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 1. 調査目的
国際化の進んでいる今日，大きな地震など

が起こった場合多くの外国人居住者も被害を
受ける。言語や習慣の異なる国々から来た外
国人居住者たちが，大地震などに際してどの
ような状況におかれ，どのように事態に対処
しているのかを正確に把握する必要性は増大
しているが，実際にそのような災害にあった
外国人を対象としたまとまった調査結果は，
これまでほとんどなかった。
そこで，放送文化研究所では，2004年10

月の新潟県中越地震で被災した在住外国人を
対象に，災害時における行動や情報ニーズな
どに関するアンケート調査を行った。以下，
その結果の主要なポイントを紹介しながら，
日本人と外国人では，大きな地震に直面した
時の反応や情報行動がどう違うのか，日本に
在住する外国人に対してどのような情報をど
のように伝えることがより効果的なのかなど
についてのヒントを探ることにしたい。

 2. 調査方法と回答者のプロフィール

この調査は，先月号の小誌に掲載された日
本人調査や今月号に併載されている被災障害
者への聞き取り調査と並んで，放送文化研究
所が中越地震発生後に行った一連の調査の中
の 1つである１）。今回，在住外国人に対して
行った調査としては，①質問紙調査と②ヒア

リング調査がある。

① 質問紙調査

新潟県中越地震で被災した 30市町村に外
国人登録している人は，昨年末現在で 4,964
人いる。多いのは中国人とフィリピン人で，
そのほかにブラジル人も少なくない。職業と
しては，留学生，企業で働く研修生や飲食店
に勤める人が多い。
そこで，調査相手の使用言語を考慮して，

日本語のほか，英語，中国語，タガログ語，
ポルトガル語の 4か国語で同一内容の質問紙
を作成し，3月から 4月にかけて，合計400
通を配布した。配布は長岡市国際交流セン
ター，役場や公民館で開く日本語教室（日本
人と結婚した女性），長岡市技術大学や国際
大学の留学生課などを通じて行い，最終的に
240 の有効回答を得た。地域・グループ別の
内訳を示しておくと，長岡市が 83人，同市
周辺の小千谷市や十日町市などが 71人，留
学生（魚沼国際交流協会，国際大学，長岡市
国際技術大学）86人であった（表1）。盛り沢
山の質問であったにもかかわらず，多くの
方々から回答をいただき，自由記述にも貴重
な体験や意見を記入していただいた。調査
相手の方々と質問文の作成や質問紙の配布な
ど，さまざまな段階でお世話になった方々に，
この機会に厚く御礼を申し上げたい。

在住外国人に災害情報はどう伝わったか
～中越地震被災外国人アンケートから～
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② 地震を念頭に置いていない外国人

地震被害への備えについていくつかたずね
た中では，「食料・飲料水などの非常持出品
を準備しておいた」という人が最も多いが，
それでも 25% というレベルであった。その
他のさまざまな点も含めて，大多数の外国人
在住者は地震に対する対策を行っていない。

② ヒアリング

質問紙調査に先立って 2004年12月20日と
21日に，中越地震で被災した新潟県在住の
外国人，7 か国の 14人に対してヒアリング
調査を行った。調査相手を選ぶに当たっては，
長岡市国際交流センターなどの協力を得て地
域的なバランスにも配慮して，長岡市から 4
人，十日町市から 5人，長岡市国際技術大学
から 5人を選んだ。

分析は主として質問紙調査の結果を用い，
適宜ヒアリングおよび日本人調査の結果と比
較対照しながら行った。

 3.　調査結果の概要
（1）地震直後の行動と母国における地震体験の有無

① 地震直後「何もせずに逃げた」が 38%

地震の激しい揺れがおさまった直後に，ど
うしたかという質問に対しては，「何もせず
に逃げた」（38%）という人が最も多かった。
直後の行動については日本人の回答結果と
異なっている点が多い。地震直後に「ラジオ
をつけようとした」と答えた人は，日本人の
11%に対して，外国人では 5%と少ない。日
本人の間では当たり前になっている「地震が
起こったらすぐ火を消す」（19%）というよう
な常識が，外国人には共有されていない（2％）。

