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卒業研究要旨 
 
 
 
本研究では、地震災害時に伴う地震災害情報について、広報伝達媒体であるインターネ

ットに着目をし、自治体ホームページで公開されている地震災害情報を調査・分析する。 
 まず、地震災害情報とは「災害に関する諸情報」のことをさす。本研究では、小田貞夫

の提唱した地震災害情報を参考にする。小田貞夫は地震災害情報を地震情報・行動指示情

報・被害情報・安否情報など 9 種類の情報からなるものとした。また、本研究では、地震

災害情報の重要な要素として災害プロセスと災害に関わるセグメントに着目する。災害プ

ロセスとは、災害による被災地の変化を時間軸で区切ったものである。本研究では角本繁

が提唱する 5 つのプロセスを参照した。本研究における災害に関わるセグメントとは、地

震災害情報を必要とするユーザであり地震災害情報を発信する際のターゲットユーザのこ

とである。本研究では市川彰のあげたターゲットユーザをもとに、被災地内セグメントと

被災地外セグメントとそれらに属する 9 種類のセグメントを設定した。 
 そして、実際に 14 の自治体を選び、自治体のホームページで公開されているホームペー

ジの災害に関連する情報について分析を行った。その結果、自治体で公開されている情報

には、地震関連情報・行政・過去の災害・防災知識・防災関連組織・その他など情報があ

り、それらを Web 情報分析項目とし、自治体ホームページの情報を Web 情報分析項目に分

類した。都県・市区ごとに分析結果をみたところ、全体の情報量の平均は都県よりも市区

のほうが多かった。特に、地震関連情報・行政・防災知識に分類された情報が多かった。 
 Web 情報分析項目に分類した情報を用いて、Web 情報分析項目のうち防災知識に分類さ

れた情報に対して、災害プロセスと災害に関わるセグメントが情報内容に反映されている

か分析を行った。その結果、災害プロセスでは各自治体において 5 つのパターンがあるこ

とがわかった。また、災害に関わるセグメントでは自治体ホームページでは被災地内セグ

メントに対して主に情報提供を行っていることがわかった。 
 本研究では、これらの結果から自治体ホームページのあり方を考察した。 
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第 1 章  
序論 

 
 
 
1-1.研究の背景 
災害時の情報伝達手段としてインターネットが注目されている。現在、インターネット

は多くの家庭に普及し、私たちにとってとても身近なものになっている。インターネット

は情報伝達を効率化し、ブログ等のサービスによって情報の発信・管理・蓄積が初心者で

も容易にできるようになった。こういった技術を利用して、多くの自治体がホームページ

で災害情報を発信する仕組みを整えている。 
 インターネットを利用し実際に自治体が災害情報を発信した例として、2004 年に発生し

た新潟県中越地震*1が挙げられる。当時、新潟県は県庁ホームページで災害発生後４時間に

はPC版と携帯版の災害関連ポータルサイトを開設し、情報発信を行った。また、県内の市

町村でも被災状況に応じてインターネットによる情報発信を行った。他にも、被災地の小

中高の約 300 の学校の 20％が地震に関する何らかの情報発信を行った。例えば、被災地域

にある小学校では「震災日記」と題し、ほぼ毎日、学校や校区の被災の様子や子供たちの

写真を掲載して情報発信を行った。 
しかし、自治体ホームページで掲載されている災害情報は雑然としている場合が多い。

例えば、提供する情報のターゲットユーザが不明確であったり、「拉致関連情報」、「海岸か

らの漂流物」といった災害情報と危機管理情報が混然としたまま情報が公開されていたり

する。インターネットによる情報発信では、リンクをたどりながら求める情報にたどり着

くための能力がユーザに求められる。そのため、掲載されている情報が雑然としている状

態は、ホームページを訪れたユーザにとって適切ではといえる。 
 
 
1-2.研究の目的と方法 
 そこで、本研究では、地震災害を対象とし、被災時に自治体ホームページが果たす役割

を明確にし、求める情報が得やすい自治体ホームページのあり方を明らかにしていくこと

を目的とする。そして、この目的を達成するために 2 つのアプローチを設定し、それにも

とづき調査を行う。 
 まず、１つめのアプローチとして平常時から発災、復興にいたるまでの一連の災害プロ

セスにおいてどのような災害情報が必要となるのか調べる。また、災害によって影響を受

ける人々にとって必要となる災害情報を調査する。 
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 そして、２つめのアプローチとして実際に自治体ホームページで発信されている災害に

関する情報を分析する。それによって、自治体ホームページが防災活動においてどのよう

な役割を果たしているのかを調査する。 
 これらを通じて、人々が求める災害情報とホームページで公開されている Web 情報との

関係を調査し、地震災害・防災における自治体ホームページのあり方を探っていく。 
 
 
1-3.論文の構成 
 本論文は、全 5 章から構成される。 
 第 1 章では、研究の背景や目的、方法を述べた。 
 第 2 章では、1 つめのアプローチについて論じる。地震災害において、平常時から発災、

復興にいたるまでの一連の災害プロセスで人々がどのような災害関連情報を求めるのか調

査を行う。 
 第 3 章では、2 つめのアプローチについて論じる。自治体ホームページで発信されている

災害に関する Web 情報を分析する。 
 第 4 章では、2 章・3 章で述べてきたことを元に、自治体ホームページが災害・防災活動

にどのような役割を果たしているのか論じ、自治体ホームページのあり方について考察を

していく。 
第 5 章では、本研究の成果についてまとめ、今後の研究課題について述べる。 
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第 2 章  
地震災害情報の体系 

 
第 2 章では、地震災害情報についての定義や地震災害情報に関係する要素となる災害の

プロセスとセグメントについて論じる。 
 
 
 

2-1.地震災害情報の概要 

2-1-1.地震災害情報の定義 
一般に地震災害情報とは、文字通り「地震災害に関する諸情報」をさす。本研究におい

ては、地震災害情報を「地震災害にかかわる人々が求める地震災害に関する諸情報」であ

ると定義する。また、対象とする災害を地震災害に限定しているため、以降から｢地震災害

情報｣を「災害情報」と略して記述する。 
 
 
2-1-2.災害情報を構成する情報項目 
三上俊治と小田貞夫は、「災害情報と社会心理」[1][2]において災害情報を構成する情報項

目に関して次のものをあげている。 
 

表 2-1-三上[1]があげた災害情報を構成する情報項目 

災害情報を構成する情報 

情報項目名 内容 
予知情報 災害が発生する前兆や、発生予知などに関する情報 
災害因情報 災害を引き起こす原因となる自然または人為的原因 

（台風、地震、津波、爆発など）の 
規模、発生場所、発生原因、メカニズムなどに関する情報 

被害情報 災害発生による被害の情報 

治安情報 被災地の治安に関する情報 
安否情報 災害が発生した際の安否確認に関する情報 
生活情報 被災者の生活にかかわる情報 
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表 2-2.小田[2]があげた災害情報を構成する情報項目 

