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ABSTRACT 

The meteor fallen down in Russia in 2013. Everyone cannot escape from such a kind of 
disaster. But media must report what’s happening, for media take responsibility to 
report to reader or audience where we live. For example, tsunami is not a disaster. That 
is a natural phenomenon. But human society exists on the seaside, tsunami changes 
disaster. Now media faces many kind of disasters that will come someday and necessity 
of spreading mind to disaster prevention in all over the world. 
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１．はじめに 
 ２０１３年、ロシアに隕石が落下した。隕石の落下は突然の出来事で、人間は逃げることすらおぼ

つかない。起こったらどうしようもないそんな災害でも、メディアはそれを繰り返し報じる（写真 1）。そ

れは、事実を伝えることで我々はどういう所に住んでいるのか、何が起こりうるのかということを訴え

る必要がある、それが報道の使命だと任じているからである。例えば津波そのものは災害ではない。

海辺に人間社会があるから災害になるのである。現代社会はそのような様々な災害に直面してい

る。そして防災への意識を高める必要性にも向き合っているのである。 
 

２.その日と向き合う 
 ２０１３年８月８日午後４時５６分に携帯電話の緊急地震速報が鳴動した。震源は奈良県東部、震

度６強。M７・８。これは阪神大震災を遙かに上回る巨大地震である。奈良県五條市付近が震源。

結果は誤報で、現実に起こったのは和歌山県北部の紀ノ川沿いでマグニチュードは２・３であった。 

仮に M７・８が発生した場合、奈良県中西部の五條市や御所市はもとより、巨大な活断層である中

央構造線に沿った和歌山県橋本市から和歌山市、和泉山脈を隔てた大阪府南部の河内長野市
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や富田林市、大阪・泉南地方に大被害をもたらす内陸型地震になったはずであり、これもやがて向

きあわなければならない現実となる可能性が高いのである。（写真 2） 
 

 

写真 1.ロシアに落下した隕石の詳報（２０１３年１１月１２

日、産経） 

写真 2.＋は推定震源地、★は現実に起こ

った微小地震の震源地 

 
１９９５年１月１７日は、近畿地方にとって M７・３の地震と向き合う日となった。世界有数の現代大

都市圏が初めて壊滅的な被害を出す地震に襲われるとともに、世界で初めて大地震の発生の瞬

間が画像にとらえられたのであった。それは NHK 神戸放送局の室内の一瞬の変化を映し出し、

生放送中だった民放の女子アナウンサーらの様子と悲鳴を伝えた。コンビニエンスストア店内にあ

った防犯カメラも、その時をはっきりと映し出していた。その日の被災者の姿や火災の様子は、ハン

ディカムなどビデオカメラを持った多数の市民によって撮影され、カメラで撮影されてそれらが次々

とテレビや新聞に取り上げられた。メディアにとっても、全てが初めて向き合う複合災害はまた、映

像の面でも初めて体験する災害となった。（写真３） 
 
 当日は午前９時の段階で、兵庫県警が発表する死者数は手元で集計しても数十人にとどまって

いた。しかし１１時の段階で４５０人規模になった。どういう状況で急激に死者が増加しているのか今

となっては検証は困難であろうが、警察といえども兵庫警察署が完全に倒壊したのを始め、未曾有

の状況に置かれていて集計はままならず、生き埋めの住民を救出するなど様々な被害の集計は後

回しになる状況であった。素早い情報提供を旨とする新聞各社も、夕刊では死者数を５００人ほど

しか入れられなかったのは痛恨であった。 
 大量の画像、少ない被災状況の数字、身動きの取れない現場。取材者への飲料や食料は大阪

から神戸方面へ直接入れないため、京都府福知山市へ迂回して兵庫県加古川市へ南下し、垂水

区方面より運搬。フェリーで大阪府泉大津市から神戸の高浜岸壁へ入れるようになるのに数日か

かった。通信手段の途絶もメディアにとっては命取りで、神戸と大阪の間は数日間不通となった。こ
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のため産経新聞の場合は神戸から１０円玉硬貨しか使えない公衆電話で東京本社へ電話をかけ

て記事を読み上げで送稿し、それを大阪本社へ転送する手法を取った。三宮の本社が被災してビ

ルが使えなくなった神戸新聞社は、京都新聞社の協力を得てなんとか新聞発行を続けたのであ

る。 
 次々と明らかになる被害、それは大手新聞社も放送局もその被災するという異常事態の中で手

探りの状況で発信されたのであった。 
 

３.被災者と向き合う 
 立場を変えてみると、交通と通信手段の途絶は、被災地では情報からの隔絶を生み出す。 

最初に、自然現象で人は死なない、自然災害になるのはそこに人間社会があるからだと述べた。

被災地にはたくさんの住民がいることを遠く離れた土地に住んでいると忘れがちである。しかし空

撮された映像も、そこに映る土地には当然たくさんの住民が住んでいて、みな家を失い、肉親や友

人、知人を失い、悲嘆に暮れて呆然としているという事実を忘れてはならない。 
 こうした状況で最初に起こるのが、情報の途絶である。それは隣家に対する心配から始まって、