　　　　　　　　国籍
グループ分け　　　　　　

韓国・
朝鮮

中国
（中国語）

アメリカ
（英語）

フィリピン
（タガログ語 /英語）

ブラジル
（ポルトガル語）インドネシア

タイ
（タイ語）

オーストラリア
（英語） ほか 無回答 合計

長岡市
人数 0 13 2 24 29 1 0 2 11 1 83
構成比 0.0% 15 .7% 2 .4% 28 .9% 34 .9% 1 .2% 0 .0% 2 .4% 13 .3% 1 .2% 100 .0%

小千谷市
十日町市など

人数 0 33 3 18 0 0 0 0 15 2 71
構成比 0.0% 46 .5% 4 .2% 25 .4% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 21 .1% 2 .8% 100 .0%

留学生
人数 2 26 2 1 0 7 11 0 37 0 86
構成比 2.3% 30 .2% 2 .3% 1 .2% 0 .0% 8 .1% 12 .8% 0 .0% 43 .0% 0 .0% 100 .0%

全体
人数 2 72 7 43 29 8 11 2 63 3 240
構成比 0.8% 30 .0% 2 .9% 17 .9% 12 .1% 3 .3% 4 .6% 0 .8% 26 .3% 1 .3% 100 .0%

表１　サンプル標本（国籍・地域）
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図 2　地震など災害に対しての対策
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③ 67%を占める地震の未体験者

自分の国で大きな地震の体験があったかどう
かをたずねた結果では，「あった」人が11%，「小
さな地震があった」が17%で，67%の人はまっ
たく体験がない。このことが，日本人と外国人
のさまざまな行動や心理の違いを生んでいる。

（2）避難

① 避難所を知らない率の高い外国人

地震が起きるまで「避難所を知らなかった」
割合は国内在住の外国人の場合，71% と半
数を大きく超えている。これに対して日本人
の場合は 46%で，その差が大きい。
実際に避難した場所としては，「学校や公

民館など地域の避難場所」が 32% で最も多
く，それに次いで「車の中」が 28%となって
いる。
この点については地域によってやや傾向が
異なり，小千谷市・十日町市では「車の中」に
避難していた割合が比較的多く，32%であっ
た。この地域に住む外国人の多くが日本人の
家族と一緒に住んでいて，家族が車を所有し
ている割合が高いことによるものと考えられ
る。逆に，学生の41%は，学校に避難している。
ヒアリングの結果でも，学校や大学を頼りに
するのが留学生の特徴である。

② 避難のきっかけは外国人同士の口コミ

避難のきっかけで最も多かったのは，「日
本人以外の知人や先輩に勧められて」（18%）
というもので，これに「職場で話し合って」
（16%），「近所の人の話」（13%），「家族で話
し合って」（12%）の話などが続いている。
日本人の場合と比較すると，日本人では「家

族」（61%）や「近所の人の話」（35%）が多く，
周囲との人間関係の違いが感じられる。また，
土曜日の夕方に地震が発生したにもかかわら
ず，外国人被災者の中には職場で働いていた
割合が高い。被災時の状況もこういった回答
の違いと関係しているかも知れない。

③ 持ち出した携帯電話とパスポート

避難するとき持ち出したものをたずねたと
ころ，「携帯電話」（47%）と「パスポートや
外国人登録証明書など」（45%）が上位を占め
た。パスポートとは，“帰国に必要なもの”
でもあり，帰国するべきかどうかを悩んだ人
が多かったと思われる。
携帯電話は日本人調査でも 55% の人が持

ち出しているが，「携帯ラジオ」については

図 3　母国での地震体験
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図 4　避難したきっかけ（複数回答）
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日本人の 34%に対して外国人は 13%で大き
く違い，「災害時にラジオを携帯する」とい
う行動が見られない。

（3）情報行動とメディア情報の評価

① まず知りたかった地震規模と余震情報                      

「地震が起きた 23日夕方から翌日の夕方
にかけて，一番知りたかった情報は何か」と
たずねたところ，「地震の規模や震源地など
の情報」（36%）と「余震に関する情報」（30%）
が上位を占めた。次いで多かったのは「水
道や電気などのライフラインに関する情報」
（20%）と「家族・知人・親戚などの消息」（13%）
だったが，上記の「地震規模」や「余震情報」
に比べると 10 ～ 20 ポイント少ない割合に
なっている。
日本人との比較では，外国人の方がより早

