて使用される機器
やメディアは、コミュニケーションの質や性格を決定する要素である。知識や経験の共有と自助・相互扶
助の活動促進に貢献できるコミュニティラジオ局は、災害時や日常の防災活動大きな役割を果たすことが
できる。

ݱǻɑĘɈǴǼþȳɟɥɋɆȣɩȸȪȟۦдݰǸǗǑǳْϰૈǸ
ѪෟǦȘǬȎǻ /. ǻɬɃȹɳȟȗࡱǟȘÿ

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson1: Information
    U f c l   l _ r s p _ j   b g q _ q r c p q   f _ n n c l *
amkkslga_rgmlq gldp_qrpsarspc _lb bgq_qrcp
ugpcjcqq qwqrckq _pc mdrcl bcqrpmwcb _lb
rfc kc_lq rm n_qq ml gldmpk_rgml rm bgq_qrcp
tgargkqgqjmqr,Kmpcmtcp*j_pec+qa_jc`j_aimsrq
maasp bspgle bgq_qrcpq, Rfc p_bgm gq pcqgjgclr gl
rfcqc qgrs_rgmlq `ca_sqc gr gq lmr gldjsclacb
`w `j_aimsrq _lb ctcl gd rfc cosgnkclr ecrq
b_k_ecb*grgqpcj_rgtcjwc_qgjwrmnsr`_aiglrm
mncp_rgml, Jmu msrnsr p_bgm qr_rgml* sljgic
p_bgm qr_rgmlq rf_r amtcp _ ugbc _pc_* a_l
nj_w _ k_hmp pmjc gl npmtgbgle bcr_gjcb bgq_qrcp
gldmpk_rgml lccbcb `w tgargkq gl n_prgasj_p
_pc_q `ca_sqc rfc gldmpk_rgml gq amjjcarcb `w
rfcpcegml_jpcqgbclrqrfckqcjtcqrm`cqf_pcb
ugrfrfcgpjma_jjgqrclcpq,
ýRfcamlrclrmdgldmpk_rgmldmp`pm_ba_qr`w
jmumsrnsrp_bgmq&bgq_qrcpp_bgmq'ugjjaf_lec
ugrf c_af nf_qc _drcp rfc bgq_qrcp* l_kcjw
pcjgcd*pcf_`gjgr_rgml_lbpcamtcpwnf_qcq,
ýGkkcbg_rcjw _drcp _ bgq_qrcp* bgq_qrcp p_bgmq
ksqr `pm_ba_qr gldmpk_rgml ml cvrclr md
bgq_qrcp b_k_ec* _t_gj_`gjgrw md ckcpeclaw
kcbga_j_lbdgpqr_gb*bgpcargmlqrmct_as_rgmlq
qfcjrcpq* ncmnjcģq q_dcrw _lb amlr_ar _q ucjj
_qmlgldp_qrpsarspcqbgpcarjwpcj_rcbrmncmnjcģ
qctcpwb_wjgtcq*qsaf_qcjcarpgagrwqsnnjw_lb
rcjcnfmlcqcptgacq,Bgq_qrcpp_bgmqm`r_glrfcqc
gldmpk_rgmldpmkemtcplkclr_eclagcqqsaf_q
bgq_qrcp k_l_eckclr _eclagcq _lb _eclagcq
pcj_rcb rm jgtcjgfmmb gldp_qrpsarspc `ca_sqc
rfcwamjjcar_lbqmprgldmpk_rgmlglrfcgpdgcjbq
ml _ b_gjw `_qgq, Gr gq gknmpr_lr rf_r bgq_qrcp
p_bgmqn_qqmlgldmpk_rgmlnpmtgbcbdpmkrfcqc

_eclagcq `w umpigle ajmqcjw ugrf rfck, Gl rfc
a_qcmdamkkslgrwp_bgmqr_rgmlq*gdrfcwbmlmr
`sgjbemmbpcj_rgmlqfgnqugrfrfcqc_eclagcqml
_pcesj_p`_qgq*amkkslga_rgml_lbammncp_rgml
k_wlmrdslargmlucjjufclbgq_qrcpqmaasp,
ýGl rfc pcjgcd _lb pcf_`gjgr_rgml nf_qcq*
rmecrfcp ugrf gldmpk_rgml dpmk emtcplkclr
_eclagcq* gldmpk_rgml ml LEMq _lb tmjslrccp
epmsnq rf_r f_tc `cesl pcjgcd _lb qsnnmpr
_argtgrgcqgqcqqclrg_jdmptgargkqglrfcgpcddmprq
rm pcamtcp dpmk rfc bgq_qrcp, Gl rfc pcamtcpw
nf_qc* _l gknmpr_lr pmjc md rfc bgq_qrcp p_bgm
gqgldmpkglerfcncmnjc_`msrpcamtcpwnj_lqmd
rfc pcegml _lb clqspgle rf_r c_af glbgtgbs_jģ
q tmgac `c pcdjcarcb gl rfc nj_l _lb qsnnjwgle
gldmpk_rgml ufgaf ugjj npmkmrc amkkslgrw
aclrcpcbpcamtcpw,
ýR_igle kc_qspcq dmp rfc gldmpk_rgml f_tc+
lmrq &ncmnjc ugrf gl_bcos_rc _aacqq rm
gldmpk_rgml' ksqr lmr `c dmpemrrcl, Ufcl _
bgq_qrcp maasp* `ca_sqc kmqr ncmnjc ugjj `c
d_acbugrfbgddgasjrqgrs_rgmlq*grgqc_qwdmp_gb
_argtgrgcq rm dmasq ml rfc k_hmpgrw, Rfcpcdmpc*
pcqnmlbglermrfclccbqmdkglmpgrgcq*qsaf_q
dmpcgelcpq _lb f_lbga_nncb ncmnjc ufm f_tc
qncag_j bgddgasjrgcq gl mtcpamkgle bgq_qrcpq*
rclbq rm `c lcejcarcb, Bgq_qrcp p_bgmq f_tc
_l gknmpr_lr pmjc gl n_qqgle ml gldmpk_rgml
rm dmpcgelcpq gl rfcgp j_les_ec, Dmp fc_pgle
gkn_gpcbncmnjcufma_llmrjgqrclrmrfcp_bgm*
rfcp_bgmqfmsjb*rfmsefgrq`pm_ba_qrq*gldmpk
_lb clamsp_ec grq jgqrclcpq rm qsnnmpr _lb
qsnnjw gldmpk_rgml `w kc_lq mrfcp rf_l _sbgm
gldmpk_rgml,

Content of information of disaster radio stations according to phases of disasters
Immediately after disasters
'LVDVWHUGDPDJHLQIRUPDWLRQHPHUJHQF\PHGLFDODQG¿UVWDLGLQIRUPDWLRQLQIRUPDWLRQDERXWGLUHFWLRQV
to evacuations shelters, information on people’s safety and contact, information on infrastructure
directly related to people’s everyday lives such as electricity supply and telephone services

Relief phase
,QIRUPDWLRQ RQ DYDLODEOH DLG LQIRUPDWLRQ RQ SHRSOH¶V VDIHW\ LQIRUPDWLRQ RQ LQIUDVWUXFWXUH GLUHFWO\
related to people’s everyday lives, entertainment

Rehabilitation/Recovery phase
Information for recovering normal life, recovery plans of the region, events for recovery, entertainment

Disaster reduction / disaster prevention phase
Knowledge for disaster preparation, disaster experiences
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レッスン１：情報
災害で通信インフラや防災無線が破壊され、被

機関と良好な関係を築いておかないと、災害が発

災者への情報伝達手段が失われる。さらに災害時

生してもすぐに連携がうまく機能しない場合もあ

には大規模な停電が発生する。そうした災害時に

る。

強いメディアが停電に左右されず、仮に機材が被

救援、復旧期に入ると、行政からの情報に加えて、

害を受けたとしても再開が比較的容易なラジオで

救援・支援活動を展開している NGO やボランティ

ある。とくに、広いエリアをカバーするラジオで

ア団体の情報も被災者が災害から立ち上がってい

はなく、被災者が必要とする地域ごとのきめ細か

くために必要不可欠である。また復興期には、地

な災害関連情報を自ら収集、伝達、共有できる低

域の復興計画を伝え、一人ひとりの声が計画に反

出力のラジオが大きな役割を果たすことができえ

映され、住民主体の復興が進むような情報提供活

る。

動も災害ラジオの重要な役割となる。

災害時に低出力ラジオ（災害ラジオ）が伝える

また情報弱者への対応も忘れてはならない。災

情報は、災害発生から、救援、復旧、復興と、災

害が発生すると、誰もの困難な状況におかれるた

害のフェーズに応じてその中身は変わってくる。

め、最大公約数的な支援活動に陥りがちになる。

災害発生直後には、被害情報、救命救急情報、

外国人や障害者など災害を生き抜く上で特別な困

避難誘導情報、安否・連絡先、電気・電話などの

難を抱える人々への対応がおろそかになりがちで

ライフライン生活情報を災害ラジオは住民に伝え

ある。外国人向けにはそれぞれのコミュニケーショ

ねばならない。その情報源となるのは、日常的に

ン言語で情報を伝え、ラジオを聴くことのできな

これらの情報の収集や整理を行っている行政や防

い聴覚障害者に対しては、放送を通してその存在

災機関、ライフライン機関となる。災害ラジオは

を住民に伝え、音声情報以外の手法での情報提供

これらの機関を災害時の情報源として連携し、得

支援を住民に促すことなども、災害ラジオの重要

られた情報を広めることが何よりも大切である。

な役割である。

コミュニティラジオ局の場合、日頃からこうした

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 2: Communication
ýBgq_qrcp p_bgm gq lmr mljw dmp mlc+u_w
amkkslga_rgml* `sr _jqm f_q rfc dslargml
rm d_agjgr_rc amkkslga_rgml _lb amllcar
rfc npmtgbcpq md gldmpk_rgml* pcacgtcpq md
gldmpk_rgml _lb _kmle bgddcpclr pcacgtcpq md
gldmpk_rgml,
ýPgefr _drcp bgq_qrcpq* gr gq mdrcl rfc a_qc
rf_rrfck_lwepmsnq_argtcglrfcbgq_qrcpfgr
_pc_qbmlmrnpmtgbc_qqgqr_lacrf_rk_rafrfc
lccbq md rfc tgargkq, Fmuctcp* gr gq lmr c_qw
dmp msrqgbc epmsnq rm amlbsar rfcgp qsnnmpr
_argtgrgcq gd rfc asjrspc _lb rfc af_p_arcpgqrga
md rfc jma_j ncmnjc _pc lmr slbcpqrmmb, Rfcpc
gq lm mrfcp u_w md mtcpamkgle rfgq cvacnr `w
jgqrclgle rm rfc tmgac md t_pgmsq tgargkq, Rfc
bgq_qrcpp_bgma_l_ar_q_kcbg_rmpdmpbgq_qrcp
tgargkq_lbrfcqcepmsnq,Gdrfcbgq_qrcpp_bgm
a_pcdsjjwngaiqsnrfctmgacmdbgq_qrcptgargkq
_lb n_qqcq gr ml mtcp rfc _gp* _lb gd qsnnmpr
epmsnqjgqrclrmrfgqtmgac*rfcwa_l_bhsqrrfcgp
_argtgrgcqrmkccrrfclccbqmdrfctgargkq,
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ýRfc bgq_qrcp p_bgm bmcq lmr mljw amllcar
qsnnmpr epmsnq _lb bgq_qrcp tgargkq* `sr
_jqm npmkmrcq _lb kmrgt_rcq amkkslga_rgml
`cruccljma_j_srfmpgrgcq_lbbgq_qrcptgargkq*
jma_j _srfmpgrgcq _lb LEMq* bgq_qrcp tgargkq gl
bgddcpclragpaskqr_lacq_lbncmnjc_lbepmsnq
glqgbc _lb msrqgbc md rfc bgq_qrcp+fgr _pc_, Gd
ncmnjcglbgddcpclrnmqgrgmlq_lbagpaskqr_lacq
qf_pc gldmpk_rgml _lb `cegl nmqgrgtc _lb
dsrspc+jmmigle bgqasqqgmlq rfgq a_l _qqgqr
ksrs_j slbcpqr_lbgle, Gl rfc jmle pm_b dpmk
rfcbgq_qrcprmpcamtcpw*k_lwbcagqgmlqf_tc
rm`ck_bc_kmlerfcamkkslgrwkck`cpq,Gd
bcagqgmlq_pck_bc`wncmnjcglrfcamkkslgrw
ugrf bgddcpclr nmqgrgmlq _lb agpaskqr_lacq*
ufm bm lmr slbcpqr_lb c_af mrfcp* rfcpc gq
jgrrjc af_lac rf_r _ emmb dsrspc ugjj amkc rm
rfck,Rfcbgq_qrcpp_bgma_lamlrpg`srcrmrfgq
npmacqq md ksrs_j slbcpqr_lbgle rfpmsef grq
ml+_gp_lbmdd+_gp_argtgrgcq,

