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タビューを実施した。グループインタビューは，
首都直下地震を想定し，東京および近県に暮
らす外国人のうち，人口の多い中国，韓国，
日系ブラジル，フィリピンの4か国の人たちを
対象とした。全員が日本に中長期的に居住す
る外国人で，インタビューは日本語で行った。

グループインタビューの内容や進め方につい
て，2012年の調査を行った米倉律・元NHK
放送文化研究所主任研究員（現日本大学准教
授），東京大学大学院工学系研究科の川崎昭
如・特任准教授から助言を受けた。

本稿では，グループインタビューの結果から，
在日外国人の災害時のメディア特性，情報行
動を紹介するとともに，日本のメディアに対す
る要望などについて，彼らの意見をもとに分析，
考察する。

1. はじめに

2011年3月の東日本大震災における災害情
報伝達に関して指摘された課題の一つに，障
害者や高齢者，外国人など「災害弱者」にとっ
ての「情報の空白」の問題がある。中でも外国
人は，必要な情報を得られなかったり，不正
確な情報に振り回されるなどしたことから，被
害が深刻化したり，心理的なパニックに陥った
りしたことが，NHK放送文化研究所が在日外
国人600人を対象に行った電話アンケートでも
わかった（米倉2012）。

今後，外国人への防災情報提供の改善のた
めに，彼らの情報行動や日本のメディアに対
する情報ニーズをより具体的に探る必要性が
あるとの認識から，2014年3月にグループイン
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「大災害が発生した時，日本にいる外国人に防災情報をどう適切に提供するのか」。災害時の情報伝達に関して
繰り返し指摘されている課題である。NHK放送文化研究所が東日本大震災後に実施した電話アンケートでも，必
要な情報が得られない「情報の空白」を経験したり，不正確な情報に振り回されたりした外国人の姿が浮かび上
がった。

外国人への防災情報提供に関する改善点を探るため，当研究所では2014 年3月，在日外国人の情報ニーズを聞
くグループインタビューを実施した。対象は，首都圏在住の中国人，韓国人，日系ブラジル人，フィリピン人の計
50人。首都直下地震が起き自分たちが被災者になることを想定して，メディア利用と情報行動，今後に向けたメ
ディアに対する要望を聞いた。その結果，初動段階では，「どう行動していいのかわからない」「避難所の場所が
わからない」など，具体的な避難行動がイメージできない不安を共通して抱えていることがわかった。また，外国
人は，「日本を出る方法が知りたい」「仕事を探すため，日本の他の地域に行く方法を考える」と答えるなど，帰国，
あるいは国内移動を検討する傾向が日本人より強く，交通情報は他のライフライン情報よりニーズが高いことがう
かがえた。一方，近年，スマートフォンの所有率が一気に上がり，日本国内の情報源だけでなく，外国メディアや，
祖国の家族・知人を含む多様な情報源を使う外国人が増えており，多メディア環境を踏まえて外国人への防災情報
提供の在り方を考えることが今後の課題となる。
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本稿の構成は以下の通りである。まず，2 節
では，在日外国人の動向を概観し，災害に関
する基本的な問題状況を整理する。3節では，
今回のグループインタビューの結果から，在日
外国人の首都直下地震を想定した情報行動の
特徴を明らかにし，4節では，日本のメディア
へのニーズを分析する。最後の5節では，まと
めとして今後の課題を考察する。

2．背景と聞き取り調査の概要

（１）在日外国人の人数の推移

日本在住の外国人の数は，戦後一貫して増
加傾向にあったが，特に1990年に出入国管理
及び難民認定法が改正されてからは，「日系南
米人」やアジア諸国からの「研修生・技能実習
生」を中心に外国人の流入が活発化した。しか
し，2008年の約221万人をピークに，現在は減
少傾向にある。2008年秋のリーマンショック後
の不況や東日本大震災が原因とみられている。
日本に在留する外国人の数は，2012年末現在
約203万人である（法務省　2013年度白書）。

国籍別にみると，中国が65万人で全体の
32％を占め，次に韓国が53万人で26%，フィリ
ピンが20万人で10%，ブラジルが19万人で9.4%
となっており，この4か国で80%近くになる。

日本の総人口1億2,751万人に外国人が占め
る割合は1.59%である。アメリカで7.1％，イギ
リスで7.4％，ドイツで9.0％（OECD 2013）など，
欧米諸国に比べると日本で暮らす外国人の数は
決して多くない。しかし，かねてから，少子高
齢化の中で介護分野での一層の外国人受け入
れを求める声があった上，東日本大震災からの
復興や2020年に開催される東京オリンピック・
パラリンピックの準備で，建設業を中心に労働

力不足が見込まれている。こうした中，日本政
府は，途上国からの外国人技能実習生が日本
に在留できる期間を延長する方針を決めた他，
国家戦略特区の一つとして，首都圏では外国人
の受け入れを拡大する施策の検討に入った。

日本にいる外国人の4割以上が首都圏に暮
らしており，想定される首都直下地震が起きた
場合，東日本大震災より多くの混乱や被害が
予想される。外国人への防災情報提供の総合
的なレベルを向上させることは，喫緊の課題で
ある。

（２）東日本大震災後の先行調査

NHK放送文化研究所では2012年3月，国
内在住外国人600人（中国，韓国，ブラジル，
フィリピン各150人）を対象に，東日本大震災
時の情報行動を探るため，電話によるアンケー
ト調査を行った結果，以下のような知見が得
られた（米倉 2012：73）。
○在日外国人のメディア環境，情報行動は，

その国籍，日本語能力，職業，来歴などに
応じて多様であり，先端的なメディア環境に
ある人たちとそうでない人たちの間では，接
触する情報の量や質に大きな格差がある。

○平時においてもそうであるが，災害時におい
ても在日外国人は日本のテレビを多く利用し
ている。インターネットや新聞の利用度は国
籍によって傾向が異なる。

○震災時に「知りたい情報」を十分に知ること
ができたかどうかの評価は，国籍によって
異なり，日本語能力との間に正の相関関係
がある可能性がある。

○被災地の外国人の間では，通常の日本語以
外の情報サービス（母国語，英語，やさし
い日本語など）へのニーズが高い。また，
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情報提供だけでなく自分たちの置かれた状
況に関する情報発信への要望も高い。

