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ニューメディアと災害報告 

 
要旨: ：2011 年 3 月の東日本大震災で、その時の情報トランスターの中で、

ネットのニューメディアは、特に Blogger、ポッドキャスティング、小さい

Blogger およびその他のいくつかのニューメディアは、自身の発表の便宜、時

間上の優位と大量の情報を利用して、突発的事件の中で巨大な効果を発揮した。

それが出てきた伝播の効果と価値は値打ちがある。ニューメディアの今度の被

災者救済事件の中の伝播価値を振り返って、ニューメディアは報道技術と方法

の優位、報道の観念転換、報道の主体選択、伝播の力度、伝播の効果などの方

面で、新しい高度に達したと言える。そのため、本稿は災害事件の中のニュー

メディアが発生する文化現象に対して、中日両国の有名なポータルサイトのテ

ンセントと excite が日本の大震災事件の中の報道を比較して、ニューメディ

アが異なった表現から、更に両国のニューメディアと文化の違いを発見してみ

ようと思う。 

キーワード：ニューメディア 情報伝播 伝播効果 伝播価値 東日本大震

災 

摘要：在 2011 年 3 月的东日本大地震时的信息传播中，网络新媒体，尤其

是博客，播客、微博客以及其他一些新媒体，利用自身的发布便利和发布

时间上的优势以及海量的信息，在突发事件中发挥了巨大的作用，其被凸

显出来的传播效应和价值是值得特别关注的，回顾和总结新媒体在这次赈

灾事件中的传播价值，可以说：新媒体从报道技术和方法的优势、报道观

念的转变到报道主体的选择等方面的表现，从传播力度到传播效应上都达

到了新的高度。因此，本稿对于灾难性事件中新媒体传播所产生的文化现

象，以中日两国知名门户网站腾讯（中）和 excite（日）在东日本大地震

事件中的报导进行对比，从新媒体表现的不同，进一步发现两国新媒体以

及文化的差别。 

关键词：新媒体  信息传播  传播效应  传播价值  东日本大地震 



 

 

はじめに 

2011 年 3 月の東日本大震災で、その時の情報トランスターの中で、ネットのニューメ

ディアは、特に Blogger、ポッドキャスティング、小さい Blogger およびその他のいくつ

かのニューメディアは、自身の発表の便宜、時間上の優位と大量の情報を利用して、突発

的事件の中で巨大な効果を発揮した。それが出てきた伝播の効果と価値は値打ちがある。

ニューメディアの今度の被災者救済事件の中の伝播価値を振り返って、ニューメディアは

報道技術と方法の優位、報道の観念転換、報道の主体選択、伝播の力度、伝播の効果など

の方面で、新しい高度に達したと言える。 

本稿は災害事件の中のニューメディアが発生する文化現象に対して、中日両国の有名な

ポータルサイトのテンセントと excite が日本の大震災事件の中の報道を比較して、ニュ

ーメディアが異なった表現から、更に両国のニューメディアと文化の違いを発見してみよ

うと思う。中国のテンセントと日本の excite はニューメディアの一つで、代表的なウェ

ブサイトである。この 2 つのポータルサイトは大量の使用者と関心者を持っている。3 月

11 日の東日本大震災の後で、この 2 つのウェブサイトに対して 40 日観察した後で、本稿

は両者のいくつかの異なりを得た。これらの異なりは情報トランスターの方法の相違だけ

でなく 2 つの民族が災難と災難の報道に持った態度も違ってくる。このような異なりは結

局、文化の違いとイデオロギーの一致しない性によって影響されたからである。毎回の研

究を通って、更に深い問題を掘り起こしていないが、同じくこのような違いを理論知識の

高度に上がらない。しかし、この一か月間で中国と日本の災難の前の振る舞いから、私達

は考え、改めて考えるべきである。ネット伝播は、時間に従い、その地位はますます重要

になって、持続的にニューメディアの差異に関心を持ち、そしてより多くの異なりを発見

する。これはネット伝播の発展を促進するのにもっと多くの提案を提供する。 

 