レッスン２：コミュニケーション
災害ラジオは、単に情報を一方的に広く伝える

災 害 ラ ジ オ が つ な ぐ の は、
「支援団体と被災

だけではなく、情報を発し手と受け手、あるいは

者」の間だけではなく、
「行政と被災者」
、
「行政

受け手と別の受け手をつなぎ、互いのコミュニケー

と NGO」、
「状況の異なる被災者と被災者」、「被災

ションを密にしていく機能を有する。

地と内と外」の間のコミュニケーションを活性化

とくに災害発生後、被災地では数多くの団体が

させ、それぞれを繋ぐ役割を果たすこともできる。

救援活動を展開するが、そうした活動が被災者の

立場や状況の異なる者同士が等しく情報を共有し、

ニーズに沿ったものになっていないことも少なく

そこから対話が始まり、それが前向きな議論に発

ない。しかし、その土地の文化や住民の気質が理

展していけば、相互理解につながる。災害からの

解できていない、外部から支援に入っている団体

復興への長い道のりの中で、コミュニティでは実

が、混乱期に被災者の気持ちを迅速にとらえて、

にたくさんの意思決定がその構成員によってなさ

活動を進めていくことは簡単なことではない。そ

れる。しかし立場や状況の異なる者が互いを理解

うしたギャップを埋めるには、様々な被災者の声

することなしになされる意思決定は、よい未来を

に耳を傾ける以外にない。災害ラジオは支援団体

決して生まない。こうした相互理解のプロセスに

と被災者の間に立ってその役割を担うことができ

災害ラジオは、放送活動や放送以外の活動を通し

る。被災者の声を丁寧に拾って、それを電波に乗

て貢献することができる。

せて伝えることで、その声を受け止めた支援団体
がその活動を被災者のニーズに沿ったものに改善
していくことが可能である。

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 3: Trust
ý?q qr_rcb gl rfcĢGldmpk_rgmlģqcargml* gr gq
tcpw gknmpr_lr dmp bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq rm
umpiugrfjma_jemtcplkclr_eclagcq*bgq_qrcp
npctclrgml _eclagcq _lb _eclagcq pcj_rcb rm
jgtcjgfmmbgldp_qrpsarspcqrmclqspcrf_r_fgef
jctcj md rpsqrumprfw gldmpk_rgml gq n_qqcb ml
rmamkkslgrgcq_qrfcw_jqm_pcgllccbmddgag_j
gldmpk_rgml*cqncag_jjwbspglebgq_qrcpq,
ýFmuctcp*jma_jemtcplkclr_eclagcq*bgq_qrcp
npctclrgml _eclagcq _lb _eclagcq pcj_rcb rm
jgtcjgfmmb gldp_qrpsarspc k_w lmr lcacqq_pgjw
amlrglscrmqsnnjwrpsqrumprfwgldmpk_rgml,Gl
rfca_qcmdrfc_aagbclr_rrfcLm,/Dsisqfgk_
Lsajc_p Nmucp Nj_lr ufgaf dmjjmucb rfc K_paf
0.// Epc_r C_qr H_n_l C_prfos_ic* rfc
emtcplkclr*bgq_qrcpnpctclrgml_eclagcq_lb
rfc nmucp qsnnjw amkn_lw gl dc_p md `pglegle
amldsqgmlrmrfcamkkslgrgcq*bgblmrnpmtgbc
gknmpr_lr gldmpk_rgml pce_pbgle rfc p_bg_rgml
jc_i* pcqsjrgle gl amkkslgrgcq ct_as_rgle rm
_l_pc_ugrffgefjctcjmdp_bg_rgml,Rfcpcu_q
_jqm _ a_qc md bgq_qrcp p_bgm qr_dd u_lrgle rm
`pm_ba_qr rmul amslagj bc`_rcq ml qsnnmpr
nj_lq_lbpcamtcpwnj_lq*fmuctcp*rmulmddgac
cbgrcbrfcgldmpk_rgmlk_iglegramltclgclrrm
rfcrmulmddgac,
ýMl rfc mrfcp f_lb* bgq_qrcp p_bgmq pcacgtc
k_lw gldmpk_rgml dpmk LEMq bmgle qsnnmpr
_argtgrgcq gl rfc bgq_qrcp+fgr _pc_ _lb dpmk
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jgqrclcpq, Gl lmpk_j rgkcq* rfgq gldmpk_rgml
umsjb dgpqr `c amldgpkcb rfcl cbgrcb `cdmpc
`pm_ba_qrgle, Fmuctcp* bspgle bgq_qrcpq*
gldmpk_rgmlamlrglscqrmdjmuglugrfmsr`cgle
amknjcrcjwamldgpkcb`ca_sqcrfcpcgqjgkgrcb
fsk_l pcqmspac rm bm rfc umpi, Gl qsaf a_qc*
gldmpk_rgml gq npmtgbcb ugrf rfc npmtgbcpģq
l_kc _lb gr gq sn rm rfc jgqrclcpq rm k_ic
bcagqgmlq ml rfc t_jgbgrw md rfc gldmpk_rgml
rfckqcjtcq,Gleclcp_j*glrfcc_pjwqr_ecq_drcp
_ bgq_qrcp* rfcpc _pc dcu a_qcq md gjj+glrclr
gldmpk_rgml* fmuctcp* _q rgkc n_qqcq _lb rfc
qgrs_rgmlglrfcbgq_qrcpfgr_pc_qcrrjcq*rfcpcgq
rclbclawdmpqsqngagmsqgldmpk_rgmlrm_nnc_p,
ýRfcl* uf_r iglb md bgq_qrcp p_bgm qr_rgml
gq rpsqrcb `w bgq_qrcp tgargkq= Rfc kmqr
gknmpr_lr d_armp gq rf_r rfc p_bgm qr_rgml
r_icq qgbc md rfc bgq_qrcp tgargkq, Gl mpbcp
rm bm rfgq* t_pgmsq qr_icfmjbcpq `_qcb gl rfc
amkkslgrw qfmsjb `c gltmjtcb gl rfc p_bgm
qr_rgmlģq_argtgrgcq_lbqsnnmprc_afmrfcprm
`sgjb _ rpsqrgle pcj_rgmlqfgn _lb gd lcacqq_pw*
apc_rc _ qwqrck ufcpc ksrs_j afcaiq a_l `c
k_bc, Qsaf p_bgm qr_rgml amsjb `c q_gb rf_r
gr gq mncp_rcb `w bgq_qrcp tgargkq dmp bgq_qrcp
tgargkq`_qcbmlrpsqr,

レッスン３：信頼
「情報」にも記されているように、災害ラジオ局

報を確認後に編集をしてから放送することになる

は行政や防災機関、ライフライン機関と連携して

が、災害時には、次から次へと情報が入ってくる

信頼性の高い情報を伝えることが何よりも大切で

中で完全にその確認をとれるわけではなく、限ら

ある。そして住民も公の情報を求めている。

れた人材ではその手間もかけられないことが多い。

しかし、行政や防災機関、ライフライン機関が

そうした場合、情報提供者の名前と併せて情報を

必ず信頼のおける情報を提供し続ける存在である

伝えることでリスナーに判断を委ねざるを得ない。

とは限らない。2011 年 3 月の東日本大震災にとも

一般的には、災害発生当初は悪意に満ちたものは

なう福島第一原子力発電所の事故では、政府、防

ほとんどないが、時間経過とともに被災地が少し

災機関、電力会社ともに住民の混乱を招くことを

ずつ落ち着いてくると、怪しいものが出てくる傾

恐れて、放射線漏れに関わる重要な情報が伝えず、

向がある。

結果的に住民が放射線量の高い地域に避難してし

では、被災者に信頼される災害ラジオ局とはど

まったケースがある。また、町議会で議論されて

ういう存在なのだろうか。最も大切なことは、被

いる支援策、復興策を災害ラジオ局のスタッフが

災者の側に立ち続けることである。そのためには、

放送で伝えようとしたところ、役場の職員の編集

コミュニティに基盤をおく多様な利害関係者（ス

が加わり、役所の都合に合うように放送内容を丸

テークホルダー）がラジオ局の活動に関わり、信

められたケースもある。

頼関係のもとで互いの取り組みを補完し、必要に

一方、災害ラジオ局には、被災地で救援・支援活

応じてチェックし合える体制を作ることだろう。

動に取り組んでいる NGO やリスナーからも数多

それが信頼のおける被災者の被災者により被災者

くの情報が寄せられる。平常時であれば、その情

のための放送局と言えよう。

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 4: Participation
ýRfc _argtgrgcq md bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq _pc*
gl npglagnjc* amlbsarcb `w rfc ncmnjc gl rfc
bgq_qrcp+fgr_pc_,Ctclrfmsefrfc_qqgqr_lacmd
ncmnjccvncpgclacbglp_bgm`pm_ba_qrgledpmk
msrqgbcmdrfc_pc_gqpcosgpcbufclqcrrglesn
rfcbgq_qrcpp_bgmqr_rgml*rfck_gl_armpq_pc
cqqclrg_jjwrfcncmnjcglrfcbgq_qrcp+fgr_pc_,
ý
ýUfm bm uc kc_l `w rfc ncmnjc gl rfc
bgq_qrcp+fgr_pc_=Rfcw_pcrfcjma_jpcqgbclrq*
qr_dd _r rfc jma_j emtcplkclr mddgac _lb
tmjslrccpq, Ufcl bgddcpclr iglbq md ncmnjc
n_prgagn_rc gl rfc bgq_qrcp p_bgm mncp_rgml* gr
a_l e_gl rpsqr* `ca_sqc gr ugjj `c sl`g_qcb*
pmmrcb gl rfc amkkslgrw _lb a_l `pm_ba_qr
amlrclrq `_qcb ml rfc tgcunmglrq md rfc
bgq_qrcptgargkq,
ýQncag_j _rrclrgml ksqr `c n_gb dmp apc_rgle
_ qwqrck ufcpc`w bgddcpclr ncmnjc md _
amkkslgrw gppcqncargtc md _ec* maasn_rgml*
qcv* nj_ac md mpgegl* l_rgml_jgrw* crflgagrw*
f _ l b g a _ n n c b *  c r a ,  a _ l  n _ p r g a g n _ r c  g l
`pm_ba_qrgle_argtgrgcq,Glmpbcprf_rlmrjc_tc
ctclmlcncpqmlmsrmdpcamtcpwdpmkbgq_qrcp
rf_rfgrrfcamkkslgrw*rfcbgq_qrcpp_bgmf_q
_l gknmpr_lr pmjc gl clqspgle gl rf_r qsnnmpr*
pcamtcpw_lbpcf_`gjgr_rgmlbmclmrmljwpcdjcar
rfc tmgac md rfc k_hmpgrw* `sr _jqm rfc tmgac
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md rfc kglmpgrw rf_r f_q `ccl nsqfcb _qgbc
md rfc amkkslgrw, Gl mpbcp rm _afgctc rfgq*
n_prgagn_rgml`wrfckglmpgrwepmsngqcqqclrg_j,
ýAmkkslgrw n_prgagn_rgml gl _argtgrgcq md
bgq_qrcp p_bgm bmcq lmr f_tc rm `c bgpcarjw
pcj_rcb rm `pm_ba_qrgle _argtgrgcq, Ufcl
bgq_qrcptgargkqqclbkcqq_ecqrmrfcbgq_qrcp
p_bgm qr_rgml mp k_ic pcoscqrq dmp qmleq mp
ksqga rm `c nj_wcb ml _gp* _ qclqc md slgrw
gq bctcjmncb `cruccl rfc tgargkq _lb p_bgm
qr_rgml,Rfgqc_qcqrfcdccjglemdgqmj_rgmlmdrcl
dcjr `w tgargkq, @ca_sqc md rfc lsajc_p nmucp
nj_lr_aagbclra_sqcb`wrfcEpc_rC_qrH_n_l
C_prfos_ic*epmsnqmdncmnjcf_brmct_as_rc
rfcgp tgjj_ecq _lb rmulq _lb kmtc rm jgtc gl
ct_as_rgml qfcjrcpq, Gl mlc md rfcqc qfcjrcpq
_ bgq_qrcp p_bgm qr_rgml u_q qcr sn gl ufgaf
bspgle lgefr `pm_ba_qrq* epmsnq md ct_asccq
e_rfcpcb_pmslbrfc`pm_ba_qrgle`mmrfctcpw
lgefrrmm`qcptcrfc`pm_ba_qrgle_lb_ars_jjw
n_prgagn_rc,Rfgqgq_emmbcv_knjcmd_bgq_qrcp
p_bgmqr_rgmlafccpglesntgargkq*ufmamsjblmr
qjccn`ca_sqcmd_lvgcrwglrfcgpct_as_rgml,
ýRfcn_prgagn_rgmlmdt_pgmsqepmsnqmdtgargkq
glt_pgmsqu_wqk_icqbgq_qrcpp_bgmqr_rgmlmd
rf_rmdrfctgargkq*`wrfctgargkq_lbdmprfc
tgargkq,