（３）調査目的

東日本大震災時の経験をもとにした先行調
査により，在日外国人のメディア環境や災害時
の情報行動の概要を知ることができた。しか
し，国籍や言語能力による差異や，日本のメ
ディアへの要望など，定量調査では明らかにさ
れない点も多い。また，東北地方の沿岸部の
津波被害を中心にした災害と，東京を中心に
した首都直下地震の災害では，外国人の情報
ニーズや行動も違ってくるであろう。

2012年の調査結果を踏まえ，首都直下地震
が発生したことを想定し，外国人の情報行動を
より詳細に調べる必要性を認識し，本調査を
実施した。首都圏に住む外国人は，想定され
る首都直下地震に対してどんな認識を持ち，混
乱やパニックを避けるためにどんな情報を求め
ているのか，そして日本のメディアに対する情
報ニーズはどのようなものか，外国人への情報
提供のよりよい在り方を探るのが，本調査の目
的である。

（４）調査の概要

今回の聞き取り調査の概要は，下記の通り
である。
○ 実施：2013 年 3 月
○ 方法：①回答者の基本情報把握のため質

問用紙を用いたアンケートを実施，②グルー
プインタビュー実施（5 人 1 組を基本に，各
グループ 100 分）。

○ 対象：首都圏在住の外国人 50 人（ 中国，
韓国各15人，ブラジル，フィリピン各10人）。

グループインタビューの実施は，株式会社

シード・プランニングに委託し，インタビュー対
象者は同社がインターネット上で募集をかけて
選定した。人選に当たっては，次のような条件
をつけた。
・1990 年の入管法改正以降に来日した人で，

東京および周辺の県に居住する人
・各 5 人グループの中に東日本大震災経験者

が過半数いること

上記の条件からもわかるように，今回の調査
は，旅行者として日本を訪問する短期滞在者
は含まず，日本に暮らす外国人に焦点を当てる
こととした。

4か国各5人×2グループ（計40人）は，社
会人の中から年齢に幅を持たせて人選をしてい
る。さらに中国，韓国は留学生（2か国各5人
×1グループ）10人（性別不問）にも調査を行っ
た。学生はインターネットを日常的に利用し，
スマートフォンやパソコン，タブレットなど多様
なメディアを駆使して，社会人より幅広い情報
ネットワークを持っていることも想定され，「災
害弱者」といえども置かれた状況は違うのでは
ないかと考えられるからである。中国，韓国の
学生のみに絞ったのは，他の2か国と異なり，
留学生が多いためである。

3．グループインタビュー調査結果

（１） インタビュー参加者の基本属性

まず，インタビュー参加者の基本属性を提
示する。表1は，アンケート回答者の基本属性
のうち主なものを示したものである。国ごとに
基本属性上の特徴が異なる。例えば，ブラジ
ルは男性の割合が高く，また滞在年数が15年
以上の人が8人いる。フィリピンは女性が多く，



5

10年以上日本に滞在している人が多い。この
傾向は，在日ブラジル人・フィリピン人の全体
的な傾向と一致する。　

一方，中国，韓国も女性が多いが，滞在年
数は10年未満が多数を占める。

（２） 参加者の言語能力

災害情報伝達のための言語

国による特徴の違いが大きいのが日本語能
力である。図1.1・1.2は日本語能力について質
問した結果である。日本語を話す能力につい
ては中国，韓国のほうが，ブラジル，フィリピ
ンよりも相対的に高い。読み書きの能力につい
ても同様の傾向がみられるが，国にかかわらず
全体として話すほうが「読み書き」より理解度
が高いという傾向がみられる。

中国，韓国の人は日本語検定資格を取得し
ている率が高く，フォーマルな日本語教育を受
けてきた人が多くみられる。一方，ブラジル，
フィリピンの人は来日して，日本で働き，生活
をする中で日本語を身につけていく傾向があ
る。両国とも日本滞在年数が10年以上の人が

大多数だが，漢字も含めて
不自由なく読み書きできるの
は，ブラジル人で30%，フィ
リピン人では10%である。

図2.1は，インタビュー参
加者の「首都直下地震の認
知度」を示したものである。

インタビュー参加者は「首
都直下地震」が高い確率で
起きる可能性があることを
知っている。

図2.2は大地震に対する備

表 1　インタビュー参加者の基本属性

中国
15 人

韓国
15 人

ブラジル
10 人

フィリピン
10 人 計

分類
社会人 10 10 10 10 40
学生 5 5 0 0 10

性別
男性 4 6 7 4 21
女性 11 9 3 6 29

年齢

20 代 10 5 1 2 18
30 代 1 6 3 2 12
40 代 3 4 6 6 19
50 代 1 0 0 0 1

滞在年数

5年未満 6 3 0 1 10
5 〜 10 年未満 4 6 1 1 12
10 〜 15 年未満 1 2 1 3 7
15 年以上 4 4 8 5 21

日本語
能力試験

取得 14 12 7 6 39
なし 1 3 3 4 11

ネイティブと
日常会話ができる

ゆっくり話せば多少会話できる

ネイティブと
意見交換や議論ができる

フィリピン

ブラジル

韓国

中国 73.3% 26.7

80.0 20.0

50.0 50.0

20.0 50.030.0

（n=15）

（n=15）

（n=10）

（n=10）

簡単な漢字やひらがなを
読み書きできる

ひらがなを読み書きできる

漢字も含め不自由ない

フィリピン

ブラジル

韓国

中国 66.7% 33.3

53.3 46.7

30.0 70.0

10.0 40.050.0

（n=15）

（n=15）

（n=10）

（n=10）

図 1.1　日本語能力（会話）

図 1.2　日本語能力（読み書き）
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えを聞いたものである。中国人とフィリピン人
の60%，韓国人の53.3%が，いざという時に
備えていると答えた。主なものは，水や食料の
備蓄だが，次のような声も聞かれた。

今回の調査の参加者は，東日本大震災を経
験した人が中心で，自分自身が強い揺れを体
感しているだけに，将来，関東地方で地震が
起きる可能性があることを認識し，そのため
備えをしている割合が高く出ていることも考え
られる。