い時点からライフラインの心配をしていると
いう点が特徴的である。先月号の報告でも紹
介されているように，日本人の場合には地震
発生直後ではなく，2～ 3日後からライフラ
インを気にするようになるという傾向が見ら
れるが，外国人の場合には発生後1日の時点
で上記のように 20%に達している（同じ時期
の日本人では 10%である）。
ヒアリングの結果では，どのグループでも

ライフライン，交通，支援などについての情
報欲求が強かった。具体的には以下のとおり
である。
交通情報：もっとわかりやすく説明してほし
い。外国人には，日本語の地名は難しく，わ
からないことも多い。交通情報，新幹線情報
などを詳しく知りたかった。
天気情報：11 日間避難生活を続けた留学生
グループは，テント生活をしていると天気情

報はできるだけ詳しく知りたいが，そういう
情報が少なかったと述べた。
生活情報：同じグループでは，ガス，水道以
外にも，いつ電気が入るかということを特に
気にかけていた。また，トイレの問題には一
番困ったと言っている。特に留学生のグルー
プで不安の訴えが目立ち，メディアに対して
は，被災時の対応，震災後の避難生活に役立
つ情報を教えてほしいとの要望があった。

② メディアに匹敵する口コミによる情報伝達

震災後，知りたかった情報を「十分」また
は「ある程度」知ることができた人に，何に
よって知ることができたかを複数回答でたず
ねた結果からは，ロコミによる情報伝達が大
きな役割を果たしている様子がうかがえる。
選択肢ごとに見ると，第1位は「NHKテレ

ビの報道」（28%），第2位は「日本人の近所
の人や避難所にいた人の話」（27%），第3位
は「日本人以外の知人や先輩の話」（17%）な
どとなっている。
上記の「NHKテレビ」のほかに「ラジオ」，

「民放テレビ」などのメディアが知りたかっ

図 5　地震直後に一番知りたかった情報（複数回答）
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た情報を伝えているが，「近所の人」，「日本
人以外の友人」，「携帯電話（通話）」という口
コミも上位にあがっている。「コミュニケー
ションの 2段階の流れ」という指摘にもある
ように，ここでもパーソナル・コミュニケー
ションが大きな役割を演じている。この傾向
は，外国人コミュニテイーを中心に生活する
留学生や同じ職場で働くブラジル人など長岡
市の外国人で目立つ。

③ ラジオより役立ったテレビ 

似たような内容の質問であるが，「今度の
地震災害についてもっとも役立つ情報を手に
入れた手段」を複数回答で聞いた結果では，
「NHKテレビ」が 26%で第1位を占めた。こ
れに続いては「近所の人や避難所にいた人の
話」が 20%，「自分で歩き回るなどしてみて」
が 14% で，「NHKラジオ」は 10%，「民放ラ
ジオ」は 4%であった。地震直後の日本人と
外国人の行動を比べても，災害時にラジオか
ら情報を得ている外国人の割合は，日本人よ
りも少ない。

④ 在住外国人と新聞

新聞はテレビと違い，手もとに置いておけ
ばいつでも読める，情報に網羅性がある，容
易に一覧できるなどのメディア特性がある。
しかし，今回の地震を取り上げた新聞をどの
程度読んだかという問いに対して，「新聞を
ほとんど読まなかった」と答えた人が 45%，
「あまり読まなかった」人が 14% で，合計
58%の外国人は，新聞を読んでいない。
日本人の場合，「よく読んだ」人が 55%，「と

きどき読んだ」人が 26%いるが，在住外国人
の割合は，「よく読んだ」人の割合は 12%で，
ずっと少ない。

⑤ 外国人に届かない自治体の災害情報

今回，テレビやラジオ，新聞，県・市町村
などが地震に関する情報を伝えたうちで，ど
こからの情報が役に立ったと思うかとたずね
たところ，「NHK総合テレビ」と答えた人が
50%を占め，第2位の「NHK BS の英語ニュー
ス」（22%）に大差を付けて第1位となった。
それ以外のポイントとしては，テレビに次い
で新聞とラジオが役に立ったと評価されてい
るが，ホームページが役立ったという人は少
なく，官庁・自治体から放送局・新聞社のホー
ムページに至るまで最大でも 2%程度しかい
ない（図7）。
これに関連して，地震直後に「避難しよう