レッスン４：住民の参加
災害ラジオ局の活動は、被災地の人々によって
行われるのが原則である。もちろん災害ラジオ局

害ラジオの重要な役割の一つである。そのために
は、マイノリティの参加が不可欠である。

の立ち上げ時には外部からの放送経験のある人材

一方、災害ラジオ局への住民の参加とは、放送活

の支援も必要であるが、主役はあくまで被災地の

動に直接参加することだけを指すのではない。災

人々である。

害ラジオを聴いている被災者が放送局をメッセー

では、被災地の人々とは誰を指すのであろうか。

ジに送ったり、音楽のリクエストをして、それを

それは、住民であり、役場の職員であり、ボラン

災害ラジオ局が放送の中で紹介したり、リクエス

ティアである。立場の異なる様々な人々が災害ラ

トのあった音楽を放送することで、被災者と災害

ジオ局に参加してこそ、信頼がおけて、偏りがなく、

ラジオ局との一体感が醸成され、被災者の孤立の

地域に密着した、被災者の側に立った放送が可能

解消にもつながる。東日本大震災で原子力発電所

になる。

の事故によって、故郷を離れて遠くに集団で避難

そして特に留意しなければいけないことは、世

している人達が生活している避難所の中に設けら

代、職業、性別、出身、国籍、民族、障害のある

れた災害ラジオ局では、とくに夜の放送時に避難

なしなどを越えて、コミュニティの多様な人々が

している人達が放送ブースの前に三々五々集まり、

放送活動に参加できる仕組みを整えることである。

観客として毎晩、生放送に参加している。不安で

災害に見舞われたコミュニティで、一人も取り残

眠れない被災者を元気づける役割を災害ラジオが

されることなく災害からの復興をとげるには、大

果たしている良い事例である。

きな声ばかりを伝えのではなく、コミュニティの

多様な被災者の多様な形で参加があってこそ、

周縁に追いやられがちな少数者の声を災害救援、

被災者の被災者による被災者のためのラジオ局で

復旧、復興のプロセスの中で伝えていくことが災

ある。

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 5: On-Air Activities
ýRfc dmsp em_jq md bgq_qrcp p_bgm qr_rgml _pc8
&/' bgqqckgl_rgml md ckcpeclaw gldmpk_rgml
&bgq_qrcp u_plgleq* ct_as_rgml _btgqmpgcq*
cra,' rm qcaspc q_dcrw md bgq_qrcp tgargkq* &0'
npmtgbglepcjgcd_lbqsnnmpr+pcj_rcbgldmpk_rgml
md jma_j _srfmpgrgcq _lb LEMq* &1' npmtgbgle
gldmpk_rgml pcj_rcb rm pcamtcpw nj_lq gl rfc
bgq_qrcp+fgr _pc_ _lb d_agjgr_rgle cvaf_lec
md pcqgbclrqģmnglgmlq* _lb &2' amlrpg`src rm
k_glr_glgle rfc kclr_j _lb nfwqga_j fc_jrf md
bgq_qrcptgargkq,

&`'Amkkslgrwn_prgagn_rgml

ýGl_aampb_lacugrfrfcqcem_jq*rfcdmjjmugle
_pcrfcrwncqmdnpmep_kqdmpp_bgm`pm_ba_qr8
&_' npmtgbgle gldmpk_rgml* &`' amkkslgrw
n_prgagn_rgml* &a' fc_jgle kclr_j rp_sk_ _lb
&b' kmlgrmpgle _argtgrgcq, Dc_rspcq md rfcqc
npmep_kq_pc_qqr_rcb`cjmu,

&b'Fc_jglekclr_jrp_sk_

&_'Npmtgbglegldmpk_rgml
 ýRfc rwnc md npmep_k ufgaf maasnw rfc
k_hmpgrw md _gprgkc gq npmep_k rf_r npmtgbc
bgq_qrcp pcj_rcb gldmpk_rgml _q jgqrcb `cjmu,
Qmkcrgkcq p_bgm qr_rgml qr_dd bm lmr bgpcarjw
n_qq ml rfgq gldmpk_rgml* `sr qr_dd dpmk jma_j
_srfmpgrgcq_lbLEMqufgaf_pcrfcqmspacqmd
rfcgldmpk_rgmlnpmtgbcrfcgldmpk_rgmlbgpcarjw
mlrfcp_bgm,
+Bgq_qrcpgldmpk_rgml
&bgq_qrcpu_plgleq_lbct_as_rgml_btgqmpgcq'
+Q_dcrw-amlr_argldmpk_rgml
+?gb-qsnnmprgldmpk_rgml
 &tmjslrccp aclrcp qsnnmpr gldmpk_rgml dmp
bgq_qrcptgargkq'
+Gldmpk_rgmldpmkjma_j_srfmpgrgcq
&cvnj_l_rgmlmd_bkglgqrp_rgtc_nnjga_rgml
npmacbspcq'
+Pcamtcpwmdcqqclrg_jsrgjgrgcq
&cjcarpgagrw*e_q*cra,'
+Jgtglegldmpk_rgml
&gldmpk_rgmlmlmnclglemdrcknmp_pwqfmnq*
cra,'
ýDmp pcqgbgle dmpcgelcpq ufm cvncpgclac
j_les_ec `_ppgcpq* gldmpk_rgml qfmsjb `c
npmtgbcbglrfcj_les_ecrfcwslbcpqr_lb,
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ýUfcl epmsnq _lb pcqgbclrq gl rfc bgq_qrcp+
fgr _pc_ _q ucjj _q cvrcpl_j qsnnmpr epmsnq
_nnc_p ml jgtc p_bgm npmep_kq mp ml glrcptgcu
npmep_kq* rfcgp _argtgrgcq a_l `c ilmul rm _
ugbcp _sbgclac, Rfgq _jqm npmkmrcq ksrs_j
slbcpqr_lbgle _kmle ncmnjc gl bgddcpclr
nmqgrgmlq _lb mnglgmlq gl rfc amkkslgrw,
Bgq_qrcp tgargkq a_l clamsp_ec rfckqcjtcq `w
r_igle mnnmprslgrgcq rm cvnpcqq rfcgp dccjgleq
rfpmsefrfcp_bgm,

ýRfcp_bgmgq_kcbg_rf_ramkkslga_rcqrmgrq
jgqrclcpqrfpmsefqmslb,Grgqrfcbgq_qrcpp_bgmģ
q bsrw rm `pm_ba_qr npmep_kq rfpmsef tmgac
_lbksqga*qsaf_qkckmp_`jcqmleq*jma_jdmji
r_jcq _lb dmji qmleq* amkcbw* kcqq_ecq dpmk
npgcqrq* kmliq* cra, rm c_qc rfc qsddcpgle md
bgq_qrcp tgargkq, Rfcqc iglbq md npmep_kq _pc
mdrcl _gpcb _r lgefr mp `cruccl gldmpk_rgml
npmep_kq, Gd bgq_qrcp tgargkq jgqrcl rm bgq_qrcp
pcj_rcb gldmpk_rgml mljw* rfcw kgefr `camkc
bcnpcqqcb,Rfcem_jmdrfgqrwncmdnpmep_kgq
rmrpwrmr_icrfcjgqrclcp_u_wdpmkrfcqcpgmsq
_lb ejmmkw pc_jgrw _lb qmmrfc rfcgp _afgle
fc_prq,

&c'Kmlgrmpgle_gb-qsnnmpr_argtgrgcq
ýGl mpbcp rm kmlgrmp gd qsnnmpr* pcamtcpw _lb
pcf_`gjgr_rgml nmjgagcq _pc `cgle gknjckclrcb
_q npmkgqcb* `pm_ba_qrgle npmep_kq rf_r
gltgrc qr_dd dpmk rfc jma_j _srfmpgrgcq* bgq_qrcp
npctclrgml _eclagcq _lb LEMq rm _lqucp
o s c q r g m l q  d p m k  a m k k s l g r w  k c k ` c p q  g q
gknmpr_lr rm gknpmtc rfc os_jgrw md pcamtcpw
_argtgrgcqglrfcbgq_qrcp+fgr_pc_,
ýDmp nj_llgle _lb gknjckclrgle rfc amlrclr
md rfc _`mtc kclrgmlcb npmep_kq* gr gq tcpw
gknmpr_lrrmpcdjcarrfcqgrs_rgml_lbmnglgmlq
md ugbc t_pgcrw md pcqgbclrq gl rfc bgq_qrcp+fgr
_pc_ _lb f_tc k_lw pcqgbclrq n_prgagn_rc gl
npmep_kq _lb k_l_eckclr rm k_ic rfc p_bgm
qr_rgmlmnclrmk_lwpcqgbclrq,

レッスン５：放送活動
災害ラジオ局の放送の目的は、
（１）緊急情報（災

促進することにつながる。また、被災者がラジオ

害警報や避難勧告）などの被災者の安全確保のた

で自分の思いを伝えることで、自分自身を元気づ

めの情報伝達、
（２）行政や NGO による救援、支

ける作用も働く。

援に関する情報の広報、（３）被災地の復興計画や

また、復旧・復興のまちづくりをテーマに被災

まちづくりに関わる情報の広報や住民の意見交換

地の様々な立場の住民が対談、討論などの番組を

の促進、（４）被災者の心身の健康維持に寄与の四

放送することは、多様な住民の声を復旧、復興施

つがある。

策に反映させていくことにつながる。

その目的に沿って放送される番組は、（ⅰ）情報
提供、
（ⅱ）住民参加、
（ⅲ）心的トラウマの癒し、
（ⅳ）活動のモニタリングが挙げられる。四つの番
組の特徴を以下のとおり。

（ⅰ）情報提供

（ⅲ）心的トラウマの癒し
ラジオは音を通じて聴き手に語りかけるメディ
アである。懐かしい音楽、
地元に伝わる民話や民謡、
コメディ、宗教者のメッセージなど、ラジオから
流れてくる音声を聴いて被災者の心を少しでも癒

災害ラジオ局がもっとも多くの時間を割いて放

しことができる番組を放送することは、災害ラジ

送する番組は、以下のような災害に関わる情報を

オ局の務めである。こうした番組は、夜間や情報

伝える番組である。ラジオ局のスタッフが直接、

提供番組の合間に放送されることが多い。被災者

情報を伝えるだけでなく、行政や NGO などの情報

が災害に関する情報ばかりを聴いていると滅入っ

源が直接、ラジオに出演して伝えることもある。

てしまうことがあり、少しでも厳しい現実から離
れて心を安らかにしてもらうことが番組の目的だ

・災害情報

からである。

（災害警報や避難勧告）
・安否・連絡先の情報
・救援・支援情報
（ボランティセンターの被災者支援情報など）
・行政情報
（行政状の手続の説明など）
・ライフラインの復旧情報
・生活情報
（仮設店舗の開店情報など）
言葉の壁で情報を得られない移民の被災者には、
それぞれの生活言語で情報を提供すべきである。

（ⅱ）住民参加

（ⅳ）救援・支援活動のモニタリング
救援、復旧、復興に関する施策や活動が約束ど
おりに実行されているかをモニタリングするため
に、行政や防災機関、NGO などの職員を番組に招
き、住民からの質問を電話などで受け付けてゲス
トに応えてもらう番組は、被災地の活動の質を高
めていく上でとても大切である。
以上の放送内容の企画や実施に当っては、被災
地の様々な住民の立場や意見を反映し、多くの住
民が放送番組やラジオ局の運営に参加できるよう
に努め、広く住民に開かれた放送局となるよう配
慮することが大切である。

災害ラジオ局では、被災地の団体や住民、また
は外部の支援者団体が生番組やインタビュー番組
に出演することは、それぞれの取り組みや状況を
広く伝え、立場や考えの異なる人々の相互理解を