一体街は、県全体は、どうなったのか。一体何が起こってどうなったのか、という不安となる。精神的

な苦しみ、不安は体力を奪う。 
２０１３年３月１２日発行の石巻日日新聞（写真４）は現在、アメリカの新聞博物館に展示してある、

報道の震災の翌朝に作って避難所に張り出した壁新聞である。宮城県石巻市は東日本大震災最

大の被災地で死者も最も多かった。原初的な情報を書き殴る。社屋も機材も全て津波に流された

新聞記者の記者魂が産んだこの新聞の前に、避難所の全員が集まったという。情報は、初期の避

難状態の被災者にとって最初に安心をもたらすものであっただろう。 
 

 
写真 3.あちらこちらで火災が起こる神戸市長田区付近 写真 4.石巻日日新聞 
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 次いで、家族の安否確認も一段落すると生活や健康の不安が広がる。持病を持つ人や避難生

活で病気になる人、地震の場合はがれきの中から救助されて元気だった人が半日後に突然腎不

全を起こすクラッシュ症候群も危険である。阪神大震災の際には、この症状に対する警戒心が乏し

く、かなりの人がクラッシュ症候群を発症し。長時間圧迫された筋肉が解放された時にカリウムを大

量に血液中に放出して腎臓にダメージを与え、死にいたることもある。トイレ事情も被災者の大敵と

なる。仮設のトイレも避難所のトイレも、水道が復旧しなければ流すこともできない。特に女性の場

合はトイレに行くのがためらわれ、水を控えることで、脱水症状などに陥る危険があり、現実にそうし

た「病人」も絶えない。現在では使い捨ての携帯トイレも販売されているので、極力自宅などに備え

ておくことが肝心である。 
 プライバシーも失った被災者から、個別の話を丁寧に聞く。その場ではその人の個人的な悩みで

も、巨大災害の現場では多くの人が同じ悩みや不安を抱えている。阪神でも東日本でも、マスコミ

の人間も大勢が被災した。平成３年に瀬戸内海を縦断して中国～近畿に大きな被害を出した台風

１９号では、産経新聞でも被災した自宅と家族とを記事にしたカメラマンもいた。一人でも多くの人

に被災者の窮状を知らせる。それは、まさに明日は我が身である災害報道の重要な要素である。

（写真 5） 
 

４.科学と向き合う 
２０１３年１０月末に大阪府は、南海地震が M９・１で起こった場合、最悪で津波が原因で１３万人

が死亡するという推定値を公表した。南海地震は国による最悪の想定でも、全国での死者は３２万

人であった（中央防災会議）。 
どうしてそのようなことになるのかというと、「最悪」という場合に設定される諸条件が想定によって

異なるからである。冬の未明、風速３メートルならどうなるか、真夏の午後２時、風速１メートルならど

うか、といった具合である。従って１３万人死亡、という数字は慎重に取り扱わなければならない。 
今回の大阪府の想定の場合、冬の平日の午後６時、M９・１の巨大地震で２時間後に２メートル

の津波が大阪市内に押し寄せる。それだけではなく、その２時間の間に、情報が得られなかったり

意識が低かったりして避難が遅れる人が最も多い場合、という条件までついている。逆に最小の場

合、死者は８８００人。それでも阪神大震災より２０００人以上多いのであるから、報道の役目は最小

の数字を載せることか、最大の数字を載せることか、議論は分かれるところである。 
 次の地図は阪神大震災の震度７の分布図である。（写真６）地震を引き起こした原因である野島

断層自体は淡路島内にとどまっていたが、こうして兵庫県の神戸市から宝塚市にかけて帯状に震

度７という激震地帯が広がったのであった。これは当時のマスコミにとってはなかなか分かりにくい

ものであった。 
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写真 5.阪神大震災の避難所（神戸市須磨区、平成７年１月） 写真６.日経 BP 社の HP より転載 

 
東日本大震災で注目された津波も、その破壊力について知る者は少なかった。東北大学の今

村文彦教授によると、その破壊力について時速５０キロほどの乗用車がノーブレーキで突っ込んで

きた程度の力になるという。これでは木造民家など柱から折れてしまう。人間も吹っ飛ばされて、あ

とから押し寄せる津波にのまれてしまう。それは浸水などという生やさしいものではない。完全な破

壊である。 
 こうした科学的な知見は、残念ながら事前よりも事後に理解が深まる傾向がある。それはしかし次

の災害に対する備えに必ず役立つのであるから、メディアも科学の最新の知見と向き合い、研鑽を

怠ることはできないのである。 
 さて科学的な知見を元に、市町村など行政は市民向けのハザードマップというものを作成する。

岩手県釜石市鵜住居地区でもマップが作られ、各家庭に配布されていた。津波から逃げる防災教

育を受け続けていたこの地図にある地区の中学生、小学生は幼稚園児や保育園を伴いながら懸

命に逃げ、例外を除けば一人も死ななかった。釜石の奇跡と言われるゆえんである。一方大人は

マップを簡単に信じたために、３０人ほどがが赤いラインのすぐ外側で津波に巻き込まれ、亡くなっ

た。釜石の子供たちに津波防災を教育した群馬大学の片田敏孝教授の言葉である。 
 「科学といえども、想定外だらけです。基礎知識として持ちながら、現実に合わせて自分で判断