と判断したきっかけは何だったか」とう質問
に対する回答を見てみると，「自治会や町内
会からの情報」と答えた人の割合は，日本人
では 27% であるが，外国人では 4% に過ぎ
ない。また「市役所や町村役場から日本語の
情報」も 5%というレベルである。

図 6　何によって情報を知ったか（複数回答）
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⑥NHKテレビに対する評価と期待

今回の地震に関する NHK の報道につい
て，全体的な評価をたずねたところ，「大い
に評価する」が 23%，「ある程度評価する」が
54%で，合計77%の在住外国人はNHKの地
震報道を肯定的に評価している。
また，「NHK BS の英語ニュース」，「テレ

ビ画面の文字情報」（漢字を読める中国人が
特に評価している）や「通常の番組を中止し
て流す被災地向けのニュースや番組，おし
らせ」，などの具体的な項目についての評価
を求めた結果は，図8のようになっている。
項目によって若干の傾向の違いはあるが，
NHKの地震報道は多くの在住外国人から肯
定的な評価を受けている。

（4）言葉の壁

① ラジオの地震情報を理解するのは難しい

これまでに見たように，テレビの地震報道
は多くの在住外国人から支持されている。そ
れに対して，一般には「地震時に活躍するメ
ディア」と受け止められているラジオはいま
ひとつ「役に立つ」と認識されていない。そ
れはなぜなのか。
今回の地震を取り上げたラジオのニュース

や番組を「（よく+ときどき）聞いた」外国人に，
「ラジオで市町の防災・避難情報」をどの程度
理解できたかたずねたところ，「不自由なく
わかった」と答えた人は 6%，「だいたいわかっ
た」という人が 25%だった。多少なりともラ
ジオを聞いた人々の中だけでも，他の約70%
の人々はラジオの日本語理解になんらかの困
難を感じていることが読み取れる。ヒアリン
グでは，「テレビなら，言葉が 100%理解でき
なくても，映像によって理解できることが少
なくないが…」という発言が多かった。

図 7　災害情報で役立ったメディア（複数回答）
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図 8　NHKの評価
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2

15

4

7

37 38 4 14 7

28 30 3 31 8

15 10

2

4 62 7

23 24

11

44 8

大いに評価する

（「大いに」＋「ある程度」の多い順）

ある程度評価する あまり評価しない

まったく評価しない 見なかった 無回答

NHKの報道（全体）

NHKのテレビの
文字情報

テレビを中止した
被災地向けのニュース

ラジオを中止した
被災地向けニュース

携帯電話で見る
ホームページ

BS英語ニュース

23% 54 7

0

0

0

13

18 47 11

2

15

4

7

37 38 4 14 7

28 30 3 31 8

15 10

2

4 62 7

23 24

11

44 8

大いに評価する ある程度評価する あまり評価しない

まったく評価しない 見なかった 無回答
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② 最大の理由―言葉

上記の質問とは別に〈テレビ番組の理解度〉
をたずねているが，その質問に「だいたいわ
かった」，「あまりわからなかった」，「ほとん
どわからなかった」と答えた人に，「その情報
を知ることができなかった主な理由は何か」
をきいてみた。その結果は図10のとおりで
ある。これを見ると，やはり外国人にとって
言葉が大きな障壁になっているようである。

③ 英語ニュースと“精神安定剤”的効果

災害情報の内容にかぎらず，「NHK BS の
英語ニュース」を評価する人が多い。フィリピ
ンの回答者では，英語が日常生活の中で用い
られているので，彼らにとって英語は母国語
に近いものであり，BSの英語ニュースに親し
みを感じるのは自然なことである。しかしほ
かの国から来ている人びとも含めて，46%の
在住外国人は，NHKのBS英語ニュースを評
価している。ヒアリングの結果によれば，そ
の理由は，英語の放送の方が一般に日本語放