（３） インタビューの流れ

グループインタビューは以下の項目を中心に
行った。
① 東日本大震災時における情報収集に関する

行動
② 首都直下地震が起きた場合に想定される事

態および問題点（※ 資料映像，画像提示）
・発生直後の情報収集のための行動と欲し

い情報（内容，情報源，入手経路）
・避難場所での情報収集のための行動（内

容，情報源，入手経路）
・1 週間後に次の行動を検討するための情

報収集（内容，情報源，入手経路）
③ 今後に向けた情報・メディアへのニーズ

・震災時の NHK の外国人向け放送につい
ての認知度

・“ やさしい日本語 ”による「NHK News 
Web Easy」の認知度と評価

・日本の放送局への要望 

グループインタビューの様子

「火事が怖いので，東日本大震災の後，家
に消火器を置くようにしている」（中国・女
40 代）。「リュックサックの中に工具セット，
ガラスを割って逃げられるような装備一式を
入れている。簡易トイレ，ヘルメットなどを
見えるところに置いている」（韓国・男 40 代）

いいえ

はい

フィリピン

ブラジル

韓国

中国 100.0%

93.3 6.7

90.0 10.0

90.0 10.0

（n=15）

（n=15）

（n=10）

（n=10）

はい いいえ

フィリピン

ブラジル

韓国

中国 60.0%

53.3 46.7

40.0

30.0 70.0

60.0 40.0

（n=15）

（n=15）

（n=10）

（n=10）

図 2.1　アンケート参加者の首都直下地震の認知度

図 2.2　アンケート参加者の首都直下地震への備え
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まず，参加者に東日本大震災の経験を聞き，
その後，首都直下地震を想定した質問へと
移った。首都直下地震に関しては，自身が暮
らす地域・住居も被災したという想定で，地震
発生直後，避難所に移る，避難所を出るとい
う3つのタイミングをイメージしてもらい，イン
タビューを進めた。メディアへのニーズや要望
についても，自ら被災者になることを想定して
聞いた。

なお，首都直下地震で想定される被害をイ
メージしてもらうため，地震で建物が倒壊し火
災が発生する様子などを紹介した，NHK作成
のコンピューターグラフィック映像を見せた。ま
た，避難所の様子は，東日本大震災の際の体
育館と公民館に避難する人の写真を見てもらっ
た。

（４） 東日本大震災の経験

東日本大震災時の経験が，首都直下地震
を想定したグループインタビューに少なからず
影響を与えたものと思われる。グループインタ
ビューの参加者の多くから，大震災で戸惑い，
恐怖を感じた経験が聞かれた。

情報を入手したメディアについては，回答者
によって大きく分かれた。

（５） 首都直下地震発生直後を想定して

表2は首都圏に巨大地震が起きた直後を想
定して，どのような行動をとるのか，情報行動
を中心に聞き，その際のインタビュー参加者の
主な発言をまとめたものである。

災害時には，自らの安全の確保，家族の安
否，そして，被害状況の全体像などを求める
声は，4か国に共通して聞かれた。

また，どこに逃げるか，帰国できるかなど，
具体的な行動を考えるための情報を求めてい
る。

「携帯もつながらなかったので家族，友達
と連絡がとれずに，一晩中新宿駅に一人で
いた。最初は怖くて泣いていたが，日本人
がパニックにならずに落ち着いて行動して
いたので，自分も落ち着いた」（中国・女
20 代）。「どこに行けばよいかわからなかっ
たので駅に行った」（韓国・男 30 代）。「テ
レビなどのメディアでどこが安全なのか，何
が必要か，わかるようにしてほしいと思っ
た」（中国・男 20 代）。「地震の 3日後に
新幹線で大阪に逃げた。大阪で韓国の家族
に連絡したら戻りなさいと言われ，その 2
日後に帰った」（韓国・女 30 代）

「テレビでニュースを見ていた。日本語はあ
まりできなかったが，画面だけを見て，だい
たい理解できた」（中国・女 20 代）。「テレ
ビはあまり見ていない。NHKラジオは色々
な言語で放送していてよかった。ポルトガル
語も聞いていた」（ブラジル・男 20代）。「地
震発生から1日は自分から情報がとれなかっ
た。逆にフィリピンから地震，津波の情報
を知らせてくれた」（フィリピン・男 40 代）

「情報の前に命が大事。家族を守る」（韓
国・女40 代）。「被害の範囲を知りたい。自
分のいる場所にどこまで影響しているのか。
電車がどこまで止まっているのか。けがをし
ていたら病院に行けるのか」（ブラジル・男
40 代）

「テレビをつけて，現状を把握したい。自分
がどういう風に行動するか，どこで何が起
きているか，被害の状況が知りたい。情報
をもとに行動する」（ブラジル・女30代）。「震
度，震源地など基本情報を知りたい。震源
地の方向に逃げたら危ない。逃げる方向を
確認したい」（韓国・男 30 代）。「自分の
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何から情報を得るのかという質問について
は，「テレビ」という声が多く，2012年の調査
同様，テレビが情報収集の核になっていること
がうかがえた。

その一方で，テレビだけに頼るのではなく，
複数のツールを使って情報を得るよう努めると
いう意見も目立った。

被害の全体状況を知る上で，日本のテレビ，
特にNHKに対する信用度が高い。情報が早
いことや，映像でわかりやすく伝える点が有効
だとの意見が聞かれた。一方，東日本大震災
の経験も踏まえ，日本のメディアだけでなく，
海外メディアとの比較も重要と認識されており，

表 2　発災直後の情報収集行動

中　国 韓　国 ブラジル フィリピン

不安

・家族の安否
・水と食料
・パスポートの確保
・電源
・仕事

・家族の安否
・ガス爆発
・安全対策があまりないのが不
安

・家族の安否
・水や食べ物
・今後の生活

必要情報

・最新の情報
・災害状況
・家族の安否

・震源地，地震の影響範囲（逃
げる方向を決めるためや，外
に出るべきか中にとどまるべ
きかを判断するため）
・帰国のための情報（空港まで
の電車運行，飛行機運航，
銀行，再入国手続き情報）

