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写真レファレンス事典
 事故・事件・紛争篇　1991～2021
　定価42,900円（本体39,000円＋税10％）
　ISBN978-4-8169-2925-0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊

●1991年から2021年までに国内外で起きた事故・事件に関する写真
14,504点の索引です。『写真レファレンス事典 災害篇 1991～2020』
（2021.5刊）の姉妹編。

●新聞社が発行している報道写真集、行政や地方出版社が発行する写
真集など160冊に掲載された写真を対象に、現物を確認の上、索引
データを作成しました。

●主な事故・事件の簡単な解説、各写真の説明、撮影年月日、撮影地情
報も併載。発生から被害の状況、復旧・復興などに関する写真情報
が時系列に把握できます。

●「撮影地索引」（五十音順）、「事故・事件・紛争別一覧」付き。

野口 武悟  編
B5・880頁　定価42,900円（本体39,000円＋税10％）　ISBN978-4-8169-2925-0　2022年7月刊行

● 写真集に掲載された報道写真を活用するツール ●

写真レファレンス事典
事故・事件・紛争篇 1991～2021

【編者プロフィール】
野口武悟

のぐち・たけのり

専修大学文学部ジャーナリズム学科
教授（前学科長）、放送大学客員教
授。

博士（図書館情報学）。主な著書に
『改訂図書館のアクセシビリティ：
「合理的配慮」の提供へ向けて』
（樹村房、2021）、『写真レファレ
ンス事典：災害篇1991～2020』（日
外アソシエーツ、2021）、『変化す
る社会とともに歩む学校図書館』
（勉誠出版、2021）など多数。

地下鉄サリン事件（1995年）、池袋暴走事故（2019年）、
ルワンダ紛争（1990年）、アメリカ同時多発テロ事件（2001年）、香港民主化デモ（2019年）

■ 採録書例 ■

アサヒグラフに見る戦後 50 年 ひと・まち・こと（朝日新聞社）／朝日新聞報道写真集（朝日新聞社）／ＡＦＲＩＫＡ ＷＡＲ ＪＯＵＲＮＡＬ（亀山亮，リトル
モア発売）／抗う島のシュプレヒコール―ＯＫＩＮＡＷＡのフェンスから（岩波書店）／暗殺の瞬間―写真集（毎日新聞社）／いま原発で何が起きているのか 原
発震災の 100 日―特別報道写真・解説集（共同通信社）／イラク戦争下の子供たち―写真集（第三書館）／カンボディア国連平和維持活動記録写真集（総理府
国際平和協力本部事務局）／原発事故 20 年―チェルノブイリの現在（柏書房）／さよなら 20 世紀―カメラがとらえた日本の 100 年（毎日新聞社総合メディア事業局）
／死者が語る戦争 新版（河出書房新社）／写真集日本の火災―報道写真で見る現場最前線（イカロス出版）／ＳＨＯＯＴ ＯＮ ＳＩＧＨＴ―最前線の報道カメラマ
ン（辰巳出版）／震災 1年全記録：大津波、原発事故、復興への歩み（朝日新聞出版）／世界を変えた 100 日―写真がとらえた歴史の瞬間（日経ナショナルジオグラフィック社，
日経ＢＰ出版センター発売）／世界の特別な 1 日―未来に残したい 100 の報道写真（日経ナショナルジオグラフィック社）／戦争という日常：世界の紛争地帯を住
く―村田信一写真集（講談社）／ドキュメント 拉致（新潟日報社，新潟日報事業社発売）／ピュリツァー賞受賞写真全記録（日経ナショナルジオグラフィック社，
日経ＢＰマーケティング発売）／福島第一廃炉の記録（みすず書房）／平成史全記録―Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ 1989―2019（毎日新聞社）／報道写真’93（西日本新聞社）
／報道写真が伝えた 100 年：定点観測者としての通信社：写真集（新聞通信調査会）／揺れ動く世界―ロイター写真集（ランダムハウス講談社）／読売報道写
真集（読売新聞東京本社）／甦れ！首里城―報道写真と記事でたどる歴史（琉球新報社，琉球プロジェクト発売）　……etc.