送よりはなじみやすく，情報を与える役割以
外にもある種，精神を安定させるような効果
をもっているところにあるらしい。特に郡部に
日本人家族と一緒に住む外国人の“お嫁”さ
んの中では，「歌でもかまわないので，英語か
母国語を聞くことができれば，それだけで安
心する」というふうに答えた人が少なくない。
在住外国人は，心理的なケアという側面でも，
多言語メディアの効果を高く評価している。

④「母国語でニュースが聞けたら…」

　  ―災害情報と在住外国人のニーズ

アメリカに在住する日本人のすべてが英語
に堪能でないように，日本に居住している外国
人が皆日本語をよく理解できるわけではない。
とりわけ震災時などに際しては母国語で情報
を知りたいという気持ちが強まる。
今回の震災に際して，「母国語で情報を知

りたい」と思ったかどうかをたずねた質問で
は，56%の人が「とても」そう思ったと答え，
21%の人が，「少し」そう思ったと答えている。
「母国語の情報」を望む割合は，どの地域や
グループでも同様に高い水準である。
また，これからの震災情報をどのような形
で伝えてもらいたいかという問いに対しては，
52%の人が「母国語によるニュース」を，19%
の人が「もっと簡単な日本語の震災ニュース」
を希望している。母国語によるニュースを望
む傾向は，「長岡市」「小千谷市・十日町市」
「留学生」のいずれのグループでも高い。ヒア
リングでは，「日本だから母国語の放送は，高
望みかもしれないが…」とか，「英語だけでも
できれば…」（フィリピン人）や「文字情報さ
えあれば…」（中国人）と日本人と結婚した女
性たちは，控えめに要望を述べていた。

図 9　ラジオで市町の災害情報が分かったか

不自由なく分かった

大体分かった

余り分からなかった

ほとんど分からなかった

無回答
％

不自由なくわかった

大体わかった

あまりわからなかった
ほとんど
わからなかった

無回答 25

22

39

8

6%

図10　テレビがわかりにくい理由
興味のない内容だった

言葉がわからない

言葉が早すぎて
わからなかった

難しい言葉が
多かった

話せても漢字を
読めない

5

28%

26
24

言葉が分からない

言葉が早すぎて、分からなかった。    

難しい言葉が多かった

話せても漢字を読めない

興味のない内容だった

図１０　テレビが分かりにくい理由

％

17
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 4.　考察と今後の課題
紙数の関係で詳しく紹介することはできな

いが，長岡市とその周辺に居住している外国
人の属性ならびに人間関係は，地域によって
かなり異なっている。極めて粗いスケッチを
試みるなら，都市部には外国人コミュニティ
を有し同じ会社で働いている勤め人グループ
が存在するし，ほとんど大学しか知らない留
学生の一群もいる。それに比べると例えば，
郡部の農家に嫁いだ外国人女性の場合には日
本人コミュニティとの関係の深さが違う（ヒ
アリングでは，災害の体験を通して，最も精
神的な被害を受けたのは，このグループと留
学生のグループであるように感じられた）。
それぞれの属性や置かれている環境によっ
て，情報行動も必要とする情報の形態も極め
て多様化している。
そういった条件を考えると，日本在住の外

国人にどのような災害情報を伝えればよいか

という問題に対する回答も，一通りのもので
はないが，これまでのアンケート調査やヒア
リングの範囲で，あえてまとめれば，次のよ
うになるのではないかと思われる。

（1）地震体験のない人に何を伝えればよいのか

今回の調査で明らかになったポイントの一
つは，国内に居住する外国人の多くが地震体
験を持たない人々だということである。その
ことは，例えば，地震に対する物的な備えの
有無ということに影響しているし，事態の理
解や心構えの面でも，日本人の場合とは異な
る情報提供が必要であることを示している。

（2）メディア特性の再検証を

災害時にも多くの外国人被災者はテレビの
映像や文字で状況を理解しようとしている。
そのようなニーズに応えて，「さまざまな視聴
者に理解されるテレビ」，「非常災害時にも見
えるテレビ」を目指す努力が求められている。
いうまでもないことであるが，これは，いか
に取材してテレビで放送するかという取材・
制作の努力だけではすまない。地震の時にも
壊れにくく，停電していても長時間見続けら
れるようなテレビを開発し，それが使用でき
る環境を維持するための，技術革新やインフ
ラ整備なども必要になる。それらによって初
めて，映像と文字情報でも理解を助けられる
テレビ災害情報が，外国人だけでなく，より
わかりやすい情報の提示を必要とする日本人
視聴者に対してもサービスとして可能になる。