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 6: Oﬀ-Air Activities
ý ? q  b g q _ q r c p  p _ b g m  q f g d r q  d p m k  e g t g l e
gldmpk_rgml ml pcjgcd _argtgrgcq gl rfc c_pjw
qr_ecq _drcp bgq_qrcpq* qsaf _q ckcpeclaw
u_r cp qsnnj gcq _lb m nc l+_g p igr afc lq r m
npmtgbglepcamtcpwgldmpk_rgml_lbamlrclrqrm
afccp sn _lb clamsp_ec pcqgbclrq* gr `camkcq
_p_bgmqr_rgmlrf_rqsnnmprqrfcpcamtcpw_lb
pcf_`gjgr_rgmlmdrfcbgq_qrcp+fgr_pc_,Fmuctcp*
hsqr`w`pm_ba_qrglenpmep_kqdpmkrfcqrsbgm*
bmcqlmrkc_lrf_rrfcp_bgmqr_rgmlgqajmqcrm
rfcncmnjc,Rfcpc_pc_t_pgcrwmdpmjcqrf_rrfc
bgq_qrcpp_bgma_lnj_w`cwmlb`pm_ba_qrgle,
ý
ý?q X_lc G`p_fgk &dmslbcp md @sqf P_bgm'*
ilmul_qrfcd_rfcpmdQmsrf?dpga_lamkkslgrw
p_bgm* q_gb*Ĥ amkkslgrw p_bgm gq k_bc sn md
7.# amkkslgrw* /.# p_bgm*ĥkc_lgle rf_r
amkkslgrwp_bgmsqcqrfcp_bgmdmpamkkslgrw
`sgjbgle, Gl rfc q_kc u_w* bgq_qrcp p_bgm _jqm
sqcq rfc p_bgm dmp qsnnmpr _lb pcamtcpwpcf_`gjgr_rgml_argtgrgcq,
ýUfgjcncmnjcbgblmrf_tcdmpk_jamllcargmlq
bspgle n_qr bgq_qrcpq* qglac n_prgagn_rgle gl
bgq_qrcpp_bgmqr_rgml_argtgrgcq*gr_jjmucbrfck
rm k_ic amllcargmlq ugrf ncmnjc gl qgkgj_p
agpaskqr_lacq, Rfc ksrs_j qsnnmpr _kmle
bgq_qrcptgargkqa_lk_ic_dmslb_rgmldmpqcjd+
qsnnmprcb_argtgrgcqapc_rcb`wrfcamkkslgrw
kck`cpq*qsaf_qamlqsjr_rgmlqdmpamkkslgrw
pcamtcpw_lbamlbsarglepcamtcpwctclrq,Rfc
bgq_qrcp p_bgm f_q rfc dslargml md clamsp_egle
b g q _ q r c p  t g a r g k q  r m  n _ p r g a g n _ r c  g l  r f c q c
amkkslgrw_argtgrgcq,
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ýDgpqrmd_jj*rfcamkkslgrwp_bgmgq_rmmjrf_r
umpiq rm gknpmtc rfc os_jgrw _lb bgqqckgl_rc
rfc _argtgrgcq md ncmnjc ufm _pc umpigle rm
qmjtc qmag_j npm`jckq gl rfc amkkslgrw, Rfgq
gq _jqm rfc pc_qml ufw epmsnq bmgle qsnnmpr
_argtgrgcq gl bgq_qrcp+fgr _pc_q qcr sn bgq_qrcp
p_bgmqr_rgmlq,
ýGl _bbgrgml* rfc bgq_qrcp p_bgm qr_rgml nj_wq
rfcpmjcmdamllcarglencmnjcugrfgl_lbmsrqgbc
md rfc `pm_ba_qrgle _pc_, Ugrf rfc glrcplcr* gr
gq nmqqg`jc dmp ncmnjc msrqgbc rfc bgq_qrcp+fgr
_pc_rmjgqrclrmbgq_qrcpp_bgmnpmep_kqufcpc
rfcwa_lecrbcr_gjcbgldmpk_rgmlrf_rrfck_qq
kcbg_ bm lmr egtc _lb bgpcarjw jgqrcl rm rfc
tmgac md rfc bgq_qrcp tgargkq, Rfgq gldmpk_rgml
gq kmpc pcjg_`jc _lb rpsqrumprfw rf_l rf_r
dmslbmlqmag_jkcbg_lcrumpiqjgicĢrugrrcpģ,
Rfcpc_pck_lwa_qcqufcpcrfcbgq_qrcpp_bgm
kmrgt_rcb ncmnjc dpmk msrqgbc rfc bgq_qrcp+
fgr _pc_ ufm jgqrclcb rm rfc bgq_qrcp p_bgm
`pm_ba_qrqrmn_prgagn_rcglqsnnmpr_argtgrgcqgl
rfcbgq_qrcp+fgr_pc_,
ýMl rfc mrfcp f_lb* _q rgkc n_qqcq* rfc
bgddcpclac gl glrcpcqr _lb amlacpl `cruccl
ncmnjc ugrfgl _lb msrqgbc rfc bgq_qrcp+fgr ugjj
ugbcl, Ctcl rfmsef rfc bgq_qrcp+fgr _pc_ qrgjj
lccbqqsnnmprdpmkrfcmsrqgbc*_qk_qqkcbg_
amtcp_ec bcapc_qcq jgrrjc `w jgrrjc* ncmnjcģq
glrcpcqrep_bs_jjwuc_iclq,Bgq_qrcpp_bgmrf_r
`camkcq rfc pcamtcpw p_bgm* rfcl ctclrs_jjw
rfcamkkslgrwp_bgm*ugjjiccnncmnjcufmemr
_aos_glrcbrfpmsefrfcbgq_qrcpamllcarcb,

レッスン６：放送以外の活動
災害ラジオ局は、被災当初の給水・炊き出し等

の社会的な課題解決などに取り組んでいる住民達

の救援情報から地域の復興情報や住民を元気づけ

の活動の質を高めたり、活動を広げたりするため

る情報へとシフトしながら、被災地の復旧・復興

のいわば道具と言えよう。被災地で救援活動に取

を支える放送を続けている。しかし、スタジオか

り組んでいるグループが災害ラジオ局を立ち上げ

ら放送を続けているだけでは、被災者に寄り添う

るケースが多いのも、そうした理由からである。

放送局とは言えない。災害ラジオ局は放送以外に
も多様な役割を果たすことができる。

また災害ラジオ局は、放送エリアを越えて被災
地の内部と外部の人々を繋ぐ役割も果たす。今で

南アフリカのコミュニティラジオの父と呼ばれ

はインターネット環境があれば、それを通して被

ているゼン・イブラハムさん（Mr.Zane Ibrahim）

災地外の人々が災害ラジオの番組を聴くことがで

（ブッシュ・ラジオ =Bush Radio 創設者）は「コミュ

き、マスメディアではなかなか伝わってこない被

ニティラジオとはコミュニティ 90％、ラジオ 10%

災地のきめ細かな情報や被災者の生の声を知るこ

で成り立つもの」と述べているように、コミュニ

とができる。これは twitter などのソーシャルメディ

ティラジオとはラジオを活用したコミュニティづ

アから得られる情報よりも信頼おけるものである。

くりであり、災害ラジオはラジオを活用した救援

被災地の外で聴いた人が被災地支援活動に参加し

活動、復旧・復興活動である。

たり、活動を新たに始めるきっかけが災害ラジオ

過去の多くの災害では、以前はなかなか繋がり

となることは少なくない。

を持っていなかった人々が災害ラジオ局の活動に

一方、時間の経過とともに被災地の内と外の温

参加することで横のつながりをつくり、被災者同

度差が広がっていき、まだ被災地が外からの支援

士の互助活動や復興に向けた対話集会の開催、復

が必要な時期にもかかわらず、マスメディアの報

興イベントの開催など、自立に向けた住民活動が

道が少しずつ減っていくにつれて人々の関心も薄

コミュニティの中で生まれてくるための土壌をつ

らいでいく。そのような中、やがて復興ラジオと

くった。災害ラジオは被災者のコミュニティ活動

なり、コミュニティラジオとなり得る災害ラジオ

への参加を促す機能を持っている。

は、災害を通して出会った人と人を繋ぎ続けるこ

そもそもコミュニティラジオとは、コミュニティ

とができる。

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 7: Human resources
ýUfcl _ bgq_qrcp p_bgm qr_rgml gq rm `c qcr
sn gl _l _pc_ ufcpc rfcpc gq lm amkkslgrw
p_bgm* qsnnmpr dpmk ncmnjc ugrf cvncpgclac gl
`pm_ba_qrgle_lbncmnjcufmf_tcgldmpk_rgml
amkkslga_rgmlqqigjjq_pcpcosgpcb,
ýGd amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq msrqgbc rfc
bgq_qrcp+fgr_pc_`pgle`pm_ba_qrglecosgnkclr
&dmp pclr_j' _lb qclb qr_dd ufm a_l rp_gl jma_j
ncpqmllcjgl_qfmprncpgmb*rfcp_bgmqr_rgmlugjj
`cpc_bwdmp`pm_ba_qrglebgq_qrcpgldmpk_rgml,
ý?r rfc q_kc rgkc* rp_lqkgrrgle cosgnkclr
qsaf _q rp_lqkgrrcpq _lb _lrcll_q ksqr `c
qcr sn, Dmp rfgq* ncpqmllcj ugrf qncag_j igjjq
gl gldmpk_rgml rp_lqkgqqgml ugjj `c lccbcb,
?jrfmsef qmkc p_bgm qr_rgmlq ufgaf qsnnmpr
bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq f_tc ncpqmllcj ugrf
rfcqc qigjjq* gl H_n_l* _ amslrpw ufcpc p_bgm
u_tcjclerf amlrpmj gq tcpw qrpgar* gr gq sqs_j rm
amlrp_ar _ amkn_lw qncag_jgxcb gl rfc dgcjb rm
qcr sn rp_lqkgqqgml cosgnkclr, Gl _ qgrs_rgml
jgicrfgq*grgqtcpwbgddgasjrugrfmsrdgl_lag_j_gb
dpmkqsnnmprmpe_lgx_rgmlq,
ýUfcl bgq_qrcp p_bgm qr_rgml a_llmr pcacgtc
bgpcardgl_lag_j_gb*ammncp_rgmlugrfLEMqrf_r
sqcgldmpk_rgmlamkkslga_rgmlqrcaflgoscqrm
qsnnmpramkkslgrwp_bgmqr_rgmlq*qsaf_q@FL
?qqmag_rgml &Fc_b Mddgac* H_n_l' _lb Amk`glc
Pcqmspac Glqrgrsrc &Fc_bos_prcpq* Glbmlcqg_'*
cra, rf_r a_l p_gqc dslbq gl _bt_lac dmp rfc
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glqr_jj_rgml md rp_lqkgrrgle _lb `pm_ba_qrgle
cosgnkclr a_l `c amlqgbcpcb, ?drcp rfc Epc_r
C_qr H_n_l C_prfos_ic* rfpmsef ammncp_rgml
`cruccl LEMq _lb amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq
rmqsnnmprbgq_qrcpp_bgmqr_rgmlq*_lsk`cpmd
bgq_qrcpp_bgmqr_rgmlqucpc_`jcrmpcacgtc`mrf
f_pb_lbqmdrqsnnmprglmlcn_ai_ec,
ýUfgjcbgq_qrcpp_bgmqr_rgmlqa_l`cqcrsngl
rfgqu_w*rfcgpk_l_eckclrpcosgpcqncpqmllcj
ugrf cvncpgclac gl k_l_egle _ bgq_qrcp p_bgm,
DKWWufgafu_qqcrsn_q_bgq_qrcpp_bgmqr_rgml
_drcprfc/773Epc_rF_lqfgl+?u_hgC_prfos_ic
_lb j_rcp bctcjmncb glrm _ amkkslgrw p_bgm
qr_rgml* _lb rfc amkkslgrw p_bgm qr_rgml DK
L_e_mi_ ufgaf u_q b_k_ecb gl rfc Afscrqs
C_prfos_icglLgge_r_Npcdcarspc*pcesj_pjwtgqgr
bgq_qrcpp_bgmqr_rgmlqglrfcbgq_qrcp+fgr_pc_md
rfcEpc_rC_qrH_n_lC_prfos_ic_lbqf_pcrfc
cvncpgclacml rfc pmjcq bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq
qfmsjb nj_w gl c_af nf_qc _drcp bgq_qrcpq, Rfc
cvncpgclac md pcacgtgle qsnnmpr cl_`jgle rfck
rmamlrglscmncp_rgmlmdbgq_qrcpp_bgmq_jjmuq
rfck rm `mlb ajmqcp rm jma_j ncmnjc _lb umpi
ugrfrfck,
ýGr gq gknmpr_lr dmp bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq rm
_aasksj_rccvncpgclac_lbqf_pcgrugbcjw_lb
rmapc_rc_qrpsarspcrf_rufclbgq_qrcpqmaasp*
t_pgmsqepmsnq_lbglbgtgbs_jqugjjammncp_rcgl
rfcgp_argtgrgcq,