〔自動車交通事故〕

福岡3児死亡飲酒事故
2006年8月25日午後10時50分ごろ、福岡市東区
奈多の「海の中道大橋」の中央付近でRVが乗用
車に追突され、博多湾に転落。3児が死亡し、
両親が軽傷を負った。26日、飲酒運転していた
男を緊急逮捕。

◇2006年8月25日
欄干が突き破られた事故現場（撮影地：福岡市
の海の中道大橋）

「読売報道写真集 2007」 読売新聞社　2007　p139
◇2006年8月26日 
追突の福岡市職員逮捕。写真は、海中からク
レーンで引き揚げられた車（撮影地：福岡市東
区奈多）
「朝日新聞報道写真集〈2007〉」朝日新聞社　2007
　p143
海中から引き揚げられた、追突され転落した車
（撮影地：福岡市東区）
「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈13〉2005―09再
生への苦闘」共同通信社, 幻冬舎　2015　p80

前部が大破した今林容疑者の車（撮影地：福岡
市・海の中道大橋）

「読売報道写真集 2007」　読売新聞社　2007　　
p140～141

海から引き揚げられた大上さん一家のRV車（撮
影地：福岡県警東署）

「読売報道写真集 2007」　読売新聞社　2007　p141
◇2006年8月27日
業務上過失致死とひき逃げ容疑で送検される今
林容疑者（撮影地：福岡市）

「読売報道写真集 2007」 読売新聞社　2007　p139
◇2006年8月28日
悲しみの出棺（撮影地：福岡市） 
「読売報道写真集 2007」 読売新聞社2007　p140
◇2006年9月1日 
酔っ払い運転の車に追突され、かわいい盛りの
孫3人を奪われた悲しみを語る祖父（撮影地：
福岡市の自宅）

「読売報道写真集 2007」 読売新聞社　2007　p138
～139

◇2006年9月15日
追突事故現場で犠牲になった幼い子どもたちの
冥福を祈る人たち

「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈13〉2005―09 
再生への苦闘」 共同通信社, 幻冬舎　2015　p81

◇2006年9月21日 
飲酒運転、今こそ撲滅（撮影地：福岡市中央区
のアクロス福岡前広場）

「朝日新聞報道写真集〈2007〉」朝日新聞社　2007
　p157

◇2006年9月30日
飲酒運転によるひき逃げの厳罰化を訴え署名活
動する遺族ら（撮影地：福岡市中央区）

「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈13〉2005―09 
再生への苦闘」　共同通信社, 幻冬舎　2015　
p81

◇2007年9月21日 
飲酒運転の車に追突される事故で3人の子どもを
亡くし、新たに女児を出産した女性が病院を
退院

「朝日新聞報道写真集〈2008〉」　朝日新聞社　
2008　p151

◇2008年1月8日
幼児3人が死亡した飲酒運転事故の判決が福岡地
裁であり、懲役7年6カ月が言い渡された。3人
の遺影の横で会見する夫婦（撮影地：福岡地
裁）

「朝日新聞報道写真集〈2009〉」 朝日新聞出版　
2009　p50

◇● 
福岡市の飲酒運転事故
「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈13〉2005―09 
再生への苦闘」　共同通信社, 幻冬舎　2015　p7

〔放火事件〕

京アニ放火殺人事件
2019年7月18日、京都市伏見区のアニメ制作会
社「京都アニメーション」第1スタジオに男が
侵入しガソリンをまいて放火した。これによっ
て3階建ての建物が炎上し従業員ら36名が死
亡、33名が負傷した。放火した男も全身やけど
で重体となり入院した。

◇2019年7月18日
スタジオが放火され、ビルが全焼、36人死亡（撮
影地：京都アニメーションの第1スタジオ（京都
市伏見区））

「朝日新聞報道写真集〈2020〉」朝日新聞出　2020
　p2
煙りを上げて燃える「京アニ」の第一スタジオ
（撮影地：京都市伏見区）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p40～41

現場近くに設営された応急救護所に集まる消防や
警察の関係者ら（撮影地：京都市伏見区）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p42

◇2019年7月19日
花束とともに供えられたイラスト（撮影地：京都
市伏見区）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p43