1 ニューメディア 

1.1  災害報道 

災害報道は広義上では、メディアが人間と社会に重大な災難を持ってくる事件に対して

の報道だと言う。災害事件は普通、自然災難と社会災難と二種類に分けている。自然災難

は自然界の阻めない力によって引き起こした災害と苦難を指して、例えば津波、台風、火

山の爆発などである。社会災難は社会の人為的な原因によって招いた壊滅的な事件を指し

て、例えば飛行機事故、海難、戦争などである。 

自然災難であっても、社会災難であっても、人々に恐慌と緊迫の情緒を持ってくる。社



会の安定性に対してきわめて不利である。これらはすべて災害事件の予想しにくい突然発

生性、強大な破壊性と深遠な危害性などの特徴ためである。自然災害に関わらず、社会災

害に関わらず、それが社会や個人に大きな影響を及ぼすに違いない。米国の 9.11 事件か

らロンドンの地下鉄の爆発事件まで、インドネシアの津波から東日本の震災まで、全部各

国のメディアの関心の焦点である。従って、災難が発生する時、本国のメディアの選んだ

報道の策略がとりわけ重要なことだと言える。 

1.2 ニューメディア 

ニューメディアは新しい技術の体系の下で支えた出現したディアの形態で、例えば数字

の雑誌、数字の新聞、数字テレビ、ネット、デスクトップのウィンドウズ、デジタル・テ

レビ、数字の映画、携帯電話のショート・メッセージ、移動メディアなどのようである。

新聞雑誌、屋外、放送、テレビの四大伝統的なメディアと比べて、ニューメディアは「第

5 メディア」と称されている。 

ニューメディアは大衆に個性化の内容を提供することができるメディアである。それは

伝播者と受容者を対等に交流させ、同時に無数な交流者の間に相互に個性化の交流を行う

ことができる。  

ここ 2 年来、科学技術の急激な発展に従って、ニューメディアはますます人々の関心を

受け、人々の見解のホットな話題となった。ニューメディアの業界での繁栄も学界にその

研究に対して更に強化させた。2005 年、核心のジャーナリズムでは、この論題の文章に

関して、数十編の数があった。これらの文章はそれぞれ異なる角度からニューメディアに

対して分析を行った。 

2 日本のニューメディアの下での災害報道の全方位の転換 

2.1 日本のニューメディアの下での災害報道 

日本は世界で最も良い震災の早期警報システムを持っている。このネットワークは約 1

千の震災計からなって、全日本を覆って、震動波を気づいて分析して、そして震災計が強

烈な震動を予測した時に警告することができる。横波の伝わるスピードは破壊的な縦波よ

り速い。これは震災警報が恐らく地面の震動より先に到着することを意味する。これは人

が援護を探すのに充分な時間を提供する。 

「熟している地震の早期警報システムが民衆に直ちにテレビの上で関連の早期警報を

見ることができる」、日本気象局で働いた従業員はこう言った。今度の強震が発生した後

で、政府は放送、テレビと衛星のデータの伝送を通じて震災警報を送った。特殊な予報サ

ービスを購読した人々はさらに携帯電話と電子メールを通って警報を受け取ることがで

きる。東京で、テレビで正常に放送している番組内容はよく響く警報の音に断ち切られて、

NHK の放送する早期震災警報に取って代わった。 

数百万の日本人は金曜日の大震災が発生する前に約 1 分震災のニュースを知った。テレ

ビ警報が現れた後の 1 分、第 1 回の強烈な震動が首都東京地区を揺り動かして、高層建築



は揺れ始め、数百万人は室外へ逃げた。日本の国家テレビ局は 2007 年の末頃からこのシ

ステムを運用して、そしてすでに似た 17 回の警告を出した。日本気象台の従業員の紹介

によると、「日本は予告システムを全体の国まで覆わせることができる。地震後、NHK は

24 時間にかけて中断しないで震災の関連の内容を放送している。全部の地震の生放送の

特殊な報道の中で、1 つのスローガン式の言葉を耳にしていないで、被災地区のひどく痛

ましいシーンに直面して、災害を受ける大衆は静かで、秩序がある情景が見られる。 

2.2 日本ニューメディアの災害報道の特徴 

今回の災難の前に、日本の多くのポータルサイトも最初の肝心な時間に直ちに震災に関

する正確な情報を発表した。その情報の即時性、正確性は有効に災難の持ってきた恐慌を

取り除いて、政府と民衆のためにもっと多くの時間を獲得させて、災難のもたらした危害

を下げた。いろいろな報道の手段が統合し、報道の内容の多様化、筋道化、ツールの斬新

化になった。 

今回の震災報道の中で、商業のネットとメディアは長所を利用し、短所を克服し、伝統

メディアの固有の報道優位を参考にし、各種の報道モデルを統合し、大量の情報の上で、

情報の重要性によって、受け手の必要で適切な感銘を根拠にして、ネットメディア人の自

分の理解と分析を手段にして、情報に対して分析と統合を行った。全方位で立体式で、震

災災害救済の最新の情況を報道していた。 

捜狐ネットを例として、捜狐の震災特別テーマのネットは大量の情報の基礎の上で情報

