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1. 研究目的
本研究では 2012 年から 2016 年の 5 年間の自然災害（落雷、雪崩、土砂災害、地滑り、崩落）に関する新
聞の報道量（報道数）と地理空間上の報道分布等を分析することで、被災情報の伝達過程で生じる情報格差
について可視化し、その格差が生じる要因について現実の被災状況と比較しながら、災害時の情報公開のあ
り方について考察することを目的とした。
災害が生じた場所に関する報道量（言及数）は、一括りに「被災地」と呼ばれる場所の中で格差が生じる
傾向にある。例えば 2011 年の東日本大震災に際しては福島・宮城・岩手の三県の特定の自治体に報道が集中
し、相対的にニュース価値の低いと判断された茨城や千葉などの自治体の災害報道は少なかった。一般に自
然災害に関するメディア報道においては、被災を象徴する場所に関する報道については繰り返し報道される
傾向にある。その一方で特徴に乏しいと判断された場所の報道については減少する傾向にある。
本研究ではこのような報道格差について、 2012 年から 2016 年の 5 年間を研究対象期間として、自然災害
（落雷、雪崩、土砂災害、地滑り、崩落）を事例として分析した。新聞の報道量（報道数、文字数）と地理空
間上の報道分布を分析することで、被災情報の伝達過程で生じる情報格差について可視化し、その格差が生
じる要因について現実の被災状況と比較しながら、災害時の情報公開のあり方について考察することを目的
とした。
2. 研究方法
本研究では第一に、文教大学湘南図書館の新聞記事データベースを利用し（文献：1）
、日本の全国紙四紙
を研究対象として、 2012 年から 2016 年の 5 年間の自然災害に関する新聞報道を研究補助員と共に調査し、
1 自然災害の種類 2 記事内の地名（都道府県、市町村、町名） 3 関係団体・人名 4 発生日時 5 文字数
6 キーワード を抽出して、自然災害に関する新聞報道のメタデータを作成した。本研究では、各災害名称が
一つ以上含まれる新聞記事を分析対象とし、メタデータを作成した。第二に、メタデータを抽出した各記事
を対象に、三階層の地名（都道府県、市町村、町名）に基づいてマッピングし、新聞報道の質と量と分布を
俯瞰的に可視化した。第一の研究プロセスは文教大学酒井信ゼミナールで行い、第二の報道分布のデジタル
アース上への可視化については中部大学高等研究所の協力を仰いだ（文献：2）。
その上で第三に、可視化した自然災害に関する新聞報道量（報道数、文字数）及び地理空間上の報道分布
を、現実の災害の被害と比較分析し、被災に関する情報伝達のプロセスについて考察した。東日本大震災後
の 5 年間を対象とすることで、震災報道の背景で埋もれている自然災害に関する報道について分析すること
を試みた。
3.結果と考察
3-1 落雷に関する報道 524 記事の分析結果について
図 1 は落雷に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布である。落雷については、関東平野、
濃尾平野、大阪平野など都市部の平野の報道数が多い傾向にあるが、発生件数で見ると、九州や北関東に多
いことが分かる。また落雷の発生件数の分布は、報道の分布と一致しないことも図 1 より明らかである。メ
ディア報道においては落雷の発生そのものが報道されるわけではなく、死亡者や重体者が出た場合や、停電
や火災などの被害が出た場合に、その被害状況に応じて報道がなされることも分かる。九州が発生件数に比
して全国紙の報道件数が少ないのは、九州の人口密度が低く、人的な被害や生活インフラに関わる被害が少
ないことと、落雷そのものが珍しくなく、ニュース価値に乏しいためと考えられる。
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図 1（左）落雷に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布
図 2（右）落雷に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果
図 2 は落雷に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果である。524 件の記事の中で 10 を
超える報道数の自然災害が 3 つであることを考えれば、落雷については相対的に小さな報道がなされるニュ
ースが多いことが分かる。落雷の報道件数で上位のもので九州の落雷に関するニュースでは、4 番目の宮﨑
と 7 番目の 2015 年の福岡の落雷、17 番目の 2016 年の沖縄の落雷のみである。前の二つの報道は空港に穴が
見つかった点と、信号機 28 基が故障という点が珍しく、17 番目の重体者が発生したニュースよりも、ニュ
ース価値を高めたと考えられる。また内容分析の結果を踏まえれば、落雷による停電はそれほど多く報道さ