◇2019年7月20日

海外ファンのメッセージが記された寄せ書き（撮
影地：京都市伏見区）
「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　
2020　p40
スタジオの被害を目の当たりにして涙を流す中国
からの留学生ら（撮影地：京都市伏見区）
「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　
2020　p40
火元はらせん階段（撮影地：京都市伏見区）
「読売報道写真集 2020」読売新聞東京本社　2020 
p41

現場近くに設けられた献花台に長い列（撮影地：
京都市伏見区）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p42～43

◇2019年7月21日
住宅街にあるスタジオ近くの献花台に長い列（撮
影地：京都アニメーションの第1スタジオ（京都
市伏見区））
「朝日新聞報道写真集〈2020〉」 朝日新聞出版　2020
　p25
「京アニ」事件から3日後の現場（撮影地：「京都ア
ニメーション」第1スタジオ）
「朝日新聞報道写真集〈2020〉」 朝日新聞出版　2020
　p112～113
◇2019年7月25日
商業施設内のボードに貼られたメッセージ（撮影
地：東京都千代田区秋葉原）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p59

◇2019年7月26日
放火した男の自宅を捜索する京都府警（撮影地：
さいたま市）

「読売報道写真集 2020」 読売新聞東京本社　2020　
p43

◇2019年7月27日
「世界コスプレサミット」の会場に設置された、
犠牲者を悼むボード（撮影地：東京都文京区） 
「朝日新聞報道写真集〈2020〉」 朝日新聞出版　2020
　p25
◇2019年7月28日
献花台に供えられた、ファンが京アニ作品のキャ
ラクターを描いた色紙（撮影地：京都アニメー
ションの第1スタジオ（京都市伏見区））

〔テロ事件〕

モスクワ劇場占拠事件
2002年10月23日、モスクワ市内の劇場にチェ
チェン共和国の武装グループ42人が押し入り、
観客ら800人以上を人質にとって立てこもっ
た。26日、特殊部隊が劇場に突入、武装グルー
プを全員殺害して制圧した。突入する際の麻酔
性のガスの使用などで人質128人も犠牲となっ
た。

◇2002年1
劇場を襲撃し、銃を持って舞台に立つ武装集団
（撮影地：モスクワ市）
「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈12〉2000―04 
揺らぐ安寧」 共同通信社, 幻冬舎 2015 p115 
◇2002年10月23日
劇場占拠、人質800人。写真は劇場を包囲する内
務省軍特殊部隊（撮影地：文化宮殿劇場） 
「朝日新聞報道写真集〈2003 〉」 朝日新聞社 2003
　p162～163
モスクワ劇場占拠事件（撮影地：モスクワ）
「世界を変えたテロ決定的瞬間―テロ、テロリスト
たちの衝撃写真」 宝島社　2004　p16

◇2002年10月26日
劇場占拠事件で特殊部隊突入。写真は劇場から特
殊部隊員に救出される人質たち（撮影地：モス
クワの文化宮殿劇場）
「朝日新聞報道写真集〈2003〉」朝日新聞社　
2003　p38～39

劇場制圧で大量の犠牲者。写真下は救出されバス
に収容された人質たち 
「朝日新聞報道写真集〈2003〉」朝日新聞社　
2003　p163

占拠されていた劇場から人質を運び出すロシア特
殊部隊（撮影地：モスクワ市） 
「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈12〉2000―04 
揺らぐ安寧」 共同通信社, 幻冬舎　2015　p114～
115

モスクワの劇場占拠事件（撮影地：モスクワ）
「世界を変えたテロ決定的瞬間―テロ、テロリスト
たちの衝撃写真」 宝島社　2004　p48 

事件発生から4日目、劇場に突入し人質を救出す
るロシア特殊部隊員ら（撮影地：モスクワ）
「読売報道写真集 2003」 読売新聞社　2003　p160
～161

◇2002年10月28日
閣議でテロに対する強硬姿勢を打ち出したロシア
のプーチン大統領
「ザ・クロニクル戦後日本の70年〈12〉2000―04 
揺らぐ安寧」 共同通信社, 幻冬舎　2015　p114　

『写真レファレンス事典 事故・事件・紛争篇1991～2021』内容見本

写真レファレンス事典 災害篇 1991～2020　武田徹・野口武悟 編　
　　B5・710頁　定価39,600円（本体36,000円＋税10％）　ISBN978-4-8169-2880-2　2021.5刊
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