レッスン７：人材
コミュニティラジオ局のない地域で災害ラジオ

資金を調達して送信設備と放送機材を整備するこ

局を立ち上げるには、放送経験を有する人材と情

とも可能である。東日本大震災 (2010）では、こう

報通信技術を有する人材との支援が必要である。

した NGO と災害ラジオ支援を行っているコミュニ

被災地外のコミュニティラジオ局が放送機材を
持ち込み（貸し出し）、スタッフを派遣して被災地
でラジオ放送を担う人材のトレーニングを短期間

ティラジオ局が連携してハードとソフトを一括し
て、いくつかの災害ラジオ局の支援が行われた。
こうして災害ラジオ局は立ち上がっていくが、

に行えば、スタジオから災害情報を伝える体制は

その運営にも災害ラジオの経験を有する人材の支

整う。

援が必要である。1995 年に発生した阪神・淡路大

同時に、送信機やアンテナなどの送信設備の整

震災時に災害ラジオ局を立ち上げ、その後、コミュ

備も行わなければならない。そのためには情報通

ニティラジオ局へと発展した神戸の FM わぃわぃ

信に関する専門的な技術を有する人材が必要とな

や、新潟県中越地震で被災したコミュニティラジ

る。災害ラジオ局を支援するラジオ局がそうした

オ局「FM ながおか」は、東日本大震災の被災地の

技術を持っている場合もあるが、日本など政府に

災害ラジオ局を定期的に訪問し、災害からの時間

よる電波管理の厳しい国では、専門業者に依頼し

経過に沿ったラジオ局が果たしていく役割を現地

て送信設備を整備することが多い。その場合は、

関係者に伝えている。多くの支援によって災害ラ

助成財団などの財政支援がないと難しい。

ジオを続けることができたことを身を以て経験し

災害ラジオ局が直接的な財政支援を得られな
い 場 合 は、BHN テ レ コ ム 支 援 協 議 会（=BHN

ているからこそ、その経験を活かして、現地の人々
に寄り添い、一緒に歩んでいくことができる。

Association、本部・日本）や Combine Resource

災害ラジオの経験を蓄積し、そして広く共有し

Institution（本部・インドネシア）など情報通信技

て、災害時に様々な団体、個人が連携して活動で

術を活用してコミュニティラジオ局の支援活動を

きる体制をつくることが大切である。

行っている NGO と連携できれば、NGO が自前で

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 8: Financial resources
ýGkkcbg_rcjw_drcp_bgq_qrcp*grgqlmrc_qwdmp
amkkslgrwkck`cpqrmqcrsn_p_bgmqr_rgml,
F_pbu_pc qsaf _q rp_lqkgqqgml cosgnkclr*
qrsbgm cosgnkclr _lb fsk_l pcqmspacq ksqr
`c m`r_glcb _q osgaijw _q nmqqg`jc, Cqncag_jjw
gl _pc_q rf_r bm lmr f_tc amkkslgrw p_bgm*
qglac rfcpc gq lm mlc ufm f_q cvncpgclac gl
p_bgm `pm_ba_qrgle* msrqgbc qsnnmpr gq sqs_jjw
lcacqq_pwrmqcrsn_bgq_qrcpp_bgmqr_rgml,
ýFmuctcp* dgl_lag_j qsnnmpr gq pcosgpcb dmp
rfcqc _argtgrgcq, Dmp bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq gl
rfcn_qr*npgt_rcdmslb_rgmlq_lbglrcpl_rgml_j
qsnnmpr _eclagcq f_tc sqs_jjw cgrfcp bgpcarjw
mp glbgpcarjw dgl_lag_jjw npmtgbcb qsnnmpr
rfpmsef LEMq &cqncag_jjw LEMq qncag_jgxgle gl
qsnnmprgle gldmpk_rgml amkkslga_rgmlq' _lb
rfpmsefmrfcpp_bgmqr_rgmlq,

ýUfcl rfc Epc_r C_qr H_n_l C_prfos_ic
maasppcbglK_paf0.//*rfcH_n_lDmslb_rgml
npmtgbcb dgl_lag_j qsnnmpr md `cruccl 4 rm
6 kgjjgml wcl c_af dmp mtcp 0. bgq_qrcp p_bgm
qr_rgmlq, Rfcqc qr_rgmlq sqcb rfgq qsnnmpr dmp
`pm_ba_qrgle cosgnkclr* qr_dd rp_glgle _lb
ncpqmllcjcvnclqcq,
ý R f c p c  u c p c  _ j q m  a _ q c q  m d  e m t c p l k c l r
&aclrp_j_lbjma_j'dgl_lag_jqsnnmpr_lbnpgt_rc
amkn_lgcqģ dgl_lag_j bml_rgmlq* `sr gr gq
gknmpr_lr rm clqspc rf_r gl qsaf a_qcq* rfcpc
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ugjjlmpcqrpgargmlqmlrfc_argtgrgcqmdrfcp_bgm
qr_rgmlq,
ýGleclcp_j*ufgjcgrgqpcj_rgtcjwc_qwrmm`r_gl
dgl_lag_j _qqgqr_lac dpmk qsnnmpr dmslb_rgmlq
_lbglrcpl_rgml_j_eclagcqrmqcrsn_bgq_qrcp
p_bgmqr_rgml*_qrgkcn_qqcq_drcprfcbgq_qrcpþ

rfc _kmslr md dgl_lag_j qsnnmpr bcapc_qcq, Ml
rfc mrfcp f_lb* pcamtcpw _lb pcf_`gjgr_rgml md
bgq_qrcp+fgr _pc_q pcosgpc jmlecp rgkc gl ufgaf
bgq_qrcpp_bgmqr_rgmlqksqrnj_w_bgtcpqcpmjc
bspglerfct_pgmsqnf_qcq_drcp_bgq_qrcp,
ý?lgknmpr_lrd_armpdmpbgq_qrcpp_bgmqr_rgmlq
rmamlrglscrfcgp_argtgrgcqbspglepcamtcpwgqrm
ecrbccnjwpmmrcbglrfcamkkslgrw_lbm`r_gl
_qclqcmdmulcpqfgn`wrfcamkkslgrw,
ý@w clqspgle rf_r rfc p_bgm qr_rgml gq ajmqc
ugrf rfc amkkslgrw* gr ugjj `camkc kmpc
gltmjtcb gl amkkslgrw _argtgrgcq _lb rfgq
ugjj apc_rc _ qclqc md amkkslgrw kck`cpq
u_lrgle rm qsnnmpr bgq_qrcp p_bgm qr_rgml,
Rfgq ugjj glapc_qc rfc af_lac md amkkslgrw
p_bgmm`r_glgle_kmpcbgtcpqcglamkcrfpmsef
kck`cpqfgnqs`qapgnrgmlq*_lbbml_rgmlqdpmk
qnmlqmpqglrfcamkkslgrw*qsaf_qamkkslgrw
mpe_lgx_rgmlq* `sqglcqqcq _lb qfmnq, Gl rfgq
u_w*rfcp_bgmqr_rgmla_lrp_lqdmpkdpmk`cgle
_bgq_qrcpp_bgmqr_rgmlgl`camkgle_pcamtcpw
p_bgmqr_rgml*glapc_qglegrqqsqr_gl_`gjgrw,

レッスン８：資金
災害発生直後に、コミュニティの構成員が独力
でラジオ局を立ち上げるのは簡単なことではない。

らないよう、その取り扱いには気を使うべきであ
ろう。

送信設備、放送スタジオ、放送機材などのハード

災害ラジオ局の立ち上げには、助成財団や国際

の整備と人材の確保を素早く行わなければならな

援助機関などから支援が比較的入りやすいが、災

い。とくにコミュニティラジオ局のない地域では、

害からの時間の経過とともに財政支援の金額は

ラジオ放送の経験のある人材がいないため、外部

減っていく。一方、被災地の復旧、復興は非常に

からの支援を受けて災害ラジオが立ち上がるケー

長い年月を要し、災害のフェーズに応じて災害ラ

スがほとんどである。

ジオ局は多様な役割を担っていかねばならない。

しかし、こうした活動には財政的な裏付けが

災害ラジオ局が復旧、復興期も活動を続けていく

必要である。過去の災害ラジオの場合、民間財団

上で最も大切なことは、コミュニティに深く根を

や国際援助機関が直接、または間接的に支援に入

張り、コミュニティが所有意識を持つである。

る NGO（とくに情報通信支援を専門にしている

自分たちがコミュニティとともにあることを

NGO）やラジオ局を通して財政支援をするケース

しっかりと守ることによって、住民の活動への参

が多い。2011 年 3 月に発生した東日本大震災で日

加が増えるとともに、コミュニティの構成員が災

本財団は 20 局以上の災害ラジオ局に対して 1 局

害ラジオ局を支えていく意識が高まり、会費や寄

あたり 600 万〜 800 万円の財政支援を行った。そ

付、そしてコミュニティの中にある団体や企業、

れぞれのラジオ局は、放送機材、スタッフ研修費、

商店からのスポンサー収入など多様な財源を確保

スタッフ人件費などに充当した。

する力が上がる。災害ラジオ局というよりは、復

また、行政（中央政府、地方政府）からの財政
支援や企業からの寄付金を受けるケースもあるが、

興ラジオ局として、その持続可能性は高まってい
く。

その場合はラジオ局の活動に何らかの制約がかか

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 9: Technical resources
ýGl a_qc* amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq ecr rfcgp
`pm_ba_qrglecosgnkclrb_k_ecbmp_bgq_qrcp+
fgr _pc_ f_q lm amkkslgrw p_bgm qr_rgml* gd
rp_lqkgrrcpq* _lrcll_q* kgvcpq* kgapmnfmlcq*
amknsrcpq*ABnj_wcpq_lba_`jcqa_l`ck_bc
_t_gj_`jc* `pm_ba_qrgle a_l `cegl, Dmp rfgq
pc_qml* qnccbw npmaspckclr md `pm_ba_qrgle
cosgnkclrgq_icwd_armp,
 Npmaspgle `pm_ba_qrgle cosgnkclr a_l `c
_rr_glcbdpmk8&/'emtcplkclrpcj_rcbqsnnmpr
_eclagcq* &0' LEM &cqncag_jjw LEMq qrpmle gl
amkkslga_rgmlq rcaflmjmew'* &1' mrfcp p_bgm
qr_rgmlqmp&2'pclrcbmpnspaf_qcbdpmknpgt_rc
amkn_lgcq,
 ?q dmp &/'* rfcpc _pc _gb _eclagcq qsaf _q
SQ?GB* cra, Dmp &0'* @FL ?qqmag_rgml &H_n_l'
_lbGlrcpLcuq&SQ?'_pcpcnpcqclrglecv_knjcq
md qsaf LEMq, Gl a_qc md &2'* ufcl bgq_qrcp
fgr p_bgm qr_rgmlq lccb rm pclr mp nspaf_qc
cosgnkclr dpmk npgt_rc amkn_lgcq* rfcw
k_lw lccb dgl_lag_j qsnnmpr dpmk ep_lr &_gb'
mpe_lgx_rgmlq, Gl rfc _drcpk_rf md rfc Epc_r
C_qr H_n_l C_prfos_ic* rfc H_n_l Dmslb_rgml
npmtgbcbep_lrqdpmk4kgjjgmlwclrm6kgjjgml
wclrmmtcp0.bgq_qrcpp_bgmqr_rgmlq,
 Ufcl bgq_qrcpq maasp* qcaspgle cjcarpgagrw gq
mlc md rfc cqqclrg_j d_armpq rm amlbsar p_bgm
`pm_ba_qrgle, Ufcl _ k_hmp bgq_qrcp maaspq*
`j_aimsrq mtcp _ ugbc p_lec md _pc_ gd mdrcl
cvncpgclacb, Mlc md rfc a_sqcq rf_r fglbcp
`pm_ba_qrgle md cvgqrgle jma_j amkkslgrw
p_bgm qr_rgmlq gq rfc f_jr gl cjcarpga qsnnjw,
Amlqcosclrjw* f_tgle cjcarpgagrw eclcp_rmpq*
qsddgagclr dscj _lb amlbclqcpq gq cqqclrg_j dmp
p_bgm qr_rgmlq gl rgkcq md bgq_qrcp, Rm npcn_pc
dmp glqsddgagclr qsnnjw md dscj bspgle bgq_qrcpq*
cvgqrglep_bgmqr_rgmlq_lbcosgnkclrqsnnjgcpq
qfmsjb amlqgbcp glqr_jjgle nfmrmtmjr_ga &qmj_p
nmucp'eclcp_rgleqwqrckq,
Gl_bbgrgml*glmpbcprm_aosgpcgldmpk_rgmlrf_r
p_bgmqr_rgmlqlccbrm`pm_ba_qr*t_pgmsqdmpkq
mdgldmpk_rgml_lbamkkslga_rgmlqrcaflmjmew
qfmsjb `c sqcb, Rfc dmpkq md rcaflmjmew ugjj
bcnclb ml rfc bgq_qrcp _lb rfc qgrs_rgmlq
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clamslrcpcbqsaf_q*glrcplcr&ugpcb*ugpcjcqq*
q_rcjjgrc'* rcjcnfmlc &dgvcb* km`gjc' _k_rcsp
p_bgm* cra, Rfcqc dmpkq md amkkslga_rgml
qfmsjb `c sqcb rm apc_rc _l gldmpk_rgml
amkkslga_rgmlq lcrumpi gl mpbcp rm m`r_gl
pcosgpcbgldmpk_rgmldmp`pm_ba_qrgle,
UfclrfcUcqrQsk_rp_C_prfos_icmaasppcb
gl 0..7* _ nmpr_`jc DK p_bgm qr_rgml u_q
qcr sn gl rfc agrw mddgac md N_b_le N_jg_k_l,
Rfgq u_q _ nmpr_`jc qrsbgm amknpgqcb md rfc
kglgksk cosgnkclr pcosgpcb dmp `pm_ba_qrgle
&rp_lqkgrrcp* lm _lrcll_' ufgaf amsjb dgr glrm
_ qsgra_qc, ?lb gl 0./.* _ tcfgajc cosgnncb
ugrf `pm_ba_qrgle qrsbgm _lb q_rcjjgrc glrcplcr
lc r u m pi qw q r c k  u _ q  k _ b c  g l  H _ n _ l  _ l b
Glbmlcqg_,Fmuctcp*qsafbgq_qrcpp_bgmtcfgajc
sldmprsl_rcjwu_qlmrnsrglrmsqcgkkcbg_rcjw
_drcprfc0.//Epc_rC_qrH_n_lC_prfos_ic,
 Ml rfc mrfcp f_lb* gd ncmnjc bm lmr f_tc _
p_bgm &pcacgtcp'* rfcw a_llmr jgqrcl rm p_bgm
`pm_ba_qrq,GlrfcEpc_rC_qrH_n_lC_prfos_ic
_lbrqsl_kgk_lwfmsqcq_lba_pqucpcu_qfcb
_u_w apc_rgle _ qcpgmsq qfmpr_ec md p_bgmq
&pcacgtcpq',Glrfcn_qr*p_bgmqucpcqsnnjgcb`w
&/' emtcplkclr pcj_rcb qsnnmpr _eclagcq* &0'
LEM&cqncag_jjwLEMqqrpmleglamkkslga_rgmlq
rcaflmjmew'* &1' mrfcp p_bgm qr_rgmlq* &2'
bml_rgmlq dpmk p_bgm k_lsd_arspcpq _lb &3'
bml_rgmlqdpmkglbgtgbs_jq,
 ?jrfmsef rfcpc _pc bgddcpclr iglbq md p_bgmq
qsaf_qglqr_jjcb_lbnmpr_`jcp_bgmq*rfciglbmd
p_bgmlccbcb`wtgargkqmd_bgq_qrcpugjjt_pw,
Dmpcv_knjc*_lglqr_jjcbp_bgma_l`csqcbgl_
bgq_qrcp qfcjrcp ufcpc k_lw ncmnjc a_l qf_pc
gldmpk_rgml rmecrfcp, Nmpr_`jc p_bgmq a_l `c
sqcbugrffc_bnfmlcqj_rc_rlgefrglmpbcprm
amkdmpr ncmnjc ufm a_llmr qjccn `ca_sqc md
_lvgcrwugrfmsrbgqrsp`glemrfcpncmnjc,P_bgmq
rf_r a_l `c af_pecb `w f_lb+uglbgle mp sqgle
nfmrmtmjr_ga &qmj_p' n_lcjq _lb bm lmr pcosgpc
`_rrcpgcq_pccqncag_jjwsqcdsjgkkcbg_rcjw_drcp
_bgq_qrcp,