れていないが、発生頻度は相応に高く、落雷による火災や空港の被害、信号機の故障も頻度は少ないがリス
クの高い事故として、情報共有される必要があると考えられる。
3-2 雪崩に関する報道 352 件の分析結果について
図 3 は雪崩に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布である。

図 3（左）雪崩に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布
図 4（右）雪崩に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果
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雪崩そのものは降雪地帯では頻繁に起きているが、人的災害や物的災害を引き起こさない限り「雪崩災害」
として報道されることは少ない。報道は積雪量の多い 12 月〜2 月に集中している。報道される場所も登山者
の多い場所やスキー場の近くなどに集中していることが分かる。雪崩については東北地方や日本海側、長野
県、北海道での報道が多い。
図 4 は雪崩に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果である。352 件の報道の中で、20
を超える報道数の自然災害が 4 つもあることを考えれば、大きな報道がなされるニュースが相応に多いこと
が分かる。しかし石川県、福井県、兵庫県、鳥取県の雪崩災害に関する報道は著しく少ない。報道数の多い
雪崩事故について分析すると、死亡者数に応じて報道数が増加することが分かり、白馬村や立山、剱岳など
著名な場所での雪崩事故は大きく報道される傾向にあることも分かる。
3-3 土砂災害に関する報道 2610 件の分析結果について
図５は土砂災害に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布である。土砂災害の発生件数は年
度によって異なるが、九州、山陰、中国地方、新潟、長野、神奈川で多い。土砂災害の発生件数は全体に他
の自然災害と比べても多いことが分かる。年度によって異なるが、九州、山陰、中国地方、新潟、長野、神
奈川で多く、報道件数も発生件数に比例して多く「土砂災害」という言葉が多く使われていることが分かる。
豪雨や地震、台風など様々な自然災害と連動して起こる自然災害である点も特徴的である。

図 5（左）土砂災害に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布
図 6（右）土砂災害に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果
図 6 は土砂災害に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果である。2012〜2016 年の自然
災害（落雷、雪崩、土砂災害、地滑り、崩落）の報道量を分析した中では、2014 年に広島豪雨によって生じ
た土砂災害に関する報道が突出して多い。理由として人的被害の大きさ（死亡者 74 人）と物的被害の大きさ
（住宅全壊 174 戸、半壊 187 戸）が挙げられる。空撮された写真や映像報道もインパクトがあるため報道数
も増えたと考えられる。次いで 2016 年の熊本地震が引き起こした土砂災害に関する報道が多いことが分か
る。この理由として人的被害の相対的多さ（死者 246 名のうち土砂災害による死者 10 名）と、地震による物
的被害の大きさ（住宅全壊 1000 棟以上、半壊 500 棟以上）が挙げられる。その他、台風や豪雨によって引き
起こされた土砂災害の報道が多く、死者数や住宅の全壊・半壊の被害だけではなく、崖崩れが起きた場所の
数も、被害を測る尺度として用いられていると考えられる。
3-4 地滑りに関する報道 114 件の分析結果について
図 7 は地滑りに関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布である。地滑りに関する報道は土砂
災害全体に占める割合は少なく、他の自然災害に関する報道と比べると、少ない。土砂災害との相関の高さ
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を考えると、発生件数のデータから考えれば、西日本の地滑りに関する報道量が少ないことが分かる。人口
に比して土砂災害の多い新潟や長野の地滑りに関する報道量が多いことが分かる。

図 7（左）地滑りに関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布
図 8（右）地滑りに関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果