・近隣の場所の情報
・震度・震源地，被害状況（次
のアクションを起こすための
情報）

・現在の被害状況
・被害の範囲，震度，マグニ
チュード
・避難場所情報
・飛行機の運航
・安全な場所はどこか

情報源

・テレビやラジオの報道
・日本の活字メディア

・地震そのものについては日本
メディアを信頼

・テレビは情報が早い
・日本だけでなく，米国，英国，
韓国のメディアからも入手

・SNSでリアルタイムに近隣
の状況を収集

・テレビが最初の情報源（テレ
ビはネットよりも情報が早い）
・NHKの信用は高い（スポン
サーの影響がない）
・BBC，ABC，CNNを比較

・最初にFacebook
・Twitter も有効（英語で見ら
れる）
・近所の人からの情報
・町内放送
・友人や大使館

入手経路

・テレビ，ラジオ，スマホ
・友人から
・自分の目で確かめる

・テレビ，パソコン，タブレット，
スマホなどすべてを駆使し，
あらゆる情報を得る

・テレビ（読むのは苦手，映像
がわかりやすい）
・スマホ（持ち運びができるの
で有効）
・パソコン

・テレビ（読めなくても映像で
状況を把握できる）
・テレビ，パソコン，スマホな
どすべて使用

「テレビ，パソコン，タブレット，あるもの
すべてから情報を得る」（韓国・男 30 代）。
「地震の状況，余震の有無，電車を教えて
もらいたい。テレビの情報は自分が欲しい
情報が出ない場合がある。ネットは検索す
ればピンポイントでわかる。Twitter を見た
りする」（韓国・女 20 代）。「情報はスマホ，
Twitter などをチェックする。東日本大震災
時は，アメリカとイギリスの大使館が情報発
信していた」（フィリピン・男 30 代）

住んでいる場所の情報が欲しい。自分の身
を守らなければならない。電車の運行状況，
区役所の対応などを知りたい。メディアは
一番被害が大きいところを優先して放送す
る」（中国・女 20 代）

「地震が起きれば，まずテレビをつける。テ
レビの情報を一番頼る」（中国・女 20 代）。
「テレビが一番わかりやすい。枕元に非常用
ラジオがあるので，いざという時はラジオ
になるかもしれないが，テレビは目ですぐ情
報が入る」（ブラジル・女 30 代）。「テレビ
が大丈夫ならテレビをつける。自分がテレ
ビを見られなくても，テレビを見られる人が
ツイートしてくれる」（フィリピン・男 40 代）
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複数の情報源から情報収集を行うことを当然
のことと考えている様子がうかがえた。情報を
入手する手段としては，テレビに加えて，スマ
ホは持ち運びができる点で重視されている。

（６） 避難所に入ることを想定しての
　　 情報収集行動

次に，グループインタビューの参加者に，首
都直下地震により，自分の暮らす地域が被災
し，自宅にとどまることができない状況を想定
し，避難所に行くことを想像してもらった。表

3は，避難所での生活をイメージして，その状
況下での情報収集行動を中心に聞いた結果を
まとめたものである。

日本人であれば，地震が起きれば，落ちてく
るもの，倒れてくるものから頭を守り，揺れが
収まったら火の始末をすることや，家が被災し
た場合は避難所に行くことなど，初期の行動は
ある程度理解しているが，グループインタビュー
に参加した多くの外国人にはそうした基礎知識
がなく，巨大地震が発生した場合，「身を守る」

「避難する」と言われても具体的な行動がイメー
ジできず，混乱を起こす可能性が高いことが
推測できる。

避難所の生活そのものに不安を感じている
声も一部にあった。東日本大震災の際，避難
所で整然と行動する日本人の様子が報道され
たが，その印象が強く，避難所に入ることを
心配する声も多く聞かれた。

表 3　避難所での情報収集行動

中　国 韓　国 ブラジル フィリピン

不安

・信頼できない伝言，うわさ
・漢字表記でないとわからない
ことも
・電源，充電
・いつ避難所を出られるか
・避難所は安全か
・会社は仕事ができる状況なの
か
・食料，布団，医療，救急対応
・家族と連絡ができるか

・外国人の差別（食料が足りな
くなった時，日本人より後回
しになる）
・他の避難所との連絡
・寒さ対策
・プライバシーの確保
・自分の居場所を母国の家族に
伝えられるのか
・避難所でのルール

・避難所生活はいつまで続くの
か
・水道の復旧
・食料
・今後の生活

・そもそも避難場所がどこにあ
るのか
・医療・薬
・持病のある人のケア
・水や食料がどのくらいあるか
・トイレ
・教会

必要情報

・被害状況
・電車の運行
・飛行機の運航
・避難所の名簿

・大使館の支援情報
・パスポートが切れていた時の
対処
・家族の安否
・飛行機の運航
・外国人のための相談窓口（通
訳）
・水の安全性の情報

・食料や水
・シャワー
・衛生面
・暖房（寒さ対策）
・生活インフラが正常に戻るめど

・英語版の避難所利用のガイド
ラインが必要
・通訳も必要

情報源
・大使館
・人々の口コミ情報

・口コミ
・日本のメディア
・日本の政府

「どこの避難所にどうやって行くのかわから
ない」（中国・女 20 代）。「どこに行けば
いいのか。安全な場所を知りたい」（ブラ
ジル・男 20 代）

「地震が起これば，パニックになって，何も
持たずに避難所に逃げると思う。でも避難
所のルールがわからない。避難所での迷惑
行為は何か，教えてほしい」（フィリピン・
男 40 代）。「日本人は礼儀正しく，奪い合
いにならない。避難所では，日本の習慣に
合わせるべきだが，日本の習慣を外国人に
教えることは大事」（ブラジル・男 30 代）。

SEPTEMBER 2014
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避難所の生活については，はぐれてしまった
家族，親戚，友人の安否や祖国の家族との連
絡方法などを知りたいという声が強い。また，
帰国を前提として，祖国の大使館などの支援
体制を知りたいという意見も聞かれた。

気になる意見として，そもそも避難所には入
りたくないという声が特に韓国人の参加者から
複数聞かれた。これは，他の外国人に比べて
帰国しやすいことの他，日韓のぎくしゃくした
関係が影響しているものと思われる。