災害情報を構成する情報 

情報項目名 内容 
地震情報 災害原因である地震に関する自然科学的な内容の諸情報 

（規模、震源、余震の見通し、特徴、メカニズム…） 
行動指示情報 被災時の行動を指示する情報 

（呼びかけ、電気・ガス、子供の保護、応急手当） 
被害情報 住民・建造物等の被害の情報 

（死傷者・火災の発生、建造物・構造物の損壊状況） 
安否情報 被災に関する人・組織の安否に関する情報 

（家族、知人の安否） 
救出・救援情報 避難や救助などに関する情報 

（避難状況、消火、救出活動、救援物資） 
ライフライン情報 ライフライン・インフラ等の復旧に関する情報 

（電気・ガス・水道・電話・交通機関・道路などの復旧） 
生活情報 医療・物資等の生活に関する情報 

（医療・物流・教育・入浴・ランドリーなどのお知らせ） 
復興情報 国・県・市町村・住民の復興に関する情報 

（国・県・市町村の復興計画、地域の防災計画） 
啓発情報 災害による被害を抑えるための情報 

（災害の危険・防災の心構え） 

 
 三上俊治は災害情報項目を単純化してあげているのに対し、小田貞夫は災害情報の具体

的な内容などを記し、より実社会に近い形の情報項目をあげている。 
 よって本研究を行うにあたっては、小田貞夫があげた災害情報が適切と判断し、小田貞

夫があげた災害情報を構成する情報項目（以降、災害情報項目）にもとづいて研究を行う。 
 
 

2-2.災害情報に関わる災害プロセスと災害に関わるセグメント 

災害情報に密接に関わる要素として、災害プロセスとセグメントがあげられる。 
災害プロセスとは、災害発生から復興にいたる一連のプロセスのことで、災害による被

災地の変化を時間軸で区切ったものである。災害発生時より時間経過に従って被災地の状

況やそれに伴う情報処理に対する要求は変化する。ただし、このプロセスという概念はあ

くまでも発災から復興にいたるまでを全体的に捉えたものであり、時間的に内容が明確に
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区分されるわけではない。 
災害に関わるセグメントとは、災害情報を必要とするユーザの区分であり、災害情報を

発信する際のターゲットユーザであると規定する。（以降、災害に関わるセグメントをセグ

メントと略して表記する。） 
阪神淡路大震災の教訓のひとつとして、防災は自然科学的な取り組みだけでは不十分で

あり、実際に災害を体験する被災者や地域社会の防災からの復興問題を扱う社会現象とし

ての防災の側面を考慮に入れて、はじめて完全なものとなることが言われている。そして

そのために、セグメントに属する人が何を感じ、何を考え、どのように行動するかが重要

な要素の１つとなった。 
プロセスとセグメントは、密接に関係しており、両者は相互影響する関係にある。人々

は、刻々と変化する状況（環境）において、瞬間、瞬間に異なる状況の中に身をおきなが

ら、それぞれの状況に順応しつつ生活を送っている。災害によって日常生活が崩壊するな

ど、状況が大きく変化する場合には、セグメントはまず新しい状況についての再認識を行

おうとする。そしてそのために必要な情報を収集し、新しい状況に対処するために必要な

順応行動を取ろうとする。 
人々が具体的にどのような情報を求めるのかは再認識すべき状況のあり方によって異な

る。人々の状況はそれぞれ異なるため、その状況によって災害時には、「近い将来における

災害発生の危険」「起こったばかりの災害の規模、原因など」「被害の程度」「家族、友人、

知人の安否」「安全確保の方法」「生活物資の供給状況」「ライフラインの復旧状況」など、

さまざまな情報が必要になるである。そしてそれは、被災者の情報ニーズと直接的に結び

ついている。つまり、セグメントの再認識すべき状況に応じて、情報ニーズが発生するの

である。そのため、セグメントが状況を再認識するために必要な情報は、状況の変化が激

しいほど多く必要とされる。そのため、災害プロセスにおいて特に短時間の間に激しく状

況が移り変わる混乱期・初動期と、それに比べプロセスに多くの時間を有する復旧期・復

興期では、必要とされる情報の量や質が変化する。 
 
 
 

2-3.災害情報と災害プロセス 

2-3-1.災害プロセスの概要 
災害プロセスに関しては、角本繁が「総合防災学への道」[5]において提唱した災害プロ

セスがあげられる。 
角本繁は情報通信の視点から災害のプロセスを捉え、混乱期、初動期、復旧期、復興期、

平常期の 5 つに分類した。平常期は発災まで継続するため、これら 5 つの期は常に循環し

ていることになる。角本繁が提唱した災害プロセスの詳細を以下に記す。 

 5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【混乱期（主に災害発生より数日間）】 
 被災地の情報システム、電力や電話などのライフラインは破壊的な打撃を受け、情報網

は寸断されている。破損しなかった携帯型パソコンなどの情報機器が集められたり、被災

地へ運ばれたりしたら、情報収集・分析活動が始められる。ここで情報システムに求めら

れることは、安否確認、救助支援、避難所の割り振りなどである。 
 
【初動期（主に混乱期後から数週間）】 
 無線通信や衛星通信などによる仮説の通信網ができ、仮設電源で情報拠点が設けられる。

情報システムには、家屋・道路・ライフラインの被災状況の整理、ボランティアなどの支

援体制の確立、復旧計画策定の支援などが求められる。 
 
【復旧期（主に初動期後から数ヶ月）】 
 電源や通信網などの情報システムを支える環境は復旧している。収集された被災情報を

元に、罹災証明などの各種証明書の発行支援、ライフラインや道路の復旧状況のモニタリ

ングと復旧計画の策定支援が行われる。 
 
【復興期（主に復旧期後から数年後）】 
 災害状況・復旧状況の整理分析、風土・地域の立地条件などによる災害分析や再開発計

画立案などの支援が行われる。また、被災地区の再測量などの基礎データ収集がなされる。 
 
【平常期（復興完了後）】 
 住民移動の把握、家屋や土地などの固定資産管理、道路や公共施設の維持管理などの支

援が行われる。これらのデータを利用して地域を分析することで安全な街にするための都

市計画がなされ、新たな防災基礎データが構築される。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
また、災害プロセスとして、他にも林春男による見解[3]や危機管理の時系列展開[4]の報

告がある。 
災害情報を捉える上で、情報通信技術や情報伝達手段は重要な要素となる。特に本研究

においては、災害情報の伝達手段として自治体ホームページに着目をする。そのため、本

研究では、情報処理に着目してプロセスを捉えた角本繁の提唱した災害プロセスが適切と

考え、これを採用する。 
 角本繁の災害プロセスから、発災から日数を経るにしたがい、利用できる情報基盤は増

加することがわかる。山田肇は災害直後の情報流通基盤の容量について、「災害と情報アク

セシビリティ」[6]において、図 2-1 のように示した。 
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図 2-1.災害直後の情報通信基盤の容量の推移（山田肇） 

