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報道と災害 ―何を伝えるのか― 

藤浦 淳 (産経新聞社文化部長) 
Media and Disaster -What is a role of the Media- 

Atsushi FUJIURA 
 

ABSTRACT 
We are living in very severe ages now caused by natural disaster. Especially after the Hanshin 

mega-earthquake, we must to be conscious of this whether we like it or not. And in this situation, media 
have many important parts whether we like it or not too. 

Before the Hanshin, almost media (newspaper, TV and so on) tended to report only the severest 
situation when happened disasters. But now, for example, the East-Japan mega-disaster in March 11, 
2011, in the face of a huge disaster, media cannot to report all of damages and severe situation of the 
victims.  

But media have a very important responsibility to report to citizen about situation of damaged area as 
well as they can. What’s happening, what are the necessary supplies, safety information, etc.  
In this paper, I want to explain about information of historical disaster, and to consider to path to 

choose of media in difficult times that we face. 
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1.はじめに 

 我々は今、自然災害によって大変困難な時代を迎えています。特に阪神大震災以降、好むと好まざるとにかかわら

ず、だれもがそれを痛感しています。そしてこの状況はまた、メディアに対しても非常に重要な課題を突きつけている

のです。 

 阪神大震災以前、ほとんどのマスコミは被害が集中した地域や建物をくり返し取り上げるという報道を行ってきまし

た。しかし、一昨年の東日本大震災でもそうであったように、昨今の災害はあまりに巨大で、メデイアでさえその全容

を報じきることができないのです。 

 それでもメディアには可能な限りたくさんの情報を市民に提供する責務を負っています。何が起こったのか、必要物

資は何か、安否情報はどうなっているか・・・。本稿では、日本人がこれまで体験してきた歴史災害を振り返りつつ、

我々が直面しているこの困難な時代を歩む道を考えたいと思います。 
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2.ふたつのこと 

 報道の役割は大きく、２つあると思います。一つは、事実をありのままに伝える、ということ。新聞やテレビ局は NHK

以外は民間業者なので、「知る権利」に応える、というよりも国民が持っている知る権利を行使する道具、と考えられま

す。一人一人が自分たちの持っている道具だ、と考えて、おかしな報道には声をあげて欲しいし、間違えていれば電

話なりメールをいただきたい、と考えています。そこに遠慮は要りません。「事実と違う」報道は絶対にいけない。今年

は iPS 細胞移植報道を巡る騒動など、メディアがその力量を問われる誤報が相次ぎました。真摯に反省しているとこ

ろです。 

 さて今ひとつは、物事の見方を伝える、論を張るということです。様々な報道機関があって、国内の論のバラエティ

が確保されているのです。政治一つとってみても、完全に中立の政治論などはあり得ませんから、結果的にメディア

は様々な見方を提供していることになるのです。それを参考に一人ひとりに考えを持ってもらいたい、そう願っている

わけです。来月（２０１２年１２月）は衆院選があります。皆さんもいろいろな新聞を読み比べてみてください。きっと選

挙に行きたくなると思います。 

3.古来の「報道」 

さてこうした報道は、民主主義の導入を果たした戦後日本が獲得した「現代的な」こと、と思われがちですが、実はそんな

ことはないのです。報道という言葉が無かっただけで、日本でも古来より同様の行為は営々として続けられていたのです。 

 ２つの浮世絵を例に説明します。濃尾地震（１８９１年、M８・０）の被災当時の様子を描写した浮世絵（Photo1）と、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo1.岐阜県愛知県大地震実況 
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安政江戸地震（１８５５年、M７・０）の際に大ナマズを