する力を養うこと。それは子供でもできることなのだと、釜石の奇跡は教えてくれるのです」 
 

５.歴史と向き合う 
科学優先の現代社会にあって、地震は大ナマズが起こすという話はただの迷信、といわれる。実

際そんなことはあり得ない、というのが常識である。ところが豊臣秀吉は、「ナマズのことよろず大切

に普請を」と言って伏見桃山城の建設を命じた。結果的には当時の耐震技術では慶長伏見地震

（推定 M7・６）という、京都や大阪を襲った巨大地震に耐えきれず倒壊するのですが、当時は地震

のことをナマズとは言っていても、この言い方は「あだ名」であって決して当時の人が「ナマズが地

震を起こす」と信じてはいなかったことを示すと考えられる。 
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では地震の前にナマズが騒ぐ、というのはどうであろうか。直前に飼い犬が吠え続けた、飼い猫

が姿を消した、鳥が一斉に同じ方角へ飛び去るのを見た、といっ

た動物の異常行動は、これも昔から宏観現象といわれている類い

の現象だが、こちらは地震予知的な研究も行われている。先人が

言い伝えてきて、昔からいまだにそうした現象が報告されるのだ

が、犬が変な時に吠えるからと言っていちいち避難準備もできな

いし、人間の役に立てるのは難しいかもしれない。しかし身構え

ができれば、万が一本当に地震が起こったとしても身の危険は回

避できるかもしれない。 
内閣府など政府も、歴史と向き合いはじめている。２０１３年１月

に内閣府は有識者で作る「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

を開催し、宝永の南海地震をモデルにするべきだという結論を出

した（写真７）。宝永南海地震は、１７０７年、東南海地震と完全に

同時に発生しました。M８・６。和歌山県でも所によっては２０メート

ル近い津波が押し寄せた。発生半年後には富士山が大噴火を起

こしている。 
何が起こるかわからない、想定外、というのは歴史を見れば

軽々に言うべきではない。我々も東日本大震災を取材する過程

で、同じクラスの巨大津波が１０００年前に確かに東北地方を襲っ

ていた、という史実を知ったのであった。 
 
東南海・南海地震は、一発起こると巨大災害となるが、その後は５０年～７０年間、西日本は地震

の静穏期に入る。そして忘れたころ、内陸型地震が起こって大被害が発生する。その期間がまた５

０年から７０年続いて最後に東南海・南海地震が起きる。これが歴史上繰り返されてきた現実である。

繰り返し襲う地震を白地図にプロットした。（写真８） 
 
過去、我々日本人の祖先は絵や文字で地震の被害を詳細に書き記してきた。しかし鴨長明の

「方丈記」に、詳細な地震の描写があることは未だにあまり知られていない。ここに描写されている

のは、１１８５年の琵琶湖西岸断層帯で起こった地震と推定され、京都でも大被害を出した。時代は

下って、日蓮上人が記した「立正安国論」も、災害と飢饉などで衰退しきった当時の社会を描写す

る所から始まる。当時は１２５７年の天正関東地震がＭ７・５という大地震として起こっているのであ

る。 
こうした歴史地震を学ぶことは、古語の文法を学ぶことと同等に、それ以上に重要であると確信

している。それはまた、歴史は教科書に書かれた物語ではなく、明日起きるかも知れない現実の恐

怖を伝えようとしていると考えて、いっそう真摯に向き合っていかなければならないものであるとも信

じている。 

 

写真７毎日新聞大阪版２０１３年１

月３１日朝刊 
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写真 8 赤字は江戸時代、黒字はその後１９４６年までに起こった主要な被害地震。 

 

６.おわりに 
ここまで読んでいただいた方は、いまや実感を伴って災害とともに我々がこの国を、社会を作っ

てきたことを知っているはずである。その日に我々メディアがどう災害と向き合うのか、被災者とどう

向き合うべきか。そうしたことは、また科学や歴史と向き合うことなしには語ることはできない。特に災

害の歴史は、地震に限らず火山噴火、台風など多くのことをこれから我々が蓄積して、伝えていか

なければならない。それが後世の日本人に、人類にとって生き生きとしたものとして伝わるように。

そしてそれは単に、報道機関だけでなく、現代日本に生きる全ての人に課せられた将来への義務

であり責任であると思うのである。 
 
（２０１３年１１月の大阪経済法科大学での講演より） 
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