 
図 2-1 は、山田肇があげた災害直後からの情報通信基盤の容量を模式的にあらわしたもの

である。縦軸は情報流通基盤の容量、横軸は災害発生から始まる時間経過を表している。

角本繁が提唱した災害プロセスで述べたように、災害直後（初動期）には、電力や電話な

どのライフラインは破壊的な打撃を受け、情報網は寸断されていることから、電話や携帯

電話、インターネット等が不通になる危険性が高い。その後、ライフラインの復旧にとも

なって、情報流通基盤も利用可能になっていき、復興期には利用可能な情報流通基盤の容

量は最大になると山田肇は述べている。 
 また、山田肇は情報の発信元に関して時間を経るにしたがって、民から公へ移行すると

している[6]。山本肇が情報の発信元を「公」と「民」に分けて、その相対的名割合を書い

た図 2-2 を次に示す。図 2-2 は、情報の発信元の構成について、横軸を時間経過としてその

推移を表したものである。 
 

 
発          時間経過 

         災 

 
図 2-2.情報の発信元（山本肇） 

 
山田肇は、被災直後の情報の発信元は、災害直後は人々の安否確認や被害状況等の連絡

が多くを占め、復旧や復興が進むにつれて、流通する情報の多くは自治体や公共事業、あ

るいは企業から発信されるものに変わっていくとしている。 
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2-3-2.災害情報と災害プロセス 
小田貞夫の提唱した災害情報項目を、災害プロセスに関する林春男による見解[3]や危機

管理の時系列展開[4]を参考に、角本繁の提唱した災害プロセスに当てはめると、図 2-3 の

ようになる。 
 

 

 
図 2-3.災害プロセスと各災害プロセスで必要となる災害情報 

 
 図 2-3 より、災害プロセスにおいて必要とされる情報の種類が多いのは、混乱期と初動期

である。また、初動期から復興期、平常期にプロセスが進むにつれ、情報の種類が減少し

ていくことがわかる。 
 
 

2-4.災害情報とセグメント 

2-4-1.災害に関わるセグメントの概要 
 災害に関わる組織・人間は多数存在する。 
市川彰[6]は、災害情報のターゲットユーザとして研究上で以下のものをあげた。 
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図 2-4.災害情報のターゲットユーザ（市川彰[6]） 
 
 本研究では、市川彰が提唱した災害情報のターゲットユーザについて、さらに情報ニー

ズが同類のものをまとめ、セグメントと規定する。本研究におけるセグメントを図 2-5 のよ

うに規定する。セグメントには、被災地内に存在するセグメントと、被災地外に存在する

セグメントの 2 種類あることから、被災地内に属するセグメントを被災地内セグメント、

被災地外に属するセグメントを被災地外セグメントと規定する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【被災地内セグメント】 

 居住者  
    昼間居住者  
    外来者  
    弱者  
    外国人  
 

 
【被災地外セグメント】 

    親類・知人  
 関係企業  

    支援者  
    訪問予定者  

 
【被災地内】       

   家族  
   企業・事業主  

 会社員  
  高齢者  

   障害者  
 外国人  

  病人・けが人  
 

 
【被災地外】 

 被災地に家族・親戚がいる人  
 被災地に取引先企業がある企業  
 被災外国人の家族・親族（海外） 

 被災地支援希望（義捐金） 
       同（支援物資） 

      同（ボランティア） 
 周辺地へ近日訪問予定の人  

図 2-5.本研究におけるセグメント 
 
 
【被災地内セグメント】 
被災地内セグメントとは、発災時に被災地にいた人々のことをさす。そのため出身地が

被災地でないセグメントも、被災地内セグメントに分類される。被災地内に分類されたセ

グメントは、必然的に被災者となる。本研究では、被災地内セグメントを居住者・昼間居

住者・外来者・弱者・外国人の 5 種類とする。 
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 居住者  
居住者とは、主に自宅で被災したセグメントのことを指す。在宅の場合、安否確認がも

っとも容易であり、避難等の安全確保の指示も出しやすく従いやすい。また、被災した場

所が慣れ親しんだ地元であるならば、地理には精通していると予測できる。 
 昼間居住者  
昼間居住者とは、通勤・通学先で被災したセグメントを指す。このセグメントは、通勤・

通学のため他の地域から被災した地域に日ごろ通っているということを想定している。彼

らは自宅から離れた場所で被災するため、｢帰宅困難者」や「帰宅難民」*2となる場合が多

い。帰宅難民は、多くの自治体を経由しながら帰宅することとなる。その間彼らを支援す

るのは、彼らが住む地域の自治体ではなく、経由する自治体である。そのため、自治体は

彼ら帰宅難民を考慮して防災対策をしなければならない。また昼間居住者は、帰宅をする

過程で安全確保や安否確認を行うのが非常に困難である。セグメントのうち、支援を多く

必要とするものの１つである。 
 外来者  
外来者とは、発災した時に被災地に居合わせたセグメントをさす。例えば、旅行先や出

張先などで被災した人物等をさす。外来者も昼間居住者と同様の困難を抱える場合が多い。

特に彼らは地理に不案内であるため、避難や帰宅の際により多くの誘導や補助が必要にな

る可能性がある。 
 弱者  
弱者とは、本研究では高齢者、障害者等のことをさす。彼らは発災時では健常者よりも

安全確保が難しい。そのため、特別な補助や介護が必要となる。 
 外国人  
外国人とは、被災地域に暮らしている、もしくは通勤している外国人のことをさす。2004

年に発生した新潟県中越沖地震では、新潟県には 2004 年 11 月には総計 1 万 4,483 人の外

国人がおり（新潟県中越地震災害援助法的用市町村外国人登録者一覧より）、生まれて初め

て経験する大地の揺れにテロかと驚いた人も少なくなかったそうである。彼らは、復興に

いたる過程の中で孤立する場合が多いため、多くの支援を必要とする。 
 
【被災地外セグメント】 
被災地外のセグメントとは、発災時に被災地外にいた人々のことをさす。そのため、被

災地内の場合と同様に、出身地が被災地であっても発災時に被災地外にいれば被災地外の

セグメントに分類される。被災地外に分類されたセグメントは、主に被災地もしくは被災

者と何らかのかかわりをもつセグメントである。そのため、被災地や被災者を支援したり

被災地からの情報を必要としたりする。本研究では、被災地外セグメントを「親類・知人」・

関係企業・支援者・訪問予定者の 4 種類とする。 
  親類・知人  
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親類・知人とは、被災地内に分類されたセグメント（被災者）の親類・知人のことをさ