「地滑り」という自然災害に科学的に厳密な定義があるわけではなく、地滑りとは斜面の土塊や岩石が下に
落ちる現象を指す。図８は地滑りに関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果である。概ね
「地滑り」の規模と、住宅地への近さと相関して報道数の多寡が決まっている。2012 年〜2016 年の日本にお
いては死亡事故の報道はなかった。海外報道では死亡事故は多く見られる。最も報道数の多い「門島地滑り」
は例外で、適切な行政対応（国土交通省、静岡県、浜松市）により、人的被害と物的被害が皆無であった点
が高く評価され、報道数が多くなったと考えられる。
「門島地滑り」は「地すべり防止区域」内での災害であ
り、住民から茶畑亀裂情報があり、センサーの設置・増設。約一カ月の観測を経て、避難勧告が 6 世帯 24 名
に発令された。この事例から、災害の未然抑止の参考例となる報道を、ニュース価値を帯びる形で行政が積
極的に発信することも重要であると考えられる。
3-5 崩落に関する報道 533 件の分析結果について
図 9 は崩落に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布である。熊本地震と博多駅前陥没事故
が数値を引き上げているが、全体に西日本の災害報道数が多いことが分かる。崩落に関する報道量は土砂災
害の発生地域と概ね相関していると考えることができる。崩落事故には自然災害だけではなく、笹子トンネ
ル天井板落下事故や博多駅前陥没など、人的災害と言えるものも含まれている。
図 10 は崩落に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果である。2016 年の熊本地震に関
する報道の中でも、土砂災害一般の報道よりも、阿蘇大橋の崩落に関する報道の方が多いことが分かる。こ
の理由として阿蘇大橋の崩落が、熊本地震の被害に関する報道を象徴する出来事であった点が挙げられる。
大きな橋が跡形もなく崩れ、国道 57 号線が寸断された写真や映像のインパクトが強いことがニュース価値を
高める要因となったと考えられる。
二番目の笹子トンネル天井板落下事故も数多く報道されている。日本の高速道路上の事故で、最大の死者
（9 名）が出た事故であり、中央道の中でも認知度の高いトンネルで起きた事故である点もニュース価値を
高めたと考えられる。博多駅前陥没事故は、死者は出ていないが博多駅近くの地下鉄工事による事故であっ
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たことから大きく報道されたことが分かる。なお地滑り、崩落、土砂災害の三つは類似した災害であるが、
各災害名称は細かく使い分けられており、その報道内容には違いが見られた。

図 9（左）崩落に関する 2012 年から 2016 年の報道の地理空間上の分布
図 10（右）崩落に関する 2012 年から 2016 年の報道のクラスター分析の結果
4. まとめ
自然災害の新聞報道について定量的な分析を施し、地理空間上の報道分布に関する分析を行うことで、報
道の地域格差と、災害情報の伝達過程における諸問題が俯瞰的に可視化された。このような報道数の定量的
な研究によって、例えば門島地滑り(静岡）のニュース価値が災害の程度に比して顕著に高く、その理由を過
去に遡って検証することで、自然災害の情報伝達の過程における問題について考えることが可能となった。
一般に大きな災害を象徴するような出来事や、多数の死者や大きな被害を伴う災害は大きく報道される傾向
にあるが（文献：3）、被害の程度を伝えることだけではなく、その後の教訓となる知見を同時に発信するこ
とが重要であると考えられる。
自然災害報道の分布が、発生した災害の分布と必ずしも相関していないことが、行政の情報公開のあり方
について考える上でも重要である。本研究の成果を踏まえれば、自然災害の報道量は、第一に人的な被害と
相関し、次いで停電や道路の通行止めなど、物的な被害の影響力の大きさや、三番目に発生場所の知名度の
高さと相関していると考えられる。最も報道量が多かった広島豪雨に関する報道は第一の例の代表であり、
死者数 0 でありながら報道量が多かった博多駅前陥没に関する報道は、三番目の典型である。
その一方で 2013
年の富山県の雪崩事故（7 名死亡）のように、一般に忘却されている自然災害もあり、仮にこの雪崩事故が大
きく報道されていれば、2017 年の栃木で発生した雪崩事故（高校生を中心に 8 名死亡）を防げた可能性もあ
る。本研究及び過去のメディア報道分析（文献：4）の成果を踏まえれば、行政の情報公開において重要なの
は民間の自然災害報道の中でどのような情報格差が生じているかを考慮した上で、被災者にとって重要な意
味を持つ「埋もれている情報」を拾い上げ、効果的に伝達することにあると考えることができる。
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