避難所での生活については，ルールやガイド
ラインを知りたいという声が多く，日本人との文
化的な違いを感じているようである。また，通
訳が必要なら自らが通訳ボランティアとして活
動したい，といった声も複数から挙げられた。

必要な情報として，避難所の生活がいつま
で続くのか，仕事に戻れるのかどうか，他の避

難所を含めた名簿，電車の運行情報，飛行機
の運航情報，大使館の支援情報などが聞かれ
た。特徴的な情報としては，フィリピンの人か
ら教会の場所を知りたいという要望があった。

（７） 発生から1 週間経っての行動を
　　 想定して

次に，避難所にしばらく入り，その後，避
難所を出るかどうかの判断を行う状況を想像し
てもらった。表4は，避難所を出るタイミングで
の情報行動を中心に聞いた結果をまとめたもの
である。

避難所を出る段階では，仕事があるか，家
族と一緒にいられるか，元の家に戻れるめど
はあるのかなどの不安が大きく，その状況に
よって，次の行動が大きく左右される。

避難所生活が長引きそうな場合，国籍によっ
て違いがみられる。中国，韓国の人は，帰国
する選択肢が上位にあり，そのための情報が
求められる傾向がある。

「外国人のための避難所マニュアルがあると
よい」（ブラジル・男 40 代）

「避難所に行かない。首都直下地震なら復
旧・復興に長くかかるので，日本から出てい
く」（韓国・男 30 代）。「避難所に行くこと
を一番想像したくない」（韓国・男 20 代）

「自分の居場所を韓国に伝えられる方法を知
りたい」（韓国・男 30 代）。「家族と離れた
場合，どこの避難所にいるかわかればいい。
外国人なので国に帰る情報も提供してほし
い。いつ自分の家に帰れるのか」（中国・女
40 代）。「東日本大震災時に，被災地にい
る中国人はパスポートを持っていれば大使
館で帰国する手配をしてくれる，といううわ
さが拡散していた。オフィシャルな情報が入
手できたらいい」（中国・女 20 代）

「会社員なので，仕事ができる状況なら避難
所から会社に通勤する。会社が倒産したら
中国に帰る」（中国・女40 代）。「いつ出ら
れるのか。出たら普通の生活に戻れるのか。
子供は同じ学校に行けるのか。転校しなけ
ればいけないのか」（ブラジル・女40代）。「避
難所を出るかどうかは，移動できるかどうか
次第だ。道路や電車の情報が欲しい。移動
できなければ残って復旧に参加する」（ブラ
ジル・男 40 代）

「中国に帰って様子を見る。元の状態に回復
したら日本に戻る」（中国・女 20 代）。「短
期的に関西に行くか，中国に帰る。避難所
ではストレスがあるので精神的に辛い」（中
国・女 20 代）。「自分の居場所を知らせて，
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中国人，韓国人は，一時的に帰国して様子を
見ようという傾向が強く，実際，東日本大震災
の時には帰国したという人もいた。一方，ブラジ
ル人やフィリピン人は，航空運賃が高額である
上，生活の基盤が日本にある場合も多く，帰国
は大きな決断を要する最終手段であるようだ。

日本での生活が長くなるほど，家族が日本
に定着し，帰国には大きな決断を要するとして，
日本で安心して暮らしていくための情報を求め
る声も聞かれた。 

ただ，出国するのか，日本国内の移動なの
かという違いはあっても，在日外国人は生活再
建のめどが立たなければ，帰国，あるいは国
内移動を検討する傾向が強く，多様な情報ニー
ズの中でも，交通情報は他のライフライン情報
より高い需要があることがわかった。

4．在日外国人の
        日本のメディアに対する要望

今回の調査では，在日外国人の間で，災害
時のNHKに対する信頼度は極めて高いことが
わかった。その一方で，NHKが災害時にテレ

表 4　次の行動を想定しての情報行動

母国からの援助があるかどうかを知りたい」
（韓国・男 30 代）

生活保護があるのか」（ブラジル・男 40 代）

「9人きょうだい全員が日本にいる」（フィリ
ピン・女 20 代）。「フィリピンに親戚はい
ない」（フィリピン・女40 代）。「家に戻れ
ないなら，避難所生活を続ける。日本の避
難所は助け合う環境というイメージが強い。
自分が困っている時に助けてもらえて，誰か
が困っている時に助けられる。ブラジル政
府の対応の情報が欲しい。日本政府が外国
人にどんな対応をするのか具体的に知りた
い。仕事ができなかった場合，どのような

中　国 韓　国 ブラジル フィリピン

不安

・外との連絡がとれるか
・家族と一緒にいられるか

・電話，電源
・医師やカウンセラーが必要
・別の都市に移動できるか
・学校・会社が通常通りか
・外国人に対する差別が心配

・ブラジルまでの渡航費は高
額。一度帰ったら日本に戻る
タイミングがつかめない
・家族と一緒にいられるか
・普通の生活にいつ戻れるか

・仕事があるか
・安全な場所はどこか

必要情報

・仕事の情報
・安全な場所
・飛行機の運航情報
・住まいの情報
・電車の運行情報

・家族・知人の安否
・被災者の心のケア
・医療
・インフラの状況
・交通機関
・母国政府の対応
・援助情報
・再入国・ビザについての情報

・移住は安全な場所
・日本政府・母国政府からの支
援や対応（失業した場合の生
活保障など）
・飛行機の運航情報
・母国の家族との連絡

・仕事に関する情報
・住む場所

情報源

・避難場所からの情報
・地元の情報

・韓国政府・日本政府の情報も
すべて信頼できない
・自らの目で状況を見て他のメ
ディアの情報も参考に判断

・BBC，ABC，CNN ・SNS
・Facebookなどを活用して，求
人情報を収集
・自分からも発信する

入手経路

・テレビ
・政府
・学校

・テレビ
・スマホ
・ワンセグ

・スマホ
・Facebook
・友人

SEPTEMBER 2014
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ビで英語同時通訳放送を行ったことや，海外
の外国人向け英語放送「NHKワールド」を国
内でも一部のケーブルテレビで見られるように
したこと，さらに，NHKラジオ第2において
多国語で災害関連のニュースを放送したことな
どへの認知度は極めて低かった。