レッスン９：技術
コミュニティラジオ局の放送機材が災害で損害
を受けた場合やコミュニティラジオ局のない地域
で災害が発生した場合、送信機、アンテナ、ミキ

時々に活用できる情報通信網を活用して、必要な
情報を得て、放送する。
2009 年のインドネシア・西スマトラ地震の際に、

サー、マイクロフォン、パソコン、CD プレーヤー、

携帯型 FM ラジオ局がパダン・パリアマン（Padang

ケーブルなどを速やかに確保できれば、技術的に

Paliaman）市役所に設置されたことがある。これ

は放送を開始することができる。そのために、い

は、スーツケースの中に必要最小限の放送機材（送

かに速やかに放送機材を調達するかが鍵となる。

信機、アンテナを除く）が納められている携帯型

放送機材の調達は、（１）政府系援助機関から提
供される、
（２）NGO（とくに情報通信技術に強い
NGO）から提供される、
（３）他のラジオ局から提
供される、（４）民間業者からレンタルまたは購入
する―のケースが上げられる。
（１）の機関は、USAID など国際協力機関、
（２）
の NGO は、BHN テ レ コ ム 支 援 協 議 会（=BHN
Association、日本）
、InterNews（米国）などが代
表的な例である。（４）の災害ラジオ局が民間業者
から放送機材をレンタルまたは購入する場合、多
くは助成財団などによる資金面での支援が必要と
なる。東日本大震災では、日本財団が 600 万円か
ら 800 万円の資金援助を 20 局以上の災害ラジオ
局に対し行った。
電源確保は災害時にラジオ放送を行う際に何よ
りも優先されるべきことの一つである。大きな災
害が発生すると、地域全体が停電することが少な
くない。既存のコミュニティラジオ局が災害時に
放送が止まってしまう大きな原因の一つが、電源
供給の停止である。従って、発電機と十分な燃料、
蓄電器といった非常用電源の確保は、災害ラジオ
局には不可欠である。燃料供給が足りない場合に
備えて、既存のコミュニティラジオ局や、災害時
に機材を提供する機関は太陽光発電システムの導

放送スタジオである。さらに、2010 年に放送スタ
ジオと送信システム、衛星インターネット網を完
備した災害ラジオ車両が日本とインドネシアで整
備された。しかし、残念ながら 2011 年の東日本大
震災時には災害直後に災害ラジオ車両が活用され
ることはなかった。
一方、人々はラジオ受信機なくしてラジオを聴
くことはできない。東日本大震災では、津波で家
屋や車が流され、被災地におけるラジオ受信機の
不足が大きな問題になった。過去の災害でラジオ
受信機は、（１）政府系援助機関から提供される、
（２）NGO（とくに情報通信技術に強い NGO）か
ら提供される、
（３）他のラジオ局から提供される、
（４）ラジオ製造メーカーからの寄付、
（５）個人
からの寄付のケースがある。
ラジオ受信機は、据え置き型や携帯型など複数
の種類があるが、被災者のニーズに応じて求めら
れるラジオ受信機も異なる。例えば、据え置き型
は避難所などで大勢で情報を共有することができ
る。携帯型は、避難所で深夜、不安で眠れないと
きなど、他の人の邪魔をせずにイヤホンでラジオ
を聴くことができる。手回し充電やソーラー充電
ができる電源や電池不要のタイプは、とくに災害
直後に有用である。

入も検討すべきことである。
またラジオ局が放送すべき情報を収集するため
に、多様な情報通信技術が活用される。インター
ネット（有線、無線、衛星）
、電話（固定、携帯）、
アマチュア無線など、災害の被害に応じて、その

災害コミュニティラジオの役割
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Lesson 10:
Governance / Ownership
Management
ýUfm qfmsjb mul _lb k_l_ec rfc bgq_qrcp
p_bgmqr_rgml=Gkkcbg_rcjw_drcpbgq_qrcpq*rfcpc
gq lccb rm npmtgbc _aasp_rc gldmpk_rgml ufgaf
_ddcarcbamkkslgrgcqlccb*qsaf_qmlbgq_qrcp
b_k_ec*_t_gj_`gjgrwmdckcpeclawkcbga_j_lb
dgpqr+_gb* bgpcargmlq rm ct_as_rgml qfcjrcpq*
qr_rsq_lbq_dcrwmdncmnjc_lbrfcgpamlr_arq
_lb qr_rsq md ctcpwb_w jgtgle gldp_qrpsarspc*
qsaf_qcjcarpgagrwnmucpqsnnjw_lbrcjcnfmlc
q c p t g a c q ,  F c l a c *  a j m q c  g l t m j t c k c l r  m d
emtcplkclr bgq_qrcp npctclrgml _eclagcq ugrf
bgq_qrcp p_bgm gq cqqclrg_j, Gl H_n_l* ufcpc
rfcpc _pc lm amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq* `sr
rfcbgq_qrcpp_bgmqr_rgmllccbqrm`cqcrsngl
cvrp_mpbgl_pw agpaskqr_lacq* rfc fc_b md rfc
jma_j_srfmpgrwa_lgqqsc_`pm_ba_qrglencpkgr,
Rfcpc_pca_qcqufcpcjma_j_srfmpgrgcq_ars_jjw
k_l_ec rfc qr_rgml _lb a_qcq ufcpc jma_j
_srfmpgrgcqclrpsqrk_l_eckclrrmjma_jLEMq
mpnpgt_rcepmsnq,
ýRfcpc_pc_jqma_qcqugrfcvgqrgleamkkslgrw
p_bgm qr_rgmlq f_tgle _ amlrp_ar ugrf rfc jma_j
_srfmpgrgcq ufcpc`w ufcl _ bgq_qrcp maaspq*
rfc jma_j _srfmpgrw ugjj `c _`jc rm bgpcarjw
sqc rfc amkkslgrw p_bgm qr_rgml dmp bgq_qrcp
`pm_ba_qrgle,
ýFmuctcp* rfcpc gq _ bgqrglargml `cruccl
amkkslgrw p_bgm qr_rgml _lb ns`jga p_bgm
qr_rgml* _lb ctcl slbcp bgq_qrcp qgrs_rgml*
gr gq lmr emmb dmp amkkslgrw p_bgm qr_rgml
rm `c slbcp rfc qsncptgqgml mp amlrpmj md
jma_j _srfmpgrgcq, ?q qr_rcb gl rfcĤ Rpsqrĥ

qcargml* rfc cv_knjc md rmul mddgac qr_dd
k_igle k_hmp cbgrgle af_lecq &k_hmp asrq'
gl gldmpk_rgml pce_pbgle bc`_rcq md rfc rmul
amslagj ml qsnnmpr _lb pcamtcpw nj_lq _q lmr
rm a_sqc _ qnsp _kmle amkkslgrgcq qfmuq
rfc jgkgr_rgmlq md jma_j emtcplkclr mddgac rm
mul _lb psl _ p_bgm qr_rgml, ?lmrfcp cv_knjc
a_l `c qccl ugrf rfc lsajc_p nmucp nj_lr
_aagbclr gl Dsisqfgk_ Npcdcarspc* ufcpc rfc
emtcplkclr* bgq_qrcp npctclrgml _eclagcq
_lb rfc cjcarpga amkn_lw glrclrgml_jjw bgb lmr
npmtgbcgldmpk_rgmlrmrfcamkkslgrgcq*_lb_q
_pcqsjr*rfcwucpcamlr_kgl_rcb`wp_bg_rgml,
?jrfmsef ammncp_rgml ugrf jma_j _srfmpgrgcq
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rf_r _pc pcqnmlqg`jc dmp bgq_qrcp k_l_eckclr
gq lcacqq_pw* ufcl bgq_qrcpq maasp* bgq_qrcp
p_bgmqr_rgmlqfmsjblmr`cmulcb`wrfcjma_j
_srfmpgrw,
ýGl ckcpeclaw qgrs_rgmlq* rfc bgq_qrcp p_bgm
qr_rgml qfmsjb `c mulcb _lb k_l_ecb `w
_ amkkgrrcc k_bc sn md t_pgmsq glrcpcqr
epmsnq &qr_icfmjbcpq' glajsbgle _eclagcq gl
af_pec md bgq_qrcp k_l_eckclr* qsaf _q jma_j
_srfmpgrgcq _lb bgq_qrcp npctclrgml _eclagcq,
Gl qsaf _ a_qc* gl _bbgrgml rm tmgac dpmk _bsjr
kcl* amlqgbcp_rgml qfmsjb _jqm `c egtcl rm
rfc tmgacq md mrfcpq gppcqncargtc md eclbcp mp
eclcp_rgml,Rfctmgacmdkglmpgrgcqqfmsjb_jqm
`c pcnpcqclrcb, ?drcp rfc Epc_r C_qr H_n_l
C_prfos_ic*rfcpcu_q_a_qcufcpc_bgq_qrcp
p_bgm qr_rgml asr `pm_ba_qrq dmp dmpcgelcpq mp
gkkgep_lrq d_agle j_les_ec `_ppgcpq `ca_sqc
lsk`cpmdqsafbgq_qrcptgargkqu_qqk_jj,Rfc
pc_qml dmp rfgq k_w `c `ca_sqc rfc mulcpqfgn
_lb k_l_eckclr md rfc p_bgm qr_rgml u_q
amknmqcbmdrfck_hmpgrw&H_n_lcqck_jcq',
ý?q rgkc n_qqcq _drcp rfc bgq_qrcp* rfc pmjc
md rfc bgq_qrcp p_bgm af_lecq jgrrjc `w jgrrjc,
Bspglepcamtcpw_lbpcf_`gjgr_rgml*rfcbgq_qrcp
p_bgm gq cvncarcb rm qnc_i msr rfc tmgac md
rfct_pgmsqncmnjcglrfcamkkslgrwpce_pbgle
pcamtcpw_lbpcf_`gjgr_rgmlnmjgaw,Bgq_qrcpp_bgm
_jqm f_q rfc gknmpr_lr pmjc md kmlgrmpgle rfc
gknjckclr_rgmlmdnpmkgqcbnmjgagcqglpcamtcpw
_lb pcf_`gjgr_rgml, Rm r_ic rfgq pmjc* gr gq
lcacqq_pwrmpcbsacrfcpmjcmdjma_j_srfmpgrgcq
_lb glapc_qc rfc pcqnmlqg`gjgrgcq md bgq_qrcp
tgargkqdmp`mrfmulcpqfgn_lbk_l_eckclr,
ý ?  b g q _ q r c p  p _ b g m  q r _ r g m l  q f m s j b  ` c  _
`pm_ba_qrgle qr_rgml md bgq_qrcp tgargkq* `w
bgq_qrcptgargkq_lbdmpbgq_qrcptgargkq,