（3）やさしい日本語や外国語による情報の伝達

平凡な事実であるが，やはり外国人居住者
には，多かれ少なかれ，日本語の理解力とい

図11a　災害情報への要望（全体）

52% 母国語による
ニュース日本語の文字による

情報発信

そのほか
無回答

19

4

11

9
5

もっと簡単な日本語
の震災ニュース

このままの
放送でいい

図11b　災害情報への要望（地域別）

長岡市，周辺

郡部

留学性

59% 1313

48 20

5 5 5

66 16 6

49 23 82 13 5

母国語によるニュース もっと簡単な日本語のニュース
日本語の文字による情報伝達 このままの放送でよい
そのほか 無回答
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う問題が存在しているということである。こ
こから導き出せることは，わかりやすい，や
さしい日本語の表現に努めなければならない
ということである。
しかし，外国人視聴者に最も効果的と思わ

れるのは，何と言っても，外国語による災
害情報サービスである。この点については，
NHKの内外でさまざまな検討が行われてい
る。それらの一部を紹介しておこう。
まず，NHKでは，津波警報と東海地震の警
戒宣言の場合は，テレビの副音声チャンネルで
英語による情報が流れるシステムになっている。
また，外国人の多い地域の災害の場合は，普段
放送されているラジオ第2放送の外国語の定時
ニュースの枠を拡大することも議論されている。
また，「被災者のための情報提供」を行うツー
ルとして，デジタル特有の放送機能を利用す
る可能性を探っている。実用化試験段階にあ
るデジタルラジオでは「多言語気象情報」をシ
ステム化して複数言語の音声同時放送を行っ
ている。さらに被災地のライフライン情報を
データベース化し，複数言語の音声や画像，
文字データを自動的に生成するような放送シ
ステムを開発することで，省力化と速報性を
担保しつつ，外国人向けの放送を充実させる
ことができるのではと考え，研究を行っている。
総務省の外郭団体「自治体国際化協会」で

は，今年度から多文化共生促進事業として，
災害時の多言語情報提供システムや人材育成
カリキュラムの整備に取り組んでいる。同協
会が直接関係する自治体と国際交流協会は
61団体だが，全国には市・町が設置した国
際交流協会が約900 あり，災害時には通訳ボ
ランティアのコーディネートや情報の収集と
配信で活躍する。今回の地震では，地域コミュ

ニティ FMでの 4 か国語の情報提供に協力
した。放送電波を持たないために，災害が起
きた時の人材の提供など，メディア機関と連
携した体制が望まれている。

阪神大震災に際しても，外国人被災者への
災害放送の問題は，NHKだけでなく民放も
含めて，さまざまな形で検証され議論されて
きた。当時は，「多言語」放送のニーズがあっ
ても，「通訳できる人材が揃わない」，「既存
の放送電波では，難しい」などの理由で実現
することは困難だった。しかし，その後，メディ
ア環境は大きく変化している。放送では難し
いとされてきた多言語による情報の伝達も，
デジタル化などメディア状況が飛躍的に進ん
できている現在では，当時の課題や問題点の
一部を補完できる可能性が出てきている。
東海地震などの大地震が，近い将来起こる

可能性が高いと指摘されてすでに久しい。公
共放送のNHKとしては，中越地震の教訓を
生かし，震災時の一層効果的な情報伝達に努
めなければならない。その際に日本人視聴者
だけでなく，国内に多く在住するようになっ
た外国人視聴者に対する情報伝達を視野に入
れることによって，複数のメディアを使い分
けてそれぞれに最も効率よく情報を伝えるた
めの条件を検討すべき段階にきているのでは
ないかと考えられる。
（ロドリグ・マイヤール /よこやま　しげる）

注
1） 宮本克美「被災者に災害情報はどのように伝
わったか～新潟県中越地震 意識調査とヒアリ
ング調査から～」，『放送研究と調査』，平成 17
年 8 月号。坂井律子「障害者に災害情報は届い
たか～中越地震被災の視覚障害者・聴覚障害者
聞き取り調査から～」，本号。