本節では，外国人にとってわかりやすい放
送にするため，どんな要望があるのか，グルー
プインタビューの結果を報告したい。

（１） 日本のメディア（放送局）への要望
表5は，日本のメディア，特に放送局への要

望をまとめたものである。
日本での災害時の情報源や災害対策，災害

時の行動等の情報を提供する場として，空港

（入国時），日本語学校，役所にパンフレット
を置くことなどが挙げられた。 また，複数から

「スマホアプリ」を望む声が挙げられた。 NHK
がテレビのみならず，FacebookやTwitterを通
して情報発信することも有効ではないか，との
意見が聞かれた。

外国人の要望は，やはり言葉の問題が中心
で，外国人にとって日本語の壁が一番の障害
であるという認識を持っていることがうかがえ
る。

表 5　日本のメディアへの要望

「全く日本語がわからない人でもわかるよう
な，写真や絵のようなものがあればいい。
“大変だ”ということをキャラクターで表現
したり，状況を表すような写真があったほ
うがいい」（中国・男 20 代）。「アニメ，マ

中　国 韓　国 ブラジル フィリピン

緊急時に提供
してほしい
内容と
表示方法

・具体的に行動を起こせるよう
に。外国人は地震に慣れて
いない

・“やさしい日本語”よりも，
キーワードが有効
・漢字もしくは英語が有効
・動画，イラストを活用
・“大変だ！”というアラート，
キャラクターが津波にのみこ
まれそうになる動画など
・地震，津波など，想定され
る災害状況と対処方法を事
前に用意しておいて非常時
にウェブサイトに掲載する

・今後の行動についての具体
的な指示をアナウンスしてほ
しい。「身の安全を確保」は
わかりにくい
・地域ごとの状況と対応方法
を提示してほしい（自分の行
動に直結する具体的な情報
が欲しい）
・字幕を多言語にする
・警報はアプリで
・大学に登録しておき，大学
から情報がくるようにする

・「情報が入り次第お伝えする」
はNG。「新しい情報がない」
ことを決まった時間に伝えて
ほしい
・色で表現（緊急度，震源地，
避難命令）
・ローマ字の表示も有効

・英語の字幕とキーワードで
表現
・スマホで Facebookを見る

緊急時の
母国語表記の
必要性

・中国語は必要（中国語・韓
国語・英語の報道が必要）

・英語と各国言語での報道 ・ポルトガル語の音声（英語，
ひらがなが読めない人も多
い）
・ポルトガル語のラジオ放送は
有効。存在を宣伝すべき

・英語表記が有効

提供方法

・“やさしい日本語”でのサイ
トのことをテレビでも知らせ
るべき
・日本語学校でパンフレットを
配る
・入国した時に空港でパンフ
レットを渡す
・市役所や区役所がパンフレッ
トを在日外国人に郵送
・日本語がわからない人はテレ
ビを見ない。スマホがよい

・区役所や日本政府が，定期
的に郵送，ダイレクトメール
などで情報を提供してほし
い
・特集番組を放送し，災害に対
する警戒心を持つことを促す
・スマホで「災害アプリ」を提
供
・全国区のニュースではなく，
近隣の区ごとの情報が欲し
い

・入国時に，日本の災害対策
を教えるべき
・スマホ「震災アプリ」を作る

・オフィスで働く人だけでな
くどこでも確認できるスマ
ホアプリが有効

・アプリで見たい
・多くの在日フィリピン人が
Facebook を使い，コミュ
ニティはつながっている

・Facebook などでの利用者
同士の情報交換よりも，日
本の公的機関（政府，区役
所など）が情報発信すると
信頼度が高まる
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（２）言葉の問題をどう乗り越えるのか

今回の調査の対象者は，50人のうちの10人
が大学に在学中であり，18人が大学院もしく
は大学卒で，全体的に高学歴であった。また
多くが，日本で就労して安定した収入を得てお
り，日本語会話も流暢で，日本の社会に馴染
んでいた。今後，日本で災害にあうことがあっ
た場合も，外国人専用の避難所があったとして
も選ばず，日本人と同じ避難所を選ぶ，という
意向のほうが多かった。それでも，やはり日本
語の壁を感じている。

大災害のように命に関わる非常事態では，
「なんとなくわかる」ではなく，確実に正しく理
解したいという思いが強い。在日外国人にとっ
て，緊急時には，母国語で正しく現状を把握
したい，という要望は強い。

“やさしい日本語”での情報提供について

将来的には外国人への災害情報伝達の一

つに発展させる可能性もにらんで，NHKでは
2012年4月から，その日のニュースの一部を“や
さしい日本語”に置き換えてインターネットで提
供する実験的な取り組みも始めたが，この取り
組みについてもほとんど知られていない。

グループインタビューの参加者に「NHK 
News Web Easy」のサイトを見てもらい，その
感想を聞いた。その主な発言をまとめたのが
表6である。
“やさしい日本語”の評価については賛否が

分かれるが，平時の勉強に利用するのとは違
い，災害時の情報源としては，現時点ではあま
り高い評価とは言えないようである。

改善点として，自由に出してもらった意見や
アイデアをみると，「読まなくても一目でわかる
ビジュアルな表現の工夫」「モバイル端末での
利用も想定したレイアウト」「母国語や英語の音
声での補足」などが挙げられている。

また，「敬語が使われることでわかりにくくな
る」「“十分気をつけて”とは具体的にどうすれ
ばよいのかわからない」といった声もあった。 

緊急時においては，日本語の文字を落ち着
いて読むことは困難との懸念を持つ人も多い。

ンガのようなものを入れたほうがいい」（中
国・女 20 代）

「漢字がわかる人は漢字で認識できるが，
震災時は不安が先立って，日本語を読む気
にはならないのでは」（中国・女 20 代）。
「普段の勉強の時はよいが，震災，緊急の
時に落ち着いて読むことができるかどうか
疑問。英語，中国語，韓国語など主な言
語があったほうがよい」（中国・男 50 代）。
「ブラジルの日系 3 世である私の世代では
ひらがな，カタカナが読める程度」（ブラ
ジル・男 40 代）。「日本語は読むのが難し
いし，疲れる。メールで使う簡単な単語ぐ
らい。読むより聞くほうが得意」（ブラジル・
男 40 代）