す。彼らは被災地にいる親類・知人の無事や状況を知ろうと、安否や被災地の様子に関す

る情報を強く求めることが予想される。 
 関係企業  
関係企業とは、被災地内の企業と取引関係がある企業のことをさす。新潟県中越地震で

は地場産業も影響が及び、醸造業が被害を受けたという報告がある。特に影響が出るのは、

大規模な第三次産業の拠点工場である。操業停止に伴って流通がストップすれば、被災し

た企業のみならず被災していない被災地の外の供給先や関係企業などにも影響を及ぼす。

また、被災地に支店・支部がある企業も存在する可能性がある。そのため、発災地に関す

る情報は被災地外の関係企業にとって重要かつ必要な情報である。 
  支援者  
支援者とは、被災者や被災地域を支援する人々や団体のことをさす。例えば、災害ボラ

ンティアや被災地外からの救援隊、その他諸団体などである。彼らは被災地の要請や、災

害発生のニュースによって、ボランティアに参加したり支援活動を開始したりする。しか

し、その際に被災地の状況や需要などを把握する必要があるため、被災地の様子に関する

情報を強く求めている。 
  訪問予定者  
来訪予定者とは、近日中に被災地を訪れる予定の人々のことをさす。例えば、旅行や出

張などの予定があり、訪れるはずであった場所が被災地となった場合である。彼らは災害

の規模や、被災地の様子、交通機関等の被害などを調べ、予定日に被災地にいけるかどう

か確認する。 
 
 
2-4-2.災害情報とセグメント 
セグメントごとに必要となる災害情報は異なる。 
市川彰は新潟県中越地震の例を参考に災害情報のニーズをターゲットユーザごとにまと

めている[6]。それをもとに、セグメントごとに必要となる災害情報項目を表 2-3 にまとめ

た。 
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表 2-3.各セグメントが主に必要とする情報（市川彰[6]） 
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第 3 章  
災害情報提供手段としての 
自治体ホームページの実態 

 
第 3 章では、第 2 章にもとづき、実際にどのような災害情報がメディアによって流され

ているのか、調査を行う。本研究では、調査するメディアを自治体ホームページに設定し、

実際にどういった情報が公開されているのか調査・分析を行う。 
 
 

3-1.災害情報と提供手段 

3-1-1.災害時に利用される情報提供手段 
災害情報を扱う上で、情報提供手段が重要となる。情報流通は先の時代と比較して種類・

質ともに飛躍的に向上している。インターネットや携帯電話等の新たな情報提供手段の発

達は、災害発生後の状況下で正確な情報を伝達する新たな可能性を生み出した。そして、

災害情報は現代の情報化社会において、より重要な位置を占めると同時に、より効果的に

用いられる可能性が高くなったのである。しかし、情報提供手段の増加によって、情報発

信時に利用する情報提供媒体の選択はこれまで以上に重要な要素となった。効果的に災害

情報を提供するために、情報内容に適した情報提供媒体の選択は必要不可欠となっている。 
災害時に利用される情報提供媒体として考えられるものを、表 3-1 にまとめる。 
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表 3-1.災害時に利用される情報提供媒体 

 
 
紙媒体は利用者が直接それを読むことができる。手元におき必要に応じて確認できる。

そのため、流言やデマは他の媒体と比べ少ないと考えられる。しかし、情報の真偽は利用

者に判断がゆだねられている。また、新聞のように「報道」としての情報提供をしている、

避難所掲示板のように情報提供をしている場所が限定される、視覚障害者に情報提供がで

きないなどといった制約がある。 
電波・映像媒体は、多くの被災者に対し、一斉に情報を発信でき、速報性がある媒体で

ある。テレビは平常時ならば優れた媒体であるが、被災した直後の人々がテレビを利用可

能かどうかの判断は困難である。ラジオは音声のみであるが、持ち運びが容易であること

や、多くの人々と情報を同時に共有できることなどから、被災時には情報入手手段として

最も多くの被災者に用いられている。市町村の行政無線は、緊急情報を一斉かつ強制的に

相手に伝達できる手法であるため、特に避難準備情報、避難指示・勧告等で大きな効果を

発揮できる。しかし、電波・映像媒体は、聴覚障害者に情報提供が困難である場合がある。 
電子媒体は、発信した時点でアクセスが可能であれば、情報の速報性が担保されるのと

同時に、情報がサーバなどに蓄積されるため被災者が自分の都合に合わせて情報を収集で

きる。しかし、実際には大規模地震が発生した際にパソコンから電子媒体を通じて情報を

収集することは困難である。また、高齢者や障害者に対してデジタルデバイドが発生する

ことが多い。それらを配慮した上で、電子媒体での情報伝達を考える必要がある。ブログ

等は、情報発信が手軽であることから、利用者が増えている。また、電子メールに関して

は、携帯電話の普及を利用し、緊急情報を送信したり被災情報等を収集したりするような

取り組みが行われている。 
 市川彰は、情報提供媒体の特性を表 3-2 のようにまとめた[6]。 
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表 3-2.情報提供媒体の特性（市川彰） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



情報提供媒体は多様に存在するが、実際に被災直後や被災後一週間以内に被災者に頻繁

に利用されたものは、全体のごく一部である。 
在京民放ラジオ 8 社（TBS R&C、文化放送、ニッポン放送、ラジオ日本、ラジオNIKKEI、

TOKYO FM、J-WAVE、インターFM）は、災害時のメディアのあり方を調査するため、

地震発生時、新潟県内にいた 211 人を対象にアンケート3-1を主催した[9]。その結果、「10
月 23 日の地震発生後最初に接触したメディア」と、「10 月 23 日から 1 週間ほどの間に地

震関連情報を収集するために接触したメディア（複数回答可）」について、被災直後と被災

後 1 週間の間に新潟県内にいた人々が接触したメディアのほとんどがテレビとラジオであ

ることがわかった。 
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図 3-1.被災直後に被災者が接触したメディア 

（在京民放ラジオ 8 社による調査[9]） 
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図 3-2.被災後に一週間の間に被災者が接触したメディア 
（在京民放ラジオ 8 社による調査[9]） 

 
地震当日はラジオが一番多く、1 週間経過して停電が復旧し新聞が配られるようになると、

新聞の比率も高まりをみせた。しかし、1 週間経過してなお、ラジオは被災者が最も接触し

たメディアとして高い割合を占めていた。 
 
 