懲らしめる人々の浮世絵（Photo2）です。（いずれも東

京大学図書館の HP より転載） 

どちらも江戸から明治時代の〝報道〟です。濃

尾地震は事実を、いまの写真のように描写して被

害の大きさを伝えようとしている。江戸地震のほうは、

我々がこんな目に遭うのはお前のせいだというわ

けで、客の減った吉原の遊女までもがナマズを懲

らしめている、という図です。これは当時の「おかみ

＝幕府」に対する論、皮肉だと考えられます。被害

の大きさを伝えることで訴える。論じることで訴える。

いずれも現在のメディアが行っていることと同じな

のです。 

 さらに１０００年さかのぼりましょう。鴨長明の書い

た方丈記は 「山を崩れて川を埋ずみ～堂舎塔廟、

一つとして全たからず」と、京都を襲った１１８５年の地震（M７・４）を忠実に描写しています。 

そして日蓮上人の立正安国論は、地震（１２５７年の正嘉関東地震）をはじめとする災害の描写で始まり、時の為政

者の無為無策が社会の荒廃を産んでいると論じているのです。 

昔から天災の多い日本では、地震や風水害の度に天皇や時の幕府の徳が足りない、ということで政権を失ったり

元号をころころ変えたりしてきたのです。日本の歴史は災害の歴史でもあり、現存する文書も何らかの形で災害につ

いて描写をしているものは多いのです。 

4.記者とは 

 災害報道には、特有の困難があります。この画

像は、昨年の台風１２号による紀伊半島豪雨を報

じた産経の和歌山県版の記事です（Photo3）。集

落の道路が泥の川になっている。これは巨大な

土石流が派生して１５時間後の那智勝浦町井関

地区の様子で、我が社で一番に被災地に入った

記者の写真です。写真をよく見ると、撮影者の足

下はどうなっているのでしょうか。同じ泥流が流れ

ている、つまり記者もこの中に立っているわけで

す。これが新聞記者の使命感でしょう。彼はこの

後消防隊員の後ろをついて奥へ向かったそうで

す。 

                                    

 

Photo2.大ナマズを庶民らが退治する風刺浮世絵 

 

Photo3.平成２３年９月の台風１２号豪雨の当日の様子を伝え

る（産経新聞和歌山版） 
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４日後はいい天気でした。次の写真

は別の記者が撮影しためちゃくちゃに

なった井関地区です（Photo4）。まだ自

衛隊員や警官、消防隊員しかいません。

周りはがれきと巨大な岩石だらけ、形だ

け残った民家は無人で、普通なら不安

でとても入れないような場所です。その

中をカメラだけ持って夢中でシャッター

を切る。２枚とも事実を必死で伝えようと

している記者の姿を想像させるもので

す。         

映像は更にリアリティを持って地震の

様子を伝えます。阪神大震災の瞬間を

捉えた NHK 神戸放送局報道部の様子

のビデオは、世界中を震撼させました。

直下型地震のその瞬間を撮影した映像

など、それまではなかったからです。そ

の破壊力の凄まじさには、地震学者も目を見張ったといいます。その映像では、宿直勤務をしていた記者が揺れが

収まるやいなや電話に飛びついて取材を開始し、かかってきた後輩とおぼしき人からの電話に「早く来い！」と叫ん

でいる様子も克明に写っていました。 

どんな状況に置かれても、まずは取材をし、報道を最優先する。そうした積み重ねを持って初めて、論を展開する

ことができる。２種類の報道のあり方は、今も変わらず生きているのです。 

5. 震災の前後 

阪神大震災と東日本大震災。この２つの地震は、実はまったく違う災害でした。短い激しい揺れと直後から続いた

火災による被害が甚大だったのが阪神大震災で、長くゆっくりした揺れと巨大津波の被害が大きかったのが東日本

大震災です。最近話題になることの多い上町断層帯（大阪府）といわれるところでの地震は、国の中央防災会議の試

算で条件が最悪なら死者が４万人を超えるとされていますが、これは阪神型です。そして南海地震や東南海地震は

東日本型の災害になりますが、それぞれがどんな災害なのか、それをそのまま伝えることに関してテレビは今のところ、

どんなメディアにも勝っています。映像として、事実を残酷なほどはっきりと伝えているからです。阪神も東日本も、今

でも大量の映像がネット上にあふれています。これを見れば、どのような備えが必要か、どのような行動が有効かなど、

様々なことを学ぶことができるのです。 

 繰り返しますが２つの地震は同じ地震でも全く違った様子を見せました。阪神大震災では、報道は活断層という言

葉をクローズアップしました。東日本大震災は揺れよりも津波です。原発事故の原因も津波だった、少なくとも今はそ

う言われています。しかしこの２つの巨大災害に共通するのは、こうした被災地の現場を、メディアはいくら報じても報

じきれなかった、ということなのです。一つは被害の巨大さとエリアの広さが大きな原因です。阪神大震災までは大都

 

Photo4.井関地区の惨状を伝える（産経新聞和歌山版） 
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市の高層ビルや高速道路の高架が根こそぎ倒れ、新幹線の高架がばたばたと落ちてしまうなどということは、全く想

