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テキストマイニングによる災害予知伝承に関する分析

－愛知県を事例として－ 

Analysis of traditional knowledge in disaster prediction by text mining 

: A case study in Aichi Prefecture 
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Seiya Honma-*1・Haruka Ono*2 

This study deals with the traditional knowledge in disaster prediction in Aichi Prefecture. In recent years, the 

culture of disaster tradition has been lost. To raise awareness of disaster prevention, it is necessary to effectively 

analyze, preserve and utilize disaster traditions. Research methods are primarily literature review and text mining, 

including frequent word analysis and co-occurrence analysis. As a result, it was found that although there is no big 

difference in the traditional knowledge in disaster prediction in the topography of Aichi prefecture, there are some 

differences in the words that appear. Also, when it comes to disasters, the language that appears in tradition varies 

greatly depending on the disaster that is predicted. In the future, it is assumed that will be able to utilize the traditional 

knowledge in disaster prediction by increasing the number of samples and regions for comparison.  
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1. 研究背景と目的 

1-1. 研究背景 

自然災害の常襲地域の多くは自然災害をやりすごすための教

訓や知恵が後世まで受け継がれてきた．しかしハード施設の進展

に伴い，安住環境が形成されたものの，これまで受け継がれてき

た過去の自然災害の教訓や知恵の風化により，災害時において適

切に避難できず，逃げ遅れに繋がることが指摘されている 1)．実

際，東日本大震災で多大な被害を受けた岩手県宮古市では防潮堤

を超えて津波が押し寄せ，防潮堤への依存から多くの市民が逃げ

遅れ，多大な被害をもたらしたと報告 2)されている．こうした教

訓から，今後30年以内に東海・東南海・南海地震等が高確率で

発生すると言われている 3)ことから，減災的観点より，地域で受

け継がれてきた災害の教訓や知恵を再評価し，伝承することが重

要である．また総務省では「全国災害伝承情報」4)と題して全国

の災害に関する言い伝えや教訓を収集し，情報公開を図ることで

災害意識の高揚や，防災教育の向上を提唱している． 

こうした災害伝承は地域知の一つと位置付けられ，日本学術会

議 5)によると現在膨大な地域の知が断片的で共有化されず，時の

流れと共に失われているとされる．また膨大な地域の知自体も組

織化されていないために利用が困難になりつつあると指摘され

ており，地域の知の共有と利活用を可能にするための地域の知ビ

ッグデータ共有基盤の構築が検討されていることからも，災害伝

承の防災・減災への活用が期待される． 

1-2. 災害伝承の定義 

 本研究で取り扱う「災害」は水谷の著書 6)で述べている，地震

や雨などの外力といった災害をもたらすきっかけを指す「誘因」

が，社会が持つ災害への脆弱性を指す「素因」を上回ることと定

義する．これを基に「災害伝承」とは「誘因によって人間活動に

対し一定の被害をもたらした経験から得られる教訓や知恵」と定

義する．本研究では災害伝承のうち，災害における誘因を様々な

前兆から予測することを災害予知伝承と名付けている． 

1-3. 研究目的 

本研究は災害予知伝承の分析方法の一つとしてテキストマイ

ニングの手法を利用し，量的データとしての愛知県における災害

予知伝承を分析することで，今後の地域知としての災害予知伝承

の分析方法・活用に寄与することを目的とする． 

1-4. 既往研究と本研究の位置付け 

 自然災害に関する伝承に着目した研究は多く存在しており，口

頭伝承に着目した研究としては1966年の栗原 7)や1967年の森 8)

の研究，また 1987 年の石島 9)が報告されている．また災害碑に

着目した研究事例は 1998 年の笹本 10)や 2007 年の金井らによる

提案 11)が報告されている．地方で見ると四国地方は2008年和田

ら 12)や 2010 年松尾ら 13)が研究しており，言い伝えの整理や活

用・防災術への取り組みが議論されてきた．これらの調査研究で

は有識者や被災経験者を対象とした言い伝えや災害伝承の収集

蓄積がされており，それを踏まえた災害時の効果や防災術の抽出

などに関する研究が報告されている．しかし，これらの研究では

災害伝承の発生過程に着目して検討しているものが多く，地域特

性から見られる災害伝承の内容や災害特性については触れられ

ていない．2018 年の飯塚ら 14)の研究では，埼玉県の洪水災害に

おける災害予知伝承について報告されており，地形特性に着目し

て過去の洪水被害などの兼ね合いから分析されているが，他の災

害との関わりについては触れられていない． 

本研究は特定の災害のみを調査対象とせず，災害予知伝承を分

析することで災害別に予知として用いられている語を分析し，語

間の関連性を示す点で新規性があると捉えられる． 
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2. 研究方法 