3-2.本研究で注目する情報提供媒体 

本研究では、情報提供媒体の 1 つであるインターネットで発信される災害情報に着目し

て研究を行う。災害プロセスとセグメントの観点から災害情報と災害情報のニーズを捉え、

実際にインターネットで災害情報がどういう形で発信されているかを探っていく。 
インターネットは、被災者のみならず被災地の外にいる人々など、多くの人々に直接伝

えることが可能である。また、テレビや新聞のように人を介して伝える情報ではなく、被

災者自身が被災地の様子や被災者の声などを直接人々に伝えることができ、より現状に近

い情報を被災地外の人々に伝達できる。本論文では、インターネットのなかでも、被災し

た人・地域が発信した情報を見ることができ、かつ情報の信頼性があるものとして県庁や

市役所の運営するホームページに着目する。 
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3-2-1.災害情報伝達媒体としてのホームページ 
 ホームページの特性として次の点があげられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 被災者自身が人々に情報を伝達できる 
・ 被災者が自分の都合に合わせて情報を発信・収集できる 
 
【問題点】 
・ セグメントが被災直後にインターネットに接続することは困難である 
・ デジタルデバイドが発生する 
 

 
【利用】 
・ 情報の速報性がある 
・ 情報の蓄積性がある 

 
 ホームページの利用に関して、まず、情報の速報性があげられる。ホームページでは、

サーバへのアクセスが可能であれば、情報を発信する人物が情報を入手した時点で人を介

さずすぐに情報発信することが可能である。そのため、環境や設備が整えば震災の被災者

自身が情報発信することも可能であると考えられる。次に、情報の蓄積性である。Web で

発信する情報はサーバなどに蓄積されるため、時間に制約されず、自分の都合に合わせて

情報を発信・収集できる。 
 ホームページの問題点に関して、まず、被災直後はインターネットに接続することが困

難となる場合が多いことである。被災直後は機器の破損やインフラの断絶などによりサー

バへの接続が困難になることが考えられる。また、老人や子供など、パソコンやホームペ

ージの操作に慣れていない人々にも配慮が必要となる。 

 
 
3-2-2.災害プロセスおよびセグメントによるホームページからの災害情報提供 
市川彰[6]は、2004 年に発生した新潟中越地震[1]における新潟県庁ホームページと新潟県

内の市町村のホームページに関して調査を行った。 
 市川彰の調査による、新潟県中越地震が発生した 10 月 23 日から翌月末までの新潟県庁

ホームページへのアクセス数の推移を図 3-3 に示す。 
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図 3-3.新潟県ホームページのアクセス状況の推移（市川彰[6]） 

 
新潟県庁ホームページへのアクセス数は、発災後急激に増加している。10 月 24 日には県

トップページへのアクセス数の数倍のアクセスが地震関連情報に対して行われている。 
市川彰の調査によれば、平常時の県トップページへの平均アクセス数件数は、1 日あたり

1 万 1000 件あるのに対し、災害発生後の新潟県庁ホームページのアクセス数は、新潟中越

地震が発生した 10 月 23 日から 10 月末日までの 9 日間の間において日平均 13 万 9724 件

であった。 
在京民放ラジオ 8 社の調査結果と市川彰の調査結果から、ホームページのアクセス数の

増加は、被災地内セグメントよりも被災地外セグメントからのアクセスが増加したと考え

ることができる。またそのため、混乱期・初動期にホームページの復旧が完了しても、被

災者（被災地内セグメント）からのホームページへの情報提供のニーズは少ないと考える

ことができる。よって、ホームページからの情報伝達に関して、被災直後（混乱期、初動

期）は被災地内のセグメント（被災者）よりも被災地外セグメントを重視して情報提供を

したほうがよいと考えることができる。 
 新潟県内では、被災者に対して 10 月 31 日と 11 月 2 日にインターネットに接続したパソ

コンを設置した。市川彰はこれに対し、「高齢者が多かったことや避難生活における疲労な

どの中で自らパソコンで情報収集を行う人が少なかったであろうことを考えると、利用状

況はあまり高くなかったと考えられる」と述べている[6]。 
市川彰の調査によると、地震発生当時の新潟県では、新潟県地域防災計画上でインター

ネットによる災害情報の発信・共有についての記述がなく、体制も構築されていなかった
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とある。そのため、市川彰は災害発生後の混乱期においてはホームページ上で情報発信を

行うまでのプロセスに、無駄が多く、被災者が必要とする情報を伝達することは困難であ

ったと考えられる。 
 市川彰の調査から、発災後の混乱期・初動期などの初期段階では、少なくとも平常期の

段階でホームページによる情報伝達体制が確保されていない場合、インターネットにおい

てセグメントを考慮して情報発信を行うことは困難であると考えられる。 
 
 
 

3-3.自治体ホームページの調査 

 自治体ホームページで提供されている情報の実態を調査する。 
 
 
3-3-1.対象地域とする自治体ホームページ 
地震災害の経験の有無が分析結果に及ぼす影響を考慮し、次の条件を設け、それに合致

する都道府県とその政令指定都市を選出した。 
 
＜条件＞                    ＜対象地域＞ 
 地震のもっとも多い地域              東京都・新宿区 
 地震のもっとも少ない地域             富山県・富山市 
 過去に大地震を経験した地域            兵庫県・神戸市 
 過去 5 年以内に地震が発生した 2 地域      新潟県、石川県・新潟市、輪島市 
 これから地震が発生するといわれている 2 地域  愛知県、静岡県・名古屋市、静岡市 
 
 地震のもっとも多い地域として選出したのは、東京都と新宿区である。東京都と新宿区

は、日本の首都であり日本を支える重要な都市である。交通量も多く、人の往来も激しい

ため、綿密な防災対策が求められると考えられる。 
 地震のもっとも少ない地域として選出したのは、富山県と富山市である。これらの地域

は漁業や農業といった 1 次産業が盛んな地域である。 過去に大地震を経験した地域とし

て選出されたのは、兵庫県と神戸市である。兵庫県と神戸市は、過去に阪神淡路震災を経

験した地域である。 
 過去 5 年以内に地震が発生した地域として選出したのは、新潟県と石川県、新潟市と輪

島市である。新潟県では 2004 年に新潟県中越地震、石川県では 2007 年に能登半島地震を

経験した。これらの地域は、被災から復興にいたるまでのプロセスを歩んでいる最中であ

ると思われる。 
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 これから地震が発生するといわれている地域として選出したのは、愛知県と静岡県、名

古屋市と静岡市である。これらの地域は、従来から地震発生が言われていた地域であるた

め、地震に関する防災対策の意識が高い地域であると考えられる。 
 
 
3-3-2.調査方法 
調査は次の手順で行うものとする。 
 
1.ホームページで公開されている Web 情報を 1 ページごとに内容を確認する。 
2.ページのタイトルと所属する都県市区を記録する。 
（ページのタイトルから内容が連想しにくい場合は、補足として内容を簡潔に入力す

る。） 
3.全て記録した後、記録したものを見比べ、同じ内容と思われる種類ごとに分類を行う。 
 以降、この分類を Web 情報分析項目と呼ぶ。 
4.1 ページを 1 つとして数え記録したものを以降「情報数」と呼ぶ。 
 それらを情報量として集計し、記載する。 