レッスン 10：所有・運営
災害ラジオ局の所有、運営は誰が担うべきなの

め、住民の無用の被爆を招くことになった。災害

であろうか。災害発生直後は、正確な被害情報、

時には危機管理に対応する行政との連携は不可欠

救命救急情報、避難誘導情報、安否・連絡先、電

だが、災害ラジオは行政ラジオではない。

気・電話などのライフライン生活情報を住民に伝

緊急時において、災害ラジオ局は危機管理に対

える必要があるため、行政などの防災機関が災害

応する行政や防災機関を含めた多様な利害関係者

ラジオ局に深く関わりを持つことは不可欠である。

（ステークホルダー）によって構成されるグループ

日本の場合は、コミュニティラジオ局のない地域

（運営委員会等）によって所有、運営されるべきで

に臨時に立ち上がる災害ラジオ局の放送免許は被

あろう。その場合、立場の強い声の大きな男性ば

災地の地方自治体の首長に与えられることになっ

かりではなく、ジェンダーや世代などに配慮して、

ている。地方自治体が主体的に運営を担う場合と、

マイノリティの声が反映されるよう心がける必要

実際の運営は地方自治体が地元の NGO など民間団

がある。東日本大震災では、被災者数が少ないと

体に委託するケースがある。

いう理由で、言葉の壁に直面している移民向けの

既存のコミュニティラジオ局も災害時に備えて、

放送が、災害ラジオ局でカットされたケースがあ

地元も自治体がコミュニティラジオ局の電波を活

り、所有、運営サイドがマジョリティ（日本人の

用して直接、災害放送ができるよう、契約を取り

男性）で固められていたことが大きな原因と言え

交わしているケースもある。

よう。

ただ、一般的にコミュニティラジオ局は公共ラ

災害発生から時間の経過とともに、災害ラジオ

ジオとは区別されており、災害時といえども、行

局が果たす役割は少しずつ変わっていく。復旧、

政の支配下におかれるべきものではないだろう。

復興期においては、多様な住民の声を取り上げ、

「信頼」の項にも記されているように、町議会で

復旧、復興に関する施策に反映させていく役割が

支援策や復興策が議論されている内容を町役場の

求められる。さらにそうした施策が復旧、復興が

職員が住民を刺激しないように内容を大幅に編集

約束どおり実行されているかのモニタリングも大

（カット）して放送をした事例は、役所だけで災害

切な役割である。そうした役割を担うためには、

ラジオ局を所有、運営していくことの限界を示し

行政の関わりを減らしていき、被災者の所有、運

ている。また、福島県の原子力発電所の事故によ

営を高めていくべきであろう。

る放射線被害に関しても、政府や防災機関、電力
会社は住民への情報開示を意識的にしなかったた

災害ラジオ局は、被災者の被災者による被災者の
ための放送局である。
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Column 1: Radio FMYY

(Great Hanshin-Awaji Earthquake)

ýGl H_ls_pw /773* gl rfc gkkcbg_rc _drcpk_rf md rfc Epc_r F_lqfgl+ ?u_hg c_prfos_ic* qmkc
H_n_lcqcImpc_lqufmpckck`cpcbrfck_qqigjjgleqmdImpc_lq_q_pcqsjrmdpskmpqbspglerfc
Epc_rI_lrmC_prfos_icgl/.01ucpcdc_pdsjmd_lwqsafglagbclrq`cglepcnc_rcb*_lbrp_lqnmprcb
p_bgm cosgnkclr `w kmrmp`gicq rm Impc_l Pcqgbclrq Slgml gl H_n_l Lgqfg+Im`c `p_laf* `_qcb gl
L_e_r_U_pb,?p_bgmnpmep_ku_qqr_prcbglImpc_l_lbH_n_lcqca_jjcbDKWm`mqcwm,?pmslbrfc
q_kcrgkc*pc_jgxglerfcjgkgr_rgmlqmdbgqrpg`srglegldmpk_rgmlglnpglr*DKWskclu_qcqr_`jgqfcb
_rrfcR_i_rmpgPcjgcdAclrcp*`pm_ba_qrglenpgk_pgjwglTgcrl_kcqc*Clejgqf*R_e_jme*Qn_lgqf_lb
H_n_lcqc,Rfcnspnmqcmdrfcp_bgmnpmep_kqu_qlmrmljwrmbgqqckgl_rcgldmpk_rgml*`srrmecrfcp
ugrfrfcpcqnmlqcrc_kq*rmr_icmlrfcaf_jjclecqnpcqclrcb,Rfcqcptgacq*mdnpmtgbglegldmpk_rgml
rmrfmqcugrf_jgkgrcbslbcpqr_lbglemdH_n_lcqc_lb_jqmnpmtgbgleamlqsjr_rgml*ucpc`cesl`w
k_lwtmjslrccpqufmf_bb_gjwamlr_arugrfdmpcgelcpq_qucjj_qdmpcgel+`mpltmjslrccpqufmf_b
`ccljgtgleglH_n_ldmpeclcp_rgmlq_lbufmf_b`cclqrpseejglelmrhsqrugrfrfcj_les_ecgqqsc
`sr_jqmdgefrgle_e_glqrnpchsbgacq,
ý?qrfcqc_argtgrgcqucpclccbcblmrmljwbspglerfcckcpeclawqgrs_rgml*`sr_jqmml_b_gjw`_qgq*
npmtgbgle gldmpk_rgml _lb amlqsjr_rgml qcptgacq `ca_kc dgvcb qcptgacq, Rfmqc gltmjtcb gl rfcqc
_argtgrgcq pc_jgxcb rf_r cqr_`jgqfgle rfc gldmpk_rgml bgqqckgl_rgml qwqrck gl grqcjd gq lmr _ mlc+
u_wamkkslga_rgmldpmkrfcnpmtgbcprmrfcpcacgtcpmdrfcgldmpk_rgml`sru_q_`msrpcrfgligle
amkkslga_rgmldmpksrs_jslbcpqr_lbgle`crucclrfcdmpcgelcpq_lbH_n_lcqc,Rfgqgqbscrmrfc
d_ar rf_r mnnmprslgrgcq dmp gldmpk_rgml _lb rfc npmtgqgml md gldmpk_rgml amkc dpmk `mrf qgbcq,
Rfcqc _argtgrgcq* ufgaf mpgegl_jjw qr_prcb msr _q _qqgqr_lac* ucpc `clcdgag_j rm `mrf n_prgcq, B_gjw
amkkslga_rgmllsprspcb_pcj_rgmlqfgnufcpc`mrfqgbcqucpcamkdmpr_`jcugrffcjnglec_afmrfcp,
Rfgqpcj_rgmlqfgn`camkcqt_js_`jcglrgkcqmdckcpeclaw,Rfgqgqfmurfcamkkslga_rgml`cruccl
rfc H_n_lcqc ncmnjc _lb rfmqc ugrf bgddcpclr j_les_ecq* l_rgml_jgrgcq* _lb crflga _lb asjrsp_j
`_aiepmslbqctmjtcb,
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コラム 1: FM わぃわぃ（阪神淡路大震災）
ýҸଊ৫ࢶݰۦǻɇɞǸȕȘ੫ॕࢷ৫ุԒܘǻܽȟঁӭǤଭǻǠǵḫ̌ǥǬ৫۹ǻ۳ҺࢷڧǙþࢪإ
݆ૢքǸǏȘҺڧൡਦआࢪإಊǸঝӟ۴ȟɐȤȯǴݯǮڴȌþҺڧĂ੫ॕلǵമلǻɩȸȪঝĲDK
ɨɜȻɨĳǙ݁ȋǰǬÿǪșȟӟǸþݘஸǻؚШȏǏǰǬǠǵǘȖþəɈɊɠلȟੈ࢞ǵǤǬΗلþȿȬ
ɭȰلþȹɚȤɳلþമلǻɩȸȪঝĲDK ɦĘɡɳĳȏ৯ԝέӐǴ݁ȋǰǬÿঝǼþࡼ೧ળԽ
ǭǞǙඌૈǷǻǴǼǷǜþળԽǤǬǪǻरǸǏȘέࣱǵବǤǳඔ৮ЖעǦȘǠǵǙඌૈǴǏǰǬÿǠ
ǻȕǓǸࢶݰۦǻþമلǻซЖǙ౪߫ಠǷߩൡȅǻৃلؘǸȕȘࡼ೧ળԽȑঐਮٕǻѪବǼþࡻૈǸ
вࢷڧǵҸȜȗǻǏȘߩൡȑþϣ࣬৩ȏॖǘȖമǸߩȌǷǙȖȏؘǻඔ৮ǭǞǴǼǷǜࣱȑೄǸ
ȕǰǳ౪̪ȟȏǰǳǑǬвڧǸɫĘɄȟȏǱߩൡǻବǚǸȕǰǳþৃǜǻɜɩɳɆȣȢǙҸȜǰǳ݁ȋǰǬÿ
ýǠǻѪବǼշԜݰǭǞǴǼǷǜࡻૈǸȏూǷȏǻǴǏǰǬǠǵǘȖþȑǙǳ٧ࡻૈǷࡼ೧ળԽȑঐਮ
ӟҸǵǷǰǳપੇǤǳǑǰǬÿȋǬþѪବǸҸȜǰǬࢷਅǼþࡼ೧ળԽȑǪǻǬȎǻǤǜȌ܂ȗǪǻȏǻǙþ
ળԽǦȘপǘȖ߅ǞȘপȅǵǑǓ͔ೱઌڊǻֻǴǼǷǜþঐطซЖǻǬȎǻвࢷڧǵമࢷǻॶೱٖǻֻ
ǻȳɟɥɋȱĘȷɧɳȟڃǕȘǠǵǭǵǑǓǠǵǸӢǲǑǳǑǜÿǷǩǷȖþࡼ೧ȏࡼ೧ળԽǻϨࣵȏॶ
ೱǸǏȗþ
ĲέĳǵǤǳǼǥȎǬѪବǻ߅ΝǼॶೱǸȏǬȖǢșǬǘȖǴǏȘÿࡻૈǷȳɟɥɋȱĘȷɧ
ɳǸȕǰǳþࠣǞڝǕȘҸֲǙऀȋșþշԜݰǸȏѪǘǢșȘǻǴǏȘÿǠǓǤǳৃෛǷلؘþڧचþൡশ
ȑಬϡலׄȟȏǱߩൡǬǮǵǻȳɟɥɋȱĘȷɧɳǙࢴȠǴǑǰǬÿ
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Column 2: AARnet

(Indian Ocean Tsunami)