2-1 文献調査 

災害伝承の収集は，全国災害伝承情報を基準として愛知県内の

自治体史 15)～28)を用いて実施した．全国災害伝承情報に登録され

ている愛知県内における災害伝承の数は90伝承であった．自治

体史による調査の結果，県内の災害伝承は38市14町2村中，16

市町で確認でき，623伝承を収集したが，その大半である562伝

承が災害・天候を予測する災害予知伝承であった． 

2-2 テキストマイニング分析 

 ソフト「KH Coder」(1)を使用し頻繫に出現する語を整理し，語

の傾向を読む「頻出語分析」と，共起の強さを測り，災害予知伝

承の用いられる語の関係性を測る「共起性分析」を行った． 

 共起とは，1 文の中にある文字列A とある文字列B が同時に

存在することを指し，本研究では jaccard 係数を用いて共起の強

さを把握した(2)．jaccard係数の計算は次の式(1)で示される． 

 

 

3. 地形別・災害別にみる災害予知伝承 

3-1. 地形別の災害伝承数 

愛知県の地形 29)は東部豊川上流域付近では山地，豊川から矢作

川にかけては山地または丘陵地，矢作川流域西側や豊川下流域以

南の台地，名古屋市近辺では低地である（図-1,図-2）．本研究で

は便宜上，市町が2地形以上にまたがる場合は過半を占める地形

をその市町の地形としている．地形別の伝承数をみると，低地で

102伝承，台地で23伝承，丘陵地で59伝承，山地で378伝承確

認された（図-3）． 

3-2. 災害別の災害伝承数 

愛知県では雨が267伝承と最も多く，次いで良天候が107伝承

と，天候に関する伝承が多く確認出来た（図-4）．天候の伝承は

洪水や土砂災害等の災害発生の前兆を得るためにも重要である

点や，身近であり，一住民レベルでも活用出来ることから広く伝

わっていると考えられる．また風が73伝承と多く見られた． 

3-3. 地形別の災害予知伝承比率 

 山地，台地，低地では雨が 50%程度と最も大きい割合を占め

る（図-5）．それに対して丘陵地では雨が25.4％であり，風が32.2%

と丘陵地での最も大きい割合を示している．低地でも風は20.6%

確認され、台地・山地では 10%未満と，あまり確認されなかっ

た．また，山地，台地，低地では地震が5%未満であるのに対し，

丘陵地では22.0%と多く確認された．これらはサンプル数の偏り

から生じる傾向とも考えられるが，本研究で得られた災害予知伝

承ではこのような傾向が確認された． 

 

 

【図-1】愛知県の地形分類図 

 

【図-2】愛知県の伝承分布 

 
【図-3】愛知県の地形別伝承 

 

【図-5】地形別災害割合 

 

【図-4】愛知県の災害別伝承 
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4. 現象からみる災害予知伝承(名詞分析) 