像もしていなかったのです。さらに民家などもその建物の特性に応じて倒壊したり残ったり、それはまた地盤の条件に

もよる、といった具合に報じるべき内容が複雑になり、かつ高度化していったのでした。 

もう一つは被災者の多さです。被災者一人

ひとりに聞いて回ることなどとてもではないが

できません。両方の震災とも被災者の数は数

十万人という途方もないものとなりました。そ

の被災者一人ひとりも訴えたいことが山ほど

あるのです。昨年４月に津波で海岸沿いの集

落が壊滅した福島県新地町へ取材に行った

ときのことです。津波が運んできた砂とヘドロ

に覆われた水田の中に、流されてきた民家が

点在する現場を目の前にして何を、どう報じる

べきか立ち尽くしていたところ、６０過ぎの男

性が横に立って、「どうすんだ、これから」と話

しかけてきました。こちらが何者か、何となく分

かったのか、あるいはしゃべる相手は誰でもよ

かったのか、赤い屋根の家を指さして「あれ、

うちの家だ。後ろからここまで流されてきた。建てて１０年も経ってないよ」と。私は質問を発することができませんでし

た。 

そこから車で北上した福島、宮城の

太平洋沿岸はどこも建物のがれきや

漁船、車などが散乱する荒涼たる景色

が延々と続いていました。NHK が最初

に空撮で津波を生中継した宮城県名

取市閖上地区は住宅がびっしり並ぶ

新興住宅地でした（Photo5）。そこでは

すべてが流され破壊しつくされていま

した。こうなると限られた紙面や時間で、

どれだけのことが伝えられるのか、取

捨選択が苦しい。無力感が常につきま

とう。それは人として、何ができるのか

という自問自答です。 

災害が起こる度に、報道は大騒ぎで

す。もともと日本は災害列島である、と

教えられてきました。しかし、１９９０年代、もっと言えば１９９５年１月１７日まで、日本の人口の多くを占める都市部で生

 

Photo5.大津波に襲われた宮城県名取市閖上地区の惨状 

 

Photo6.宮城県沖地震を伝える新聞（１９７８年６月１３日付） 
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活する人々は、そのことを我がごととして捉えにくい状況にありました。それまでの災害報道も同様で、その報じ方は

局部肥大症などと言われていました。巨大災害では、報道の人間も被災者になる。そんな当たり前のことも、戦後６０

年間、阪神大震災までは我々にもリアルに想像できませんでした。しかも当然、新潟地震（１９６４年）や宮城県沖地

震（１９７８年）など都市部を襲った地震では、報道に携わる人も被災していたはずですが、地元のマスコミ以外は結

局局部肥大症に陥っていたのです。新潟地震では爆発したタンクや崩落した昭和大橋ばかり、宮城県沖地震では

倒壊した同じビルばかりをシンボリックに報じました。（Photo6）「絵になる」画像、「字になる悲劇」を求めていたので

す。 

6. 何のために 

 次は画像が語るものをご覧下さい。毎日新聞のヘ

リコプターはこの日、仙台空港を拠点にたまたま仙

台周辺で取材をしていたそうです。空港に戻った

途端、大地震が起こりました。すぐに飛び立ってし

ばらくして、とんでもない現象を目の当たりにします。

松林の向こうに広がる海水面を見て下さい。津波は

台風の高波とは決定的に違う姿をしていました。水

面は鏡のように静かで平らです。しかし全体が持ち

上がっているので、波の先端が巨大で凶暴な水の

流れとなって崩れ落ちてきています。津波の姿をは

っきり捉えたこの写真は、NHK 神戸放送局の映像

と並んで、世界に衝撃を与えた一枚です。

（Photo7）   

次は陸上自衛隊が空撮した３月１１日夜８時過ぎの宮城県気仙沼市の状況です。湾の入り口にあった漁船などの

ための重油タンクなどが流されて火がつき、そ

れが市街地に燃え広がって町が火の海になっ

たのです。もともとはNHKが放送した映像です

が、静止画を抜き出してみました。（Photo8） 

ここで考えていただきたいのは、我々は何の

ためにこんな恐ろしい画像を伝え続けるのか、

ということです。社会的な関心をひく、ということ

は単に好奇心を満足させるためのではありま

せん。それによって救援を促したり支援を広げ

たり、行政に働きかけたり、様々なアクションを

呼び起こすのです。 

そしてもうひとつ大切なのは、明日は我が身

だということを伝えることです。事実を伝えることが、そのまま論じることに繋がります。南海大地震が M9 だったら、大

 