“やさしい日本語”でのニュースサイト
「NHK News Web Easy」

SEPTEMBER 2014



14 　SEPTEMBER 2014

たとえ“やさしい日本語”であっても，映像など
ビジュアルな補足や母国語，英語でのフォロー
が望まれている。 

では，“やさしい日本語”が不必要かといえば
そうではない。多くの回答者がSNSで情報を
得ると答えているが，日本語がわかる人が母国
語に翻訳して知り合いに広げるという「情報の
2 段階の流れ」においては活用される可能性が
ある。

さらに，将来の外国人への防災情報提供の
手段として検討されている，日本語の情報を

自動的に多言語に翻訳する場合，そのもととな
る日本語のメッセージはわかりやすく簡潔な表
現であることが求められる（目黒・沼田2014）。
その目的においては，“やさしい日本語”は，他
の様々な言語に自動的に翻訳するための基礎
情報になりうるのではないだろうか。

5．まとめと考察

（１）まとめ　

これまでみてきたグループインタビューの主

表 6　専用サイト「NHK News Web Easy」についての感想と改善のためのアイデア

中　国 韓　国 ブラジル フィリピン

認知
・テレビで紹介されていた
・以前使っていたが，今は使わ
ない

〈認知者なし〉 〈認知者なし〉 〈認知者なし〉

よい点

・普段の勉強の時にはよい
・日本語レベルの低い人に役立
つ
・読み上げの音声がゆっくりで
ありがたい
・言葉の色分け，意味の説明な
どはよい

・漢字が読めない人も多いので，
ひらがながあるのでよい
・普段の勉強に役立つ

・ひらがなは，日本語を勉強し
ている人は喜ぶ
・長期で避難所にいる外国人に
は役立つ

・ふりがながあるので，携帯で
入力すれば漢字が出てくる。
自動翻訳ソフトも使える
・オフィスで働いている人には
参考になる

よくない点

・震災時は不安で落ち着いて読
むことができない
・中国語や外国語のニュースを
探す
・音声が中国語ならよい
・年寄りにはひらがなでもわか
らない

・緊急時は母国語が安心
・漢字がわからない人はひらが
なもわからない
・タイトルが大きくて写真が見
えない

・もっとシンプルに伝わる方法
がよい
・日本語の不得意な人は，漢字
だらけだと目に入っても読ま
ない
・画面がシンプルではない
・どこをクリックすればよいか
迷う

・日本語を読めるフィリピン人
は限られる
・英語のほうがよい
・漢字が難しい
・地震発生時にパソコンで仕
事をしている人は見るかもし
れないが，現場や家にいる
人は見ない

改善案

・英語，中国語，韓国語など主
な言語のサイトは必要
・すぐに耳に入ってわかるニュー
スがよい
・敬語など難しい日本語でなく，
日常で使う誰でも理解できる
言葉を
・例えば
×お年寄り→「老人」
×亡くなった→「死んだ」
×避難→「逃げて」

・映像，アニメ，漫画，写真，
キャラクター，地震・津波・
火災のパターン画など，文
字でなく，ビジュアルで表
現してほしい
・簡単な日本語より一番大事な
情報をキーワードで伝える
・全部読めなくてもわかるよう
に

・日本語学校などでこのサイト
のことを教えてほしい
・留学生なら英語より“やさし
い日本語”のほうがよい
・写真，タイトル，内容を順番
に並べるなどの工夫を
・モバイル端末で見ると画面が
小さいので，文字よりも写真
や映像を見たほうが早く情報
を得られる
・“十分気をつけて”とは具体
的にどうすればよいのかわか
らない
・下線部分は英語での説明が出
たほうが役に立つ

・災害時は，母国語で詳しく知
りたい。ポルトガル語も必要
・“やさしい日本語”は面白味が
なければ見ない（コミュニティ
があるので日本語がわからな
くても生活できる）
・読むより聞くほうがよい
・トップページにポルトガル語で
聞けるというアイコンを大きく
表示する
・緊急の場合，書いてあるもの
を翻訳音声で聞けるとよい

・災害時は，英語のほうが早
い。英語は文字だけ見れば
読まなくても言葉の意味が
わかる
・日本語の下に英語が書いて
あったほうがよい
・右か左に，ミニディクショナ
リーがあるとよい
・『ひらがなタイムズ』のように
日本語，ふりがな，英語の表
記がよい
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な結果をまとめると，次のようになる。

○ 災害発生直後は，テレビ（特に NHK）へ
の期待は大きく，中でも映像で被害の状況
を確認したいという意見が多く聞かれた。

○ 災害発生時には，全体の状況だけでなく，
自分の生活圏の情報や，自分はどうすれば
よいのかという，次の行動を判断できる情
報が必要とされている。

○ 日本人は子供の頃から防災訓練などを受け
ているが，地震が少ない国の出身者は，災
害時の対処法がわからないのでパニックに
陥りやすい。特に，発災直後は，落ち着い
て文字を読むことができないので，どう行
動すればいいのか，どこに避難すればいい
のかを，わかりやすく（母国語やイラストな
どを使って）伝えてほしいという要望が聞か
れた。 

○ 避難所に入ることに，文化的な壁を感じる
外国人も多く，避難所のルールなどを知り
たいという要望が多く聞かれた。避難所で
日本人と一緒に復旧・復興に貢献したいと
いう声がある一方で，避難所生活の中で，
食料などが足りなくなった時に，外国人は
後回しにされるのではないか，また，復興
後も仕事を探す時に差別的な待遇を受ける
のではないかと心配している声も聞かれた。

○ 外国人の中には，一時的にせよ帰国する選
択肢があり，交通情報は，他のライフライ
ン情報より需要が高い。航空機の運航情
報や鉄道情報，出国・再入国のための手続
き事項，各国の大使館の支援情報なども関
心を持たれている。