に対して 1 歩進んで、整理と統合を行った。真実な災難のシーン、被災者の情況、突発的

事件の発生原因を追跡して、社会の各方面の震災に対する反映、評価などの情報は特別テ

ーマのウェブサイトによってが公表された。このような設置は、一方では震災災害救済の

各種のニュースを全面的で段階性の構築で受け手の前に現れさせた。もう一方ではの大量

の情報の前に受け手がどうしたらよいか分からない情況が現れることを免れることがで

きる。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 



一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3 ニューメディアにおける中日災害報告の比較 

3.1 情報量と保存時間 

テンセントネットは 3 月 11 日の震災後で、大規模な報道を始めた。震災が発生

した 3 時間後、つまり午後 6 時ごろ、テンセントは戸口のページの中で「日本震災

速報ニュース」という子ページに分けた。このページは午後 6 時半から 23 時まで

の 5 時間内に、共に情報を 58 条収集して発表した。この 58 条の情報の中で、それ

ぞれ相応するリンクとピクチャーがあった。 

この 58 条の情報は最新ニュース、ピクチャー、現場観察、実用情報からなって

いる。その中の最新ニュースの主要な出所とピクチャーは世界各地のそれぞれのウ

ェブサイトから配布して来たのである。その中は NHK online と BBC との権威のあ

るニュースのウェブサイトを含んだ。 

それと異なって、日本の excite は日本大震災が発生した時、日本震災の報道に



対して、じゅうたん式の報道を採択していないで、広大なネット友達のために関連

するウェブサイトのリンクの特別号を提供して、ユーザーが得た情報および必要な

ウェブサイトを同一のホームページの上で並び、ネット友達に自分好きで選ぶよう

に供えた。Excite は報道に対して分類を行ったが、震災の関連しているニュース、

遭難する全体同胞及び被災地区の寄付願いといった 3 つの部分に分けた。この 3 つ

の部分の製作はみんなとても簡単で、多くのピクチャーと転がる報道がなく、文字

の叙述も非常に簡単で、普通は約 200 字ぐらいである。ニュースの右上で、1 つの

赤色の標識があって、東京のニュース logo である。この logo は同時にリンクの入

り口で、この logo をクリックすると、東京のニュースのウェブサイトに入ること

ができ、原文の出所のウェブサイトから文章の詳しい内容を調べることができる。 

excite のウェブサイトの上で、私達は震災の当日に始まった報道と情報の記録を

探し当てにくい。反して、excite は情報の集まりの方法でネット友達に一部の情報

の簡単な振り替えとまとめを提供する。ここのまとめは原子力発電所の漏らすと関

連する政策、全国の水利システムと食品の報道、救済と関連する情報、twitter リ

ンクなどを含んでいる。同時に、excite は今日の国民のニュースへの関心度を表に

作成した。ここから今日のネット友達が何に関心を持っているか、および大部分の

日本の国民は今日何に関心を持っているか、はっきり知ることができる。 

3.2 議事日程設置と方向誘導 

テンセントの日本ニュースのページに入って、私達はテンセントがとても大きい

画像を取って人々に日本原子力発電所の分布情況と核輻射の人体への影響を解説

するということが見られた。その中は福島の原子力発電が事故の中で白いたばこに

立って逆巻いたり、ヘリコプターが地面に向って水を注いだりする写真などを含ん

だ。同時に、専門的な討論を展開した。例えば、放射された野菜は食べられるかど

うか、人の毎日受ける輻射、及び中国救援隊が日本で救援しているピクチャーの特

別号などである。実は、速報ニュースの情報分布の中で、中国のポータルサイトの

中継あるいはネット友達のオリジナルなニュースの中で、核事故の情報は大部分を

占めた。特に、震災の津波のあとで、70%以上のニュースの内容は核漏れや核汚染

などと関係ある情報である。 

反して、日本のニューメディアは震災の津波と原子力発電所の事故を報道する以

外、被災地区の人々の生活状況と災害後再建の作業の展開に重点を置いた。同時に、

最も人目を引くところはすべて救済して寄付するリンクであって、またそこで首都

圏の停電状況と交通路線の変化の状況を張り出した。ニュースの中継から、大量の

被災者に対する関心の以外、その他の方面の報道の割合が大体同じだと私たちは発

見することができる。 

どうして中国は塩を奪い取っていたが、災難を受けた日本人は落ち着いているか、



以上の違いから、その原因を説明できるだろうと私は思う。ポータルサイトとして、

毎日大量のネット友達は情報に関心を持っている。日本政府は、国民を落ち着かせ

て慰めるのは第 1 の重要な任務と視する。それに対して、中国の国民はいっそう日

本の災難が中国国内に影響を受けるかどうか或いはどれだけ影響を受けるか関心