Photo7.宮城県岩沼市付近を襲った巨大津波 

 

Photo8.炎上する宮城県気仙沼市の市街地                       

（NHK のニュース映像より） 
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阪にも５～６メートルの津波が来る。実際、１８５４年の安政南海地震は M８・４で大阪に２～３メートルの津波がきて道

頓堀辺りは壊滅しています。いま６メートルの津波が来ると、大阪湾は大変なことになります。関西空港には揮発性の

高いジェット燃料の基地がある。堺泉北コンビナートは様々な化学プラントや石油基地がある。現在の備えでは流さ

れる危険性は極めて高い。東北大学の今村文彦教授は、そんな趣旨での私の取材に対して「必ず壊れます」とおっ

しゃっていました。火のついた津波がそのまま大阪港へ殺到すれば、海沿いのゼロメートル地帯はどうなるか。水没と

かいう生やさしいものでないことは想像できますね。今報道している被災地の姿は、これからも起こりうる現実を提供し、

今の備えでよいのか、東京は、大阪は、名古屋は大丈夫か、そういう議論につなげたい、という思いがあるのです。目

を背けないで欲しいのです。 

 事実を伝えることが、社会の議論を活発にし、それがより安全で安心な社会作りのきっかけになる、そんな気持ちが

メディアにはあるのです。大阪市浪速区に安政南海地震の際の碑があります。地元ではこれをお地蔵さんと呼んで

地蔵盆も行っているのですが、そこには大津波での甚大な被害を描写した後で、こう書かれています。「今から１５０

年前、同じような地震と津波でたくさんの命が失われた。それを伝え聞く人が少なかったので、今また同じような被害

を出した」と。そして後世の人が読みやすいように、この碑文の文字に常に墨を入れ続けて欲しい、と。江戸時代のな

にわの町人たちのその気持ちは、今も何ら変わることはありません。 

7. 伝えたい -おわりに- 

 被災地では情報が入りません。昨年の３月１２日、市街地が

壊滅した宮城県石巻市で手書きの新聞が作られ、掲示され

ました。高校生の壁新聞ではありません。石巻日日新聞とい

うれっきとした新聞社のプロが作ったのです。（Photo9） 被

災地は情報的に孤立しがちです。いったい隣町はどうなって

いるのだ、ということすら分かりません。そんな中、自らも被災

し、家を失った人も居たかもしれない、家族の安否確認をで

きずにいた記者もいたかも知れません。しかし石巻日日新聞

の記者達はそんなことはそっちのけで津波による泥の海とな

った町を文字通り足で歩き回り、情報をかき集めたのです。 

情報がない、という不安は実はかなり心理的に負担となる

ものです。被災地へ新聞を届けると、必ず奪い合いのような

状態になるほどです。むしろ飢えよりも、情報飢餓は厳しいと

さえ言えるようです。この手書き新聞は、そんな極限の状況

でのジャーナリズム精神を象徴していると讃えられて、ワシン

トンの新聞の殿堂である新聞博物館に展示されているので

す。 

伝えられない情報もあります。民族的な違いもありますが、

例えば日本ではなかなか遺体が写りこんだ映像や画像は伝

えられない。日本人のメンタリティもあるでしょう。それでも被災地に行くのはジャーナリストの使命です。それは情報と

 

Photo9.2011 年 3 月 12 日の石巻日日新聞 



8 
 

いう、衣食住なみに大切なものを提供するボランティアの役割も担っています。実際被災地で「◎◎はどうなっていま

すか」などと聞かれます。より多くの情報を提供したい。これもまた報道の重要な役割だと考えています。私は阪神大

震災の時、神戸市長田区で知り合いのボランティアグループに出会い、ワゴン車の運転手を頼まれてボランティア要

員を輸送した覚えもあります。文字通りボランティアでしたが、ジャーナリストとしての経験としては貴重なものでした。 

 今後もまた大きな災害は起こります。その時に今日の話を少しでも思い出しながら新聞やテレビ、ラジオに接して

いただければそれにまさる喜びはありません。（2012 年度、大阪経済法科大学特別講義） 
 