○ 情報を収集する際は，様々なメディアを利
用する傾向にある。特に，被災後に，次の

行動や今後の生活方針を決める際には，テ
レビなどマスメディアの情報に加えて，SNS
などから，多角的に情報を集め判断するこ
とが想定される。

（２）多メディアで変わる在日外国人の姿

2012年の600人を対 象にした電 話インタ
ビューと，50人を対象にした今回のグループイ
ンタビューとでは，調査の母数や方法が異な
り，単純な比較はできないが，参考として，グ
ループインタビュー参加者のメディア環境を紹
介したい。

インタビュー参加者の情報収集行動の特徴
をみていくと，メディア環境の変化により，「災
害弱者」の姿も変化していることがわかる。図

3は1日のインターネット利用時間を聞いた結果
である。

中国と韓国の人は，「1〜3時間」が半数を
超え（ともに53.3%），「5時間以上」もそれぞ
れ20%いる。両国のインターネット利用率が高
いのは，2012年の調査でも示されたが（米倉
2012：66），大きな変化がみられたのは，ブラ
ジルとフィリピンの人である。前回の調査では，
ブラジル人はインターネットを「あまり／全く利
用していない」が40%，フィリピン人でも13%

30分未満

30分～1時間

1～3時間 3～5時間 5時間以上

フィリピン

ブラジル

韓国

中国 20.026.753.3%

20.013.353.313.3

30.010.020.030.010.0

40.020.020.020.0

（n=15）

（n=15）

（n=10）

（n=10）

図 3　1日のインターネット利用時間
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いたが，今回の調査では，1日1時間以上イン
ターネットを利用する人は，ブラジル人は60%，
フィリピン人は80%に上る。在日外国人の間
で，インターネットの利用がより身近になってい
ることがうかがえる。その背景の一つと考えら
れるのが，スマートフォンの普及である。

図4は，情報を得るためのツールについて聞
いた結果である。2012年の調査では，4か国
すべてで「テレビ」の割合が最も高くなってい
たが，今回の調査では，4か国とも，テレビと
同じか，それ以上にスマートフォンやパソコン
を利用していると回答している。

前回の調査では，韓国人では母国語のウェ
ブサイトやSNSの利用が54%であったが，そ
の他の3か国は5%以下であり，「インターネッ
トの利用環境がなく，主たる情報源がテレビ，
新聞といったマスメディアに限られるというケー
スもある」（米倉2012：67）とされた。

在日外国人にみられるスマートフォンの普及

やインターネット利用時間の増加傾向は，防災
情報提供を考える上で，考慮すべき重要な条
件であると考えられる。

災害時に信頼する情報源を聞いたところ，4
か国とも日本のメディアを信頼していることが
わかる。しかし，その一方で，日本のメディア
だけに頼るのではなく，母国のメディアやCNN
やBBCなど第三国のメディア，大使館など公的
機関，さらには知り合いからのソーシャルメディ
アによる情報など，多様なメディアから情報を
得て，自分の行動を判断しようとする姿勢がみ
られる（図5）。日本で就労・就学している人の
多くは，テレビ，インターネット，SNSなど各

図 4　情報を得るための利用ツール（複数回答）

図 5　日本での災害時に信用する情報源（複数回答）
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日本や母国以外の
国の大学・
研究機関

日本や母国以外の
国の政府・大使館

日本や母国以外の
国のメディア

母国にいる家族・
親戚・知人

母国の大学・
研究機関

母国の政府・
大使館

母国のメディア

日本にいる家族・
親戚・知人

日本の大学・
研究機関

日本政府

日本のメディア

中国（n=15）
韓国（n=15）
ブラジル（n=10）
フィリピン（n=10）

テレビ（有料放送）

テレビ（地上放送）

パソコン

タブレット

スマートフォン

携帯電話
（スマートフォン以外）

0 20 40 60 80 100（%）

中国（n=15）
韓国（n=15）
ブラジル（n=10）
フィリピン（n=10）
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種メディアとの接触を持っており，かつての「情
報弱者」とはその姿を変えている。

また，今回の調査を行う前には，学生と社
会人とではメディアの利用状況が大きく違うこ
とも想定していたが，今回の結果をみる限り，
世代による差異はほとんど見当たらず，すべ
ての世代でスマートフォンやパソコンを中心に，
インターネット利用が進んでいる。

そうした中で，今回の調査結果を受けて想
定されるのは，在日外国人にとっては，情報が
少ないことによる「情報の空白」だけではなく，
あふれる情報の中でどれを信用していいのかわ
からないといった状況に陥る可能性である。

3.11の際に，日本ではパニックを避けようとし
て，特に原発に関する情報開示に消極的な傾
向がみられたが，在日外国人は，日本や母国
のメディア以外にも，アメリカやイギリスのメディ
アを利用していた。こうしたことから，災害時
には，国内だけでなく，海外に向けて情報を正
しく伝えることが重要である。NHK放送文化
研究所の調査（木幡2012）によると，東日本大
震災時に，海外の放送局では，NHKの放送
映像を多く使っており，NHKが伝える内容が
彼らの報道内容に影響を与えていたことも推察
される。

日本から海外に発せられた情報が，また日
本にいる外国人に戻ってくるというように，グ
ローバル化，多メディア化の中で，災害情報が
複雑な動きをみせる。外国人への防災情報提
供は，在日の外国人のみならず，海外への情
報発信も考える必要がある。

最後になるが，今回の調査研究上の課題も
多い。何よりも本調査は，主な4か国のみの在
日外国人を対象としたが，実際は，国籍，言

語能力，職業などより多様である。
さらに，政府は日本を訪問する外国人旅行

者を増やす施策を進めており，2013年には初
めて年間の訪日外国人数が1,000万人を超え
た。中長期的に日本に在住する外国人に加え
て，旅行やビジネスで来日する人など，短期間
の予定で日本を訪れる外国人の増加も予測さ
れる。外国人旅行者は，日本語能力や災害へ
の予備知識の欠如などから，より一層の「情
報弱者」になるものと見込まれる。今後，旅行
者を対象にした情報行動調査も必要である。

在日外国人および海外からの旅行者に，的
確に災害関連情報を伝えるためには，テレビや
パソコン，スマホなど多様な情報収集ツールが
用いられることを前提に，放送に加えて，ソー
シャルメディアの活用や各国語アプリの開発な
ど，関係機関が連携して取り組んでいくことが
求められている。

（たなか たかのぶ）
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