 
 
3-3-3.調査期間 

2008 年 10 月 18 日～11 月 4 日 
 
 
 

3-4.自治体ホームページの分析結果 

3-4-1.Web 情報分析項目 
 14 都県市区から抽出された情報は 649（うち県：278、市：371）であった。 
自治体ホームページから抽出された情報を、同類と思われる内容ごとにまとめグルーピ

ングしたところ、Web 情報分析項目として表 3-3 ができた。 
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表 3-3.自治体ホームページ調査から抽出された項目（Web 情報分析項目） 

 

 
地震関連情報とは、災害の直接的原因である地震に関連する情報である。他の分類項目

の中でも、比較的リアルタイムで発信される傾向が強い。緊急情報は、自治体がホームペ

ージ上でトピックスなどに掲示する情報のことで、緊急性の高いものをさす。総合情報は、

地震関連情報に分類された小項目を総合的に取り扱った情報をさす。 
 行政とは、県庁や役所の業務や事業、防災計画等に関する情報のことである。行政から

市民への連絡と、行政内部の防災体制、防災計画や関係する広報誌などの小項目がある。 
 過去の災害とは、各都県市区が経験した過去の災害に関する資料や復興に関する政策、

記録などの情報をさす。 
 防災知識とは、災害前に人々がどのように防災対策をとるべきか、また被災後に人々が

どういった身の守り方をするべきか等の発災前後の具体的な行動指示に関する情報や、災

害や防災に関する知識を高めるための情報をさす。 
 防災関連組織とは、行政とは別の角度から防災活動に参加する組織に関する情報のこと

である。例えば、自主防災組織や災害ボランティア等の組織・団体のことをさす。 
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3-4-2.都県における Web 情報分析項目 
表 3-3 に示した Web 情報分析項目に基づき都県の自治体ホームページの情報量を整理し

たところ、表 3-4-1 のようになった。情報の総数は 278 である。情報量の都県平均および

最大・最小の値を表 3-4-2 に示す。表 3-4-2 をグラフ化したものを図 3-4-3 に示す。 
 表 3-4-1 および表 3-4-2、図 3-4-3 から、都や県で公開している情報は、「行政」、「地震関

連情報」、「防災知識」の順に情報量が多いことがわかる。 
 
 

表 3-4-1.都県における Web 情報分析項目の情報量  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     （情報数=ページ数） 

都県総合 

総情報数 278 

地震関連情報 74 

行政 83 

過去の災害 29 

防災知識 1 

防災関連組織 14 

内訳 

その他 17 

 
表 3-4-2. .都県における Web 情報分析項目の情報量の平均、最大、最小 

都県平均 最大 最小 

総情報数 39.43 75 12 

地震関連情報 10.57 19 3 

行政 11.86 30 4 

過去の災害 4.14 21 0 

防災知識 8.43 39 0 

防災関連組織 2.00 5 0 

内訳 

その他 2.43 5 1 

                              （情報数=ページ数） 
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図 3-4-3.都県における Web 情報分析項目の情報量の平均 
 
 各都県の情報量を図 3-4-4 に示す。 
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図 3-4-4.各都県の情報量 

 
 各都県の情報量は、東京都が一番多く、次いで兵庫県が多い。また、一番情報量が少な

かったのは、富山県である。また、多くの自治体のホームページで、国民保護と地域防災

計画（両方とも行政に分類されている）がホームページ上で公開されていた。 
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 各都県の情報の種類を分析した結果は付録 3-2 に掲載する。 
 
 
3-4-3. 市区における Web 情報分析項目 
表 3-3 に示した Web 情報分析項目に基づき都県の自治体ホームページの情報量を整理し

たところ、表 3-5-1 のようになった。情報の総数は 371 である。情報量の市区平均および

最大・最小の値を表 3-5-2 に示す。表 3-5-2 をグラフ化したものを図 3-5-3 に示す。 
 表 3-5-1 および表 3-5-2、図 3-5-3 から、市や区で公開している情報は、「防災知識」、

「行政」、「地震関連情報」、の順に多いことがわかった。 
 
 

表 3-5-1.市区における Web 情報分析項目の情報量  
 
 
 
 
 
 
 
 
                （情報数=ページ数）        

市区総合 

総情報数 371

地震関連情報 38

行政 94

過去の災害 33

防災知識 167

防災関連組織 17

内訳 

その他 22

 
 

表 3-5-2.市区における Web 情報分析項目の情報量の平均、最大、最小  
市区平均 最大 最小 

総情報数 53.00 84 20 

地震関連情報 5.43 13 2 

行政 13.43 19 4 

過去の災害 4.71 12 0 

防災知識 23.86 59 0 

防災関連組織 2.43 6 0 

内訳 

その他 3.14 6 0 

                                  （情報数=ページ数） 
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図 3-5-3.市区における Web 情報分析項目の情報量の平均 

 
 各市区の情報量の割合を図 3-5-4 に示す。 
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図 3-5-4.各市区の情報量 

 
 各市区の情報量は、名古屋市が一番多く、次いで新宿区が多い。また、一番情報量が少
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なかったのは、輪島市である。また、多くの自治体のホームページで、国民保護と地域防 
災計画（両方とも行政に分類されている）がホームページ上で公開されていた。 
各市区の情報の種類を分析した結果は付録 3-3 に掲載する。 

 
 
3-4-4.自治体ホームページの情報量に関する考察 

3-4-2、3-4-3 の分析により、以下の 2 点が示された。 
 
【公開されている災害情報の量に特徴がみられた】 
公開されている災害情報の量に、都県と市区の間で差があることがわかった。分析をし

た結果、都県での災害情報の総数の平均は 39.43 であるのに対し、市区では 53.00 という

結果になった（表 3-4-2、表 3-5-2）。両者の差に影響を与えているのは、「地震関連情報」・

「防災知識」に分類された情報数の差である。図 3-4-3、図 3-5-3 を参照すると、都県では

「地震関連情報」に分類された情報が全体に対し比較的大きな割合を占めているのに対し、

市区では「防災知識」が全体に対し大きな割合を占めていることがわかる。他の分類が図

3-4-3、3-5-3 で大きく割合が変化しないことから、都県と市区に関しては「地震関連情報」・

「防災知識」の割合が大きく、それが全体に影響を与えているといえる。 
 
【情報の内容の傾向に特徴がみられた】 
情報の内容の傾向についても都県と市区の間では違いがみられた。都県では、他県との

協定や衛星通信ネットワークのような通信技術などの規模や範囲の大きいレベルでの情報

提供が多いが、市区では街の避難所や被害想定、防災関連イベント等のより住民の生活に

近づいた内容の情報公開がされていた。特に防災知識に関しては、都県では「地震が発生

した際はどうすればいいか」といった全般的な災害対応の方法が述べられているが、市区

では発災時の人々の状況（外出中、在宅中等）や避難の方法、避難先での生活方法など人々

の個別のケースが想定されており、都県と比較してより具体的に述べられているのが印象

的であった。  
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第 4 章  
災害プロセスおよびセグメントの 