ýBsc rm rfc rqsl_kg ufgaf maasppcb ml 02 Bcack`cp 0..2* k_qq kcbg_ gldp_qrpsarspcq ucpc
rmr_jjwbcqrpmwcbgl?acf,Kmpcrf_lf_jdmd1.p_bgmqr_rgmlqglajsbglerfcqr_rcmulcbp_bgmucpc
lmr_`jcrm`pm_ba_qr_lwrfgle&SLCQAM1/H_ls_pw0..39Glbmlcqg_Rqsl_kgPcjgcdNmpr_j',Rfgq
qgrs_rgmlgqmj_rcbrfc?acflcqcncmnjcugrfmsrnmqqg`gjgrgcqrmpcacgtcbgq_qrcpgldmpk_rgml_lbrm
amkkslga_rcugrfmlc_lmrfcp_lbugrfncmnjcglmrfcppcegmlq,
ýMlckmlrf_drcprfcrqsl_kg*?afcCkcpeclawp_bgmlcrumpiufgafamlqgqrcbmddgtcckcpeclaw
p_bgmqr_rgmlqu_qcqr_`jgqfcbrmpcqmjtcrfcgldmpk_rgmlt_assk`wjma_jLEM*_lbjma_jpcqgbclrq
emr gltmjtcb gl rfc _argtgrw rm bgqqckgl_rc gknmpr_lr gldmpk_rgml rm k_ic rfc _ddcarcb ncmnjc
qsptgtcrfcbgq_qrcp,
ýGlrfckgbbjcmdwc_p0..3*rfcnpmacqqmdpcf_`gjgr_rgml_lbpcamlqrpsargmlmd?acf`ce_l,Rm
amlrglsc rfc glgrg_rgtc rf_r f_b `ccl bctcjmncb gl rfc dgtc p_bgm qr_rgmlq _lb rm qsqr_gl ncmnjc
n_prgagn_rgml gl rfc npmacqq* kmpc rf_l 2. lcu amkkslgrw p_bgm qr_rgmlq ucpc cqr_`jgqfcb _lb
bctcjmncb_jmlerfcucqr_lbc_qram_qrqrf_rf_b`cclqrpsai`wrfcrqsl_kg,Rfccqr_`jgqfkclr
rmmidmp_pmslb/6kmlrfq',
ýRfgqnpmhcaru_qilmul_q?acf_lbLg_qPcamlqrpsargmlP_bgmLcrumpi&??Plcr',Gru_q_gkcb
_r npmkmrgle rum+u_wq amkkslga_rgml `cruccl ncmnjc md bgq_qrcp tgargkq _lb _gb npmtgbcpq
qsaf_qLEMq*emtcplkclrqmpbmlmpq,Rfgqamkkslga_rgmlqwqrckf_b_jqm`cclamk`glcbugrf
rfc mncp_rgml md uc`qgrc _lb QKQ E_rcu_w rm k_ic c_qw gl amjjcargle gldmpk_rgml _lb pcqsjrq md
amkkslgrwkmlgrmpglemlrfcpcamlqrpsargmlmdrfcgppcegmlq,Rfck_glm`hcargtcmdrfgqnpmhcaru_q
rmk_icqspcrf_rrfcnpmep_k_lbrfcpcqsjrqmdpcf_`gjgr_rgml_lbpcamlqrpsargml`cgleamlbsarcb
gl?acf_lbLg_qamsjbf_tcos_jgrw_qcvncarcb`wrfcncmnjc,??Plcrnpmhcaru_qdslbcb`wHQBD
&H_n_lQmag_jBctcjmnkclrDslb',
ýBscrmjmlercpkamldjgarq`crucclEcp_i_l?acfKcpbci_ufgafbck_lbcbglbcnclbclacdpmk
Glbmlcqg_Emtcplkclr_lbrfcemtcplkclr*amkkslgrgcqgl?afcucpcbgtgbcb,C_afamkkslgrwģq
ncmnjcucpc_rdcsb*_lbbgblmramkkslga_rcugrfc_afmrfcp,Grm`qrpsarcbrfc_argtgrgcqdmprfc
pcf_`gjgr_rgml_lbpcamlqrpsargml,Rfck_glm`hcargtcmd?CPlc_lb?PPLcrgqnpmkmrglerfcbg_jme
_kmlerfcbgddcpclrncmnjcgl?acf,
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コラム 2: ARRnet（インド洋津波）
ý0..2 உ /0  ר02 Ǹ௧ऀǤǬȹɞɈɩଅϑࢶǵઅǸȕǰǳȤɳɉɍȷȢǻȢɁȧିೀߑǻɡɇȣ
ȢȤɳɕɩǼЙǢșÿڧΊȤɳɉɍȷȢɩȸȪȟǼǥȎൡҶɩȸȪեǼঝ౪ǸҹǰǬÿઅǘȖ͔ɶ
רҶþధޤۦǼۦдҸǻࡼ೧ȟ؍ǻɡɇȣȢǘȖ଼ȖșǷǑࡼ೧ǻ֑ଲϡǙষǑǬÿ
ýǪǤǳઅǘȖ͔ɶؽרþࡼ೧֑ଲϡȟശȎȘǬȎǸþGAR έȟඌૈǸǤǬȤɳɉɍȷȢǻ LEM Ǹȕǰ
ǳضǱǻշԜɩȸȪեǘȖࣶٳǢșȘĲȢɁȧշԜɩȸȪɍɃɈɯĘȯĳ&?CPlcr' ǙตǮࡱǙȗþ؍ǻ
ߩൡਅǙɜɩɳɆȣȢǵǤǳǪǻѪବǸܤϧǤþధޤۦǸۦдȟऀǚ௬ǜǬȎǻ৫ढǷࡼ೧ȟળԽǤǬÿ
ȢɁȧǻಒԪĂಒՙǻɗɭȻȹǼþઅǘȖ௶உǙǰǬ 0..3 உǻ௶ǽǘȖ݁ȋǰǬÿઅǘȖ௶உǻ
ҶǸตǮࡱǙǰǬƕեǻȳɟɥɋɆȣɩȸȪեǴ͑ȋșǬߩൡǻݻ௧ࣵȟষǤþಒԪĂಒՙǻɗɭȻȹȅ
ǻߩൡǻܤϧȟǕǳǑǜǬȎǸþࢡǬǸ 2. ե̲ࡱǻȳɟɥɋɆȣɩȸȪեǙઅǻధдȟ߅ǞǬήҿಊ
ǸตǮࡱǟȖșǳǑǰǬÿ2. եǻตǮࡱǟǸǼ͔உ௶ȟǤǬÿ
ýǠǻɗɭȸȧȯɈǼþȢɁȧěɋȢȹಒՙɩȸȪɍɃɈɯĘȯ &??Plcr' ǵǤǳਰȖșǳǑȘÿ??Plcr
Ǽۦдǻధޤۦǵ LEM ȑࣷþɉɊĘǵǑǰǬέޤǵǻॶೱٖǻȳɟɥɋȱĘȷɧɳȟǦǠǵȟඌૈ
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Uc` ȵȤɈǵȷɧĘɈɡɃȻĘȸȟ८ȌڝȜǨǬȳɟɥɋȱĘȷɧɳĂȷȹɆɠǴǏǰǬÿ
ýȢɁȧǴǼઅధдǻؽǸþȤɳɉɍȷȢڧǻȌǷȖǧ࣬ШੈǘȖঐଔࣞǻέਦǙѪବȟЭǤǬ
ǙþǪǻȈǵȠǶǙధޤۦǵǻȳɟɥɋȱĘȷɧɳ౪Ǚ؎͠ǴþధޤۦǻɋĘȺǸɞɃɁǤǬȏǻǸǷǰ
ǳǑǷǘǰǬÿǪǻȮɣɃɗȟശȎȘǬǻǙǠǓǤǬȳɟɥɋɆȣɩȸȪեǴǏǰǬÿ
ýȋǬþȢɁȧǴǼȤɳɉɍȷȢǘȖǻୄตȟԟǦȘ௷ࣷ८ǻݻශȢɁȧ΅ବĦEcp_i_l?acf
Kcpbci_ħǵȤɳɉɍȷȢࣷǻǑषǸȕǰǳȳɟɥɋɆȣǙಠǢșǳǗȗþ௷ඌǦȘȳɟɥɋɆȣ
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?CPlcǵ ?PPLcr ǻ৫ǚǷජѦǴǏǰǬÿ
ý0..6 உൈȋǴǸȢɁȧǸตǮࡱǙǰǬ 2. եǻȳɟɥɋɆȣɩȸȪեǻȈǵȠǶǼؕ۳ȏѪବȟষǞǳ
ǑȘÿ
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End Note/ おわりに
ýUfclamkkslga_rgmlgldp_qrpsarspcf_q`ccl
bcqrpmwcb gl _ bgq_qrcp _lb rfc kcbgsk dmp
amkkslga_rglegldmpk_rgmlrmbgq_qrcptgargkqgq
jmqr*amkkslgrwp_bgmqr_rgmlqnj_w_k_hmppmjc
glnpmtgbglebcr_gjcbbgq_qrcpgldmpk_rgmlufgaf
tgargkqlccb,Glqsafqgrs_rgmlq*ufclrfcpcgq_
bgq_qrcp*gldmpk_rgmlqfmsjb`cnpmtgbcbcos_jjw
gppcqncargtc md eclcp_rgml* eclbcp* crflgagrw*
l_rgml_jgrw* cra, Ugrf pce_pb rm _gb amlbsarcb
`w rfc emtcplkclr _lb LEMq* gr gq amkkslgrw
p_bgmq* lmr rfc k_qq kcbg_* ufm a_l umpi rm
clqspc rfcpc gq rum+u_w amkkslga_rgml rm
clqspcrf_r_gb_lbqsnnmpr_argtgrgcqkccrrfc
lccbqmdrfctgargkq,

28

災害で通信インフラが破壊され、被災者への情報
伝達手段が失われた場合、被災者が必要とするきめ
細かな震災関連情報を伝える手段として、コミュニ
ティラジオが大きな役割を果たす。その場合、伝え
る情報は、世代、性、民族、国籍などにかかわらず
公平に届けられなければならない。そして、行政や
NGO などによって行われている救援、支援活動が
被災者のニーズに沿ったものするための双方向のコ
ミュニケーションは、マスメディアではなくコミュ
ニティラジオだからできる仕事である。
コミュニティに深く根を張り、人とのつながりと

ýBspgle rfc pcamtcpw ncpgmb* gr gq rfc pmjc md
qncag_j bgq_qrcp p_bgm qr_rgmlq rm apc_rc bccn
pmmrq gl rfc amkkslgrw* apc_rc amllcargmlq
_lb `mlbq ugrf rfc ncmnjc _lb cl_`jc rfc
amkkslgrw rm qsqr_gl grq gbclrgrw, Gl _bbgrgml*
bspgle rfc pcamtcpw-pcf_`gjgr_rgml ncpgmb*
amkkslgrw p_bgmq a_l amlrpg`src gl clqspgle
rf_rgrgqlmrmljwrfctmgacqmdrfmqcglnmucpmp
rfck_hmpgrwrf_r_pcfc_pb*`sr_jqmrfctmgacq
md rfmqc ufm f_tc `ccl nsqfcb _qgbc _lb jcqq
tgqg`jc gl rfc amkkslgrw mp rfmqc ufm f_tc
bgddcpgle nmqgrgmlq _lb mnglgmlq* qm rf_r rfc
kglmpgrw gq lmr jcdr `cfglb gl bgq_qrcp pcamtcpw
npmacqq,

絆をつくり、コミュニティとしてのアイデンティ

ýRfc `pm_ba_qrgle jgaclqcq ucpc gqqscb
rm ckcpeclaw bgq_qrcp DK p_bgm qr_rgmlq*
c q r _ ` j g q f c b  _ d r c p  R f c  E p c _ r  C _ q r  H _ n _ l
C_prfos_ic* `w jma_j _srfmpgrgcq gl rfc bgq_qrcp
fgr _pc_, ?jrfmsef rfcqc _pc lmr emtcplkclr+
pslp_bgmqr_rgmlq_lbkmqrmdrfck_pcqr_rgmlq
rf_r amlrglsc rm f_tc amkkslgrw n_prgagn_rgml
glrfcgp`pm_ba_qrglenpmep_kqrf_rglampnmp_rc
tgargkqģnmglr md tgcu* gl pc_jgrw* gr gq bgddgasjr
dmp rfcqc qr_rgmlq rm mncljw apgrgagxc mp rpw rm
amppcar oscqrgml_`jc pcf_`gjgr_rgml-pcamtcpw
nmjgagcqrf_r_pcpcj_rcbrmqsnnmprglepcamtcpw
mdtgargkqģjgtcjgfmmb_lbpcamlqrpsargmlmdrfc
amkkslgrw, Rfcpc ucpc _jqm lsk`cpq md p_bgm
qr_rgmlqufmqcnpmep_kamlrclru_qaclqmpcb,

の放送免許は、被災地の自治体に交付されている。

ýRfcpmjcns`jga_srfmpgrgcqnj_wufclbgq_qrcpq
maasp gq qgelgdga_lr, Rfc gldmpk_rgml rf_r
_srfmpgrgcqnpmtgbcrmrfctgargkqgqcqqclrg_jdmp
rfckrmmtcpamkcrfcbgq_qrcp,Fmuctcp*mljw
p_bgmqr_rgmlmdrfctgargkq*`wrfctgargkq_lb
dmp rfc tgargkq a_l pcdjcar rfc tmgac md t_pgmsq
ncmnjc gl bgddcpclr nmqgrgmlq gl rfc amkkslgrw
bspgle rfc ckcpeclaw* pcf_`gjgr_rgml-pcamtcpw
nf_qcq_qucjj_qlmpk_jrgkcq,

ラジオではなく、被災者の被災者により被災者のた
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ティを維持していくことは、復興期において臨時災
害 FM 局が担うべき役割である。さらに復旧期、復
興期においては、コミュニティラジオがコミュニ
ティの中で端に追いやられ、立場や考えの異なる
人々の声を、とりわけ見えない存在とされている
人々の声をコミュニティに届けることで、大きな声
の意見だけを取り上げられるのではなく、マイノリ
ティが取り残されることのない災害復興に貢献する
ことができる。
東日本大震災で立ち上がった臨時災害エフエム局
行政ラジオ局というよりは、住民の参加によって被
災者の側に立った放送を続けている放送局がほとん
どだが、被災者の生活再建やコミュニティ再建に関
わる支援策や復旧・復興策をモニタリングして、明
らかに誤った施策なのであれば、それを批判したり、
正すような放送はなかなかできないのも事実であ
る。放送内容の検閲が行われたラジオ局も少ないな
がらも存在する。
災害時に行政が果たす役割は非常に大きい。行政
からの情報は被災者にとって災害を生き抜く上で不
可欠なものである。しかし、それを伝えるのは行政
めのラジオ局でなければ、緊急時、救援期、復旧・
復興期、そして日常への道のりの中で、立場を越え
て多様な住民の声が反映されない。