を持っている。日本のネット友達は自分の生活に関心を持つ以外、被災地区の自分

の親戚や知らない同胞達の生活の状況などを心配している。これは日本にとって民

衆生活に関する問題である。中国の大幅の核輻射の報道を見た後で、中国の受け手

にとってどんな効果があるのか私たちは想像できる。それはつまり大部分の中国人

にとって、大規模な核輻射の報道を見た後で、震災と津波の損失や人員の死傷はす

べて原子力発電所の事故の脅しに及ばないことに思わせている。このような案内は

中国人により多くの核輻射の恐れを持ってくる。テレビを見ないで放送を聞く人々

にとっては、専門家が核事故の原因と専門名称の具体的な意味について釈明してい

るのを聞くだけで、単にネットからの情報に頼って、このような恐慌は更に深刻に

なる。 

3.3 情報の出所の著作権に対する重視 

テンセントと Excite の情報量の違いはその中のもう一つの重要な原因は、両国が情報

の出所の知的所有権に対しての重視の程度の上で全く違うことである。中国は情報の転載

とリンクの利用について、明確的な制限と規定がない。同時に、文字、ビデオ、ピクチャ

ーの引用と中継過程の中で、料金の徴収あるいは購買する必要がない。それに反して、日

本はこの方面でたいへん重視している。これもどうして日本のポータルサイトの多くの情

報が長い時間で保留できないのかを釈明した。これはリンクのニュースの部分が有償で使

うし、使用の過程の中で明確な時間の制限があることがあるからである。ネットの知的所

有権の権利侵害の紛糾といった事件が発生しないため、日本はネットの転載と中継の時に、

非常に注意している。 

同時に、テンセントは東日本大震災のために「日本東海岸で 9.0 級の大震災が起こった

――強震の津波が日本に重傷を負わせ、核漏れの危機を誘発した」という特別報導を作っ

た。この特別テーマの中で文字のニュースがあるだけでなく、多数のテレビ局からのニュ

ースもあり、そして生き生きとしているピクチャーを添えた。これらのピクチャーは日本

ウェブサイトの上ですべて見えないのである。その全部は被災地区から来たので、損な状

況を現し、とても可哀そうである。これらのピクチャーは写実だが、大体出所を表示して

いない。その上、1 鍵盤で中継を実行した。このような中継はある程度の上で、摂影者の

著作権を侵害した。従って、日本ウェブサイトの上で写真の展示があまり見えない。それ

は一つは多くの日本人にとって、災難者の災害の悲惨な光景を直接に載せるのが被災地区

の同胞の感情を傷つける。二つは写真の使用、ブラウズ、転載は料金を徴収するかどうか、

どのように申請するかは厳格で複雑な過程だからである。そのため、日本ポータルサイト



の上で東日本大震災の特別報導に関して探し当てていない。nhk online（日本放送協会）

ウェブサイトの上で、「大震災の一か月祭り」というテーマの特別報導を見つけた。ここ

は 1 ヶ月以来、NHK 自分の取材で収録したニュース、ニュースのビデオと専門の社説を受

け入れた。これも再び、日本が情報の知的所有権に対しての重視を体現する。 

おわりに 

中国のテンセントと日本の excite はニューメディアの一つで、代表的なウェブサイト

である。この 2 つのポータルサイトは大量の使用者と関心者を持っている。3 月 11 日の

東日本大震災の後で、この 2 つのウェブサイトに対して 40 日観察した後で、本稿は両者

のいくつかの異なりを得た。これらの異なりは情報トランスターの方法の相違だけでなく

2 つの民族が災難と災難の報道に持った態度も違ってくる。このような異なりは結局、文

化の違いとイデオロギーの一致しない性によって影響されたからである。毎回の研究を通

って、更に深い問題を掘り起こしていないが、同じくこのような違いを理論知識の高度に

上がらない。しかし、この一か月間で中国と日本の災難の前の振る舞いから、私達は考え、

改めて考えるべきである。ネット伝播は、時間に従い、その地位はますます重要になって、

持続的にニューメディアの差異に関心を持ち、そしてより多くの異なりを発見する。これ

はネット伝播の発展を促進するのにもっと多くの提案を提供する。 

今日の世界は、マスコミの多キャリヤー化、伝播のグローバル化と情報のデジタル化は

多元化を形成して、生態環境を広める三大元素である。生態系の中でいろいろな要素があ

って、とても重要なのは受け手とメディアのインタラクティブである。Web2.0 の背景に

基づいて、伝統マスメディアはその特殊な権力がなおあるが、受け手は Web2.0 を通じて

創造的にニューメディアと情報を運用することができる。そして、生態のチェーンに参加

して、元からある生態のバランスの崩れた局面を打ち破って、それによって伝播生態の多

元化を再建する。進化の角度から見れば、プルーラリズムの伝播生態はマスコミの群の長

期伝承に有益である。 
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