分析と考察 

4 章では、2 章・3 章での結果をまとめ、自治体のホームページについての考察と分析を

深める。そして、自治体のホームページが災害時の情報伝達媒体としてどうあるべきかを

探っていく。 
 
 
 

4-1. 災害プロセスと情報量の分析 

自治体ホームページの災害情報提供に災害プロセスが考慮されているかどうかを調査す

る。 
第 3 章で Web 情報分析項目（表 3-3）に分類した自治体ホームページの情報を、第 2 章

で小田貞夫の提唱した災害情報項目に分類する。そして分類した情報について、自治体ホ

ームページがどの災害プロセスに関する情報を重点的に扱っているのかを調査分析し、考

察する。 
 
 
4-1-1.分析方法 
分析は次の手順で行う。 

 

 
手順 1.第 3 章で Web 情報分析項目（表 3-3）に分類した自治体ホームページの情報を、

第 2 章で紹介した小田貞夫のあげた災害情報項目に、Web 情報分析項目ごとに

分類する。 
手順 2.分類結果を個別の情報ごとに見直し、必要に応じて結果を修正する。 
手順 3.第 2 章において、小田貞夫のあげた災害情報項目は角本繁のあげた災害プロセ

スと対応付けられている（図 2-3）。図 2-3 を基準に、第 3 章で Web 情報分析

項目（表 3-3）に分類した情報を、災害プロセスに分類する。 
手順 4.同じプロセスに振り分けた情報項目を計算する。 
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手順 1 について 
ここで行う分

＊

析は Web 情報分析項目に分類した自治体ホームページの情報全てを対象と

＊

いて「その他」に分類された情報はこの分析の対象外とする。 
＊

す

 

 
-1-2.Web 情報分析項目を災害情報項目へ分類した結果 
分類した結果を、自治体ごとに、災害情報項目の割合として図 4-1、4-2 示す。 

 
 

して行う。 
手順 3 について 
災害情報項目にお

手順 4 について 
図2-3をもとに災害情報項目に分類したWeb情報を角本繁の災害プロセスに分類する際、 
複数のプロセスをまたがっている災害情報はそれぞれのプロセスで独立して扱うもの

る。各災害プロセスにおいて必要となる情報の計算式は、次のものにしたがい行う。 

 
混乱期に必要となる情報＝（地震情報数＋行動指示情報数＋被害情報数＋安否情報数＋

救出・救護情報数＋ライフライン情報数＋生活情報数） 
初動期に必要となる情報＝（地震情報数＋行動指示情報数＋被害情報数＋安否情報数＋

救出・救護情報数＋ライフライン情報数＋生活情報数） 
復旧期に必要となる情報＝（被害情報数＋ライフライン情報数＋生活情報数＋復興情報

数） 
復興期に必要となる情報＝（ライフライン情報数＋生活情報数＋復興情報数） 
平常期に必要となる情報＝（啓発情報数） 

4
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図 4-1.自治体 Web 情報の災害情報項目への分類結果（都県） 
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図 4-2.自治体 Web 情報の災害情報項目への分類結果（市区） 

 31



4-1-3.Web 情報を災害プロセスへ分類した結果 
分析の結果を、自治体ごとに、災害プロセスごとの情報量の割合として図 4-3、4-4 に示

す。 
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図 4-3. 災害プロセスからみた Web 情報分析項目における災害情報の割合＜都県＞ 
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図 4-4. 災害プロセスからみた Web 情報分析項目における災害情報の割合＜市区＞ 
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4-1-4.考察 
【災害情報の割合について（手順 1,2）】 
図 4-1、4-2 から、都県では全体的に地震情報と啓発情報が多かった。また、都県間であ

れば、割合が異なることがわかる。一方、市区では、全体的に啓発情報が多いことがわか

る。中でも特徴的なのは、新宿区と輪島市である。新宿区は行動指示情報が多く、輪島市

は生活情報が多い。 
また、災害発生件数の多さや、災害経験のある自治体、震災が発生するといわれている

地域などのカテゴリ別に図 4-1、4-2 の結果の考察を、以下のように記述する。 
 
＜災害の多い都市、少ない都市（東京都・富山県、新宿区・富山市）＞ 
【都県】東京都 77：富山県 12 
 災害情報の種類は、東京都と富山県は啓発情報がほぼ同様の割合を占めていた。富山県

は地震情報が多いのに対し、東京都では行動指示情報が比較的多くの割合を占めている。

しかし、災害情報の量は圧倒的に東京都が多い。 
【市区】新宿区 76：富山市 34 
 災害情報の種類は、新宿区では行動指示情報と啓発情報がほぼ同じ割合で全体を占めて

いるのに対し、富山市では啓発情報がほぼ全体を占めている。 
 
＜災害が発生するといわれている地域（愛知県・静岡県、名古屋市・静岡市）＞ 
【都県】愛知県 31：静岡県 35 
 愛知県は啓発情報の割合が全体のおよそ半分を占めて、次いで地震情報が多くの割合を

占めているのに対し、静岡県は地震情報と啓発情報がほぼ同じ割合を占め、生活情報が次

いで多くの割合を占めていた。 
【市区】名古屋市 84：静岡市 60 
 名古屋市・静岡市共に、全体的を啓発情報が占めている。静岡市のほうが、地震情報に

関する情報が多い。 
 
＜過去に災害を経験した地域（石川県・新潟県・兵庫県、輪島市・新潟市・神戸市）＞ 
【都県】石川県 15：新潟県 34：兵庫県 74 
 石川県と兵庫県はどちらも啓発情報が全体的に大きな割合を占めている。石川県と新潟

県は地震情報と生活情報が多い。 
【市区】輪島市 20：新潟市 35：神戸市 62 
 新潟市と神戸市は啓発情報が全体で多くの割合を占めているのに対し、輪島市では生活

情報が多くの割合を占めている。神戸市では行動指示情報が見られる。輪島市では他の自

治体で見られなかった復旧情報が見られる。 
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＜全体＞ 
 今回の調査で、Web 情報は全体的に啓発情報が多く、次いで地震情報が多いことがわか

った。災害発生件数の多さや、災害経験のある自治体、震災が発生するといわれている地

域などのカテゴリ別に結果をみたところ、必ずしもカテゴリによって情報の種類に目立っ

た特徴があるとはいえないことがわかった。しかし、近年に震災を経験した輪島市では、

他とは異なり、生活情報が多く提供をされていたり、災害発生件数の多い東京都に属する

新宿区では行動指示情報が多く提供されていたりするなどの自治体ごとの特徴が顕著にみ

られた。 
 
 
【災害プロセスの割合について（手順 3,4）】 
 図 4-3、4-4 から次のことがわかった。 
 グラフの形から、全体的に 5 つのパターンがあることがわかった。 
 まず、混乱期と平常期の情報の割合が高いパターン A である。パターン A は、愛知県・