4-1. 予知の前兆と結果 

 災害予知伝承は概ね一定の文章形態で伝承されている．文章の

前半部分で災害予知伝承における観察対象についての文（前兆

文）を述べており，文章の後半部分で災害予知伝承における結果

発生する災害についての文（結果内容文）を述べている．前兆文・

結果内容文の分節例を図-6に示す． 

4-2. 前兆文と結果内容文の比較 

 前兆文の頻出語を見ると（図-7），「雲」「年」「雨」「巣」など

が上位に並ぶが，突出した語がなく，様々な前兆から予知を行っ

ていることが考えられる．結果内容文の頻出語をみる（図-8），

「雨」が216語と突出し，「天気」，「台風」，「地震」が続き，結

果として現れる事象を指す語が非常に多く表れている．これは図

-4 からも分かる通り，災害予知伝承の数が多いほど，関連する

語が多く表れていることが分かる．これらを比較すると，災害予

知伝承の頻出語のうち，突出している頻出語の多くは結果内容文

から生じた頻出語であることが分かる． 

4-3. 災害別にみる前兆文の頻出語 

本研究で取り扱った災害のうち、雨・良天候・風・地震の 4

災害の頻出語を見る．  

 雨の前兆文頻出語（図-9）では，「雲」の14回が最も頻出して

いる語であり，次いで「蛇」の13回，「雨」などの12回頻出し

ている語がある．良天候の前兆文頻出語（図-10）では，「トンビ」

の7回が最も頻出している語であり，次いで「山」「西」の6回

頻出している語がある．風の前兆文頻出語（図-11）では，「巣」

の16回が最も頻出している語であり，次いで「蜂」の14回，「年」

の11回頻出している語がある．地震の前兆文頻出語（図-12）で

は，「キジ」の5回が最も頻出している語であり，次いで「ナマ

ズ」「日照り」「色」の2回頻出している語がある．雨では主に空

の現象や物を見て予知している．動物では「蛇」が最も頻出して

いる．良天候では最も頻出している語である「トンビ」も7語程

度であることから，あらゆる前兆から良天候の予知を行っている

ことが分かる．風では雨の伝承よりも伝承数が少ないにも関わら

ず，「巣」が16語と，雨の最頻出語である「雲」の14語よりも

多く，二番目に多い「蜂」からも，「蜂の巣」により風災害が予

知されていることが多いと考えられる．地震ではサンプル数は少

ないものの，「キジ」が最も頻出していることや，「ナマズ」が頻

出していることから，動物からの伝承の割合が多いと考えられる． 

 

【図-6】分節例 

 

 

【図-7】前兆文の名詞頻出語 

 

【図-8】結果内容文の名詞頻出語 

 

【図-9】雨の前兆文名詞頻出語 

 

【図-10】良天候の前兆文名詞頻出語 

 

【図-11】風の前兆文名詞頻出語 
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5. 予知の前兆現象と時期 

5-1. 災害予知伝承のラベリング 

 災害予知伝承の文章構成から，災害予知伝承に示されている観

察し予知する対象物を「前兆現象」として抽出し，その内容から

[気象][現象][生物][天体][身体][時期][日常生活][植物][場

所]の9カテゴリにラベリングを行った．また予知内容が発生す

る語から「時期」を抽出し，その内容から[当日][翌日][近日][特

定時期]の4カテゴリにラベリングを行った．これらラベリング

については飯塚ら 14)の研究を参考にして行った．災害予知伝承

からの抽出例を図-13に示す． 

5-2. 伝承における各分類の割合 

 前兆現象を見ると（図-14），32％は生物からの伝承であり，続

いて気象，現象が多く占め，伝承の多くは身近な動物やどんな時

でも確認される天気等気象，そして把握のされやすい地震や虹な

どの現象から予知を行っていたと分かる．時期を見ると（図-15），

多くは当日に発生する災害を予知していることが分かる．続いて

特定時期，翌日，近日と占めており，当日以外ではその数に大差

はない． 

5-3. 前兆現象と時期の関係性 

 クロス集計によって前兆現象と時期間の関係性を明らかにす

る．前兆現象内の時期（図-16）により，多くの前兆現象は当日

の予知を主に行っているが，植物を対象とした予知では特定時期

に災害が発生する旨の予知を主に行っている．また，天体を対象

とした予知では，翌日以降の予知が主に行われていることが分か

る． 

5-4. 災害別の前兆現象と時期 

災害別の前兆現象から（図-17），各災害の予知は生物からの予

知が多く現れているが，地震については 50%以上と殆どが生物

からの予知であることが分かる．また，雨，良天候，地震におい

て植物からの予知は非常に少ないが，風については，24.7%が植

物からの予知と非常に多くの割合を占めている． 

 

 

【図-12】地震の前兆文名詞頻出語 

 

【図-13】ラベリング例 

 

【図-14】前兆現象の割合 

 

【図-15】時期の割合 

 

【図-16】前兆現象と時期の割合 

 

【図-17】災害別の前兆現象 
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災害別の時期の割合（図-18）から，各災害の予知は当日に災