東京都・富山県・静岡市・神戸市でみられた。パターン A のグラフの形は、どれも混乱期

から災害プロセスが進むにつれ情報の割合が低くなっていき、平常期に割合が高くなって

いる。 
 次は、混乱期の情報の割合が高いパターン B である。パターン B は、静岡県・新潟県で

みられた。パターン B のグラフの形は、混乱期の情報量の割合が他よりも突出して高くな

っている。 
 次は、平常期の情報の割合が高いパターン C である。パターン C は、兵庫県・名古屋市・

富山市・新潟市でみられた。パターン C のグラフの形は、平常期の情報量の割合が他より

も突出して高くなっている。富山市は、細かな割合をみればパターン A に読み取れるが、

混乱期と他の初動期・復旧期・復興期との割合の差が最大 10％程度であることから、パタ

ーン C に分類した。 
 次は、すべての期においてほぼ割合が均一であるパターン D である。パターン D は、石

川県・輪島市でみられた。パターン D のグラフの形は、特に突出した値がなく全体的に均

一な値であるのが特徴である。 
 最後は、パターン A からパターン D のどれにも該当しないパターン E である。パターン

E は、新宿区が該当する。新宿区のグラフの形は、混乱期・初動期・平常期の 3 つの割合

がほぼ同じくらいであるが、復旧期・復興期の割合は 0％である。 
 

5 つのパターンに関して、次のような考察をすることができる。 
パターン B は、混乱期に重点を置いたパターンである。混乱期は、2 章で角田繁の災害

プロセスにおいて示したように、電力や電話などのライフラインは破壊的な打撃を受け、

情報網は寸断されている時期である。また、災害発生の直後は日常が崩壊し命が危険にさ
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らされるなど、人々が混乱に陥る時期でもある。そのため、混乱期の情報量が多いという

ことは、これらの事態を想定し、発災前の段階から事前に混乱期で必要とされる情報に関

係する情報を提供しているのではないかと考えられる。 
パターン C は、平常期に重点をおいたパターンである。平常期は災害発生の経験を生か

し、新しい防災対策を考える時期であるのと同時に、次の災害に備えるための準備期間で

ある。そのため、平常期に必要とされる情報の割合が高いということは、新しい防災対策

や災害に備えるための準備などに重点を置いていると考えられる。 
パターン A は、混乱期と平常期に重点をおいたパターンである。このことから、パター

ン A は、パターン B,C を併合し災害発生前から災害発生直後の時期を重視したパターンで

あるといえる。 
 パターン D は、一連の災害プロセスを平等に重視したパターンである。パターン A・B・

C は主に混乱期と平常期を重視したパターンであった。パターン D では、パターン A・B・

C で注目されなかった復旧期・復興期で必要とされる情報に関することも他の期と同様の割

合がある。 
 パターン E である新宿区は、混乱期・初動期・平常期に必要となる情報に関することの

みを扱っている。災害プロセスのうち、重視すべきと考えたもののみ情報を提供するとい

う取捨選択をしっかりと行っているパターンであると考えられる。 
 
 

4-2.セグメントの対応に関する分析 

第 3 章で述べた Web 情報分析項目のうち防災知識に関して、情報提供のターゲットユー

ザを第 2 章で述べた本研究におけるセグメント（図 2-5）をもとに分析する。 
 防災知識とは、災害発生後の行動や災害発生前の対策などの具体的な内容の情報である。

そのため、本研究では、防災知識は Web 情報分析項目のうちセグメントを考慮すべき情報

項目の 1 つとして考え、防災知識についてターゲットユーザでとなるセグメントを分析す

る。 
 
 
4-2-1.分析方法 
 分析は次の手順で行う。 
 
 
 
 
 

 
手順 1. Web 情報分析項目のうち、防災知識に分類した情報を確認する。 
手順 2. 防災知識に分類した情報を 1 つずつ確認し、セグメントをカウントする。 
手順 3. 結果を表にまとめる 
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＊ 手順 2 について 

セグメントは、1 ページあたり、1 つとする。 
このとき、被災地内・被災地外セグメントを大分類とし、被災地内・被災地外セグメン

トに属するセグメントを小分類として集計する。 
【大分類】 
 被災地内・被災地外セグメントとは別に、「両方」という枠を新しく設ける。 
 1 ページに被災地内・被災地外の両方にまたがるセグメントが該当すると思われる場 
 合は、「両方」に分類するものとする。 
【小分類】 
 被災地内・被災地外セグメントに属するセグメントとは別に「全般」と「その他」の   
 枠を新しく設ける。1 ページに複数セグメントが該当すると思われる場合は「全般」、 
 該当するセグメントが存在しないと思われる場合は「その他」に分類するものとする。 

 
 
 
4-2-2.分析結果 

Web 情報分析項目である「防災知識」に分類された情報をセグメント別に分けると、表

4-1、4-2 のようになる。 
 
 

表 4-1. 都県におけるセグメント別に見た「防災知識」に分類された情報量 

 
                        （情報数＝ページ数） 
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表 4-2. 市区におけるセグメント別に見た「防災知識」に分類された情報量 

 
（情報数＝ページ数） 

 
 都県に関しては、「居住者」に向けた防災知識の情報数が最も多かった。また、次いで被

災地内セグメントと被災地外セグメントの「両方」と被災地内セグメント「全般」に関す

る防災知識の情報数が多かった。被災地外セグメントに関する情報はこの分析においては

存在しなかった。被災地内セグメントにおいて、「その他」に分類された情報のターゲット

ユーザとして企業（情報数 6）・自治体（情報数 5）があがった。 
 市区に関しては、被災地内セグメント「全般」に向けた防災知識の情報数が最も多かっ

た。また、次いで被災地内セグメントと被災地外セグメントの「両方」、と「その他」に対

する防災知識の情報数が多かった。被災地外セグメントに関する情報はこの分析において

は存在しなかった。被災地内セグメントにおいて、「その他」に分類された情報のターゲッ

トユーザとして企業（情報数 25）・自治体（情報数 1）があがった。 
 
 Web 情報分析項目の「防災知識」に分類された情報についてターゲットユーザとなって

いるセグメントは、被災地内セグメントか、もしくは被災地内・被災地外セグメント両方

であり、被災地外セグメントのみをターゲットユーザにした情報はないことから、自治体

ホームページでは、被災地内セグメントに対する情報提供を主に行っていると考えること

ができる。 
また、その被災地内セグメント内の小分類において、被災地セグメント全般と居住者を

ターゲットユーザとして情報提供をしており、外来者と