害が発生する予知が多く見られ，特に良天候や地震は70%以上が

当日発生の予知と非常に大きい割合を占めている．風のみ，最頻

出時期は特定時期の42.5%であり，ある期間やある特定の時期に

おける風の災害予知伝承が多くの割合を占めている．地震は翌日

発生の災害予知伝承は確認されなかった．また，本研究における

主要の雨・良天候・風・地震の4災害以外では当日とほぼ同程度

の割合で特定時期に発生する災害が予知されている． 

6. 共起ネットワーク図による分析 

 本研究では必要に応じ共起ネットワーク図を作図した．共起ネ

ットワーク図とは，頻出語間の共起度を視覚的に理解出来る図で

あり，頻出語(node)の距離(edge)を計算し、図化したものを指す．

同色のnode は同クラスターに属す頻出語となっており，図に示

された距離が近ければ近いほど共起が強いことを示す．  

 本報告では共起ネットワーク図の例として本研究で取り扱っ

た災害予知伝承全体の共起ネットワーク図を示す（図-19）．作図

条件は，災害予知伝承の頻出語のうち，名詞と形容詞に限り，描

画は jaccard係数の高い上位50語間とした．また外れ値を除くた

め，最小出現回数を6以上に設定した．  

 共起ネットワーク図によると愛知県の災害予知伝承は13のク

ラスターに分類された．それぞれの語に特徴的な語が集中してい

ることが分かり，また「雨」や「天気」などの予知の結果に関連

する語の周囲では，特に結びつきの強い語の関係が表れているこ

とが把握される．図は愛知県の災害予知伝承に関する図のみであ

るが，今後他の都道府県における共起ネットワーク図と比較分析

を行うことで，地域における災害予知伝承に関する分析が進むも

のと考えられる． 
 

【図-18】災害別の時期 

 

【図-19】本研究で得られた愛知県の災害予知伝承に関する共起ネットワーク図 
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7. 考察・結論 

7-1. 整理 

 本研究で得られた災害予知伝承の特徴・傾向として，次の 4

つが挙げられる． 

① 愛知県における災害予知伝承によって得られた予知の大半

は当日に災害が発生する予知であり，翌日以降に関しては

伝承が少ない． 

② 丘陵地では風や地震に関する伝承が他地形よりも見られた

など，地形により，予測される災害の割合が異なる． 

③ 地形・災害によって頻出される語が異なり，共起度を始め

とした語間の関係性についても地形・災害によって異なる． 

④ 予知される災害によって前兆現象・時期が異なる． 

7-2. 今後の展望 

本研究によって一応ながらも愛知県の災害予知伝承の特徴や

地形別・災害別に用いられる語についての特徴を示すことが出来

た．また，既往研究では触れられていない雨や洪水の災害予知伝

承以外についても同様に処理し，特徴を把握することが出来た．

今後はサンプル数をより充実させることで，本研究では得られな

かった災害や地形についてもより特徴を把握することが可能と

なる．また本研究で使用した主な手法はテキストマイニングによ

るものであったが，地形別・災害別に頻出される語間の比較を行

う上では充分に有効に働いたと考えられる．今後は同様の手法に

より，愛知県のみならず，他の都道府県も分析・比較を行うこと

で，それぞれの地方・地形などの災害予知伝承の特徴が表れるも

のと考えられる． 

今後得られる成果を活用することで，地域に住む人々が専門知

のみではなく，地域固有の地域知的な災害予知伝承を採択でき，

また教育的活用を行うことで，被災経験が減少しやすい昨今でも

災害予知伝承を風化させず， 活用していくことが可能となると

考えられ，本研究はその手法の一例を示すことで地域知として災

害予知伝承を活用する方法の確立に対し寄与されたと考える． 

 

 

補注 

(1) KH Coder は樋口耕一氏により作成されたフリーソフトであ

り，多くの研究分野で用いられている．本研究ではKH Coder3

を用いた．https://khcoder.net/ 

(2) jaccard係数による共起の強さについては，KH Coder開発者の

樋口耕一氏によると，「いくつ以上であれば共起がある」と言

い切ることはサンプル数や jaccard係数の利用方法によって異

なるため，一概に述べることが難しいとしている．あくまで

目安としては，0.1 以上であれば弱い共起があり，0.2 以上で

共起がある，0.3以上で強い共起があると述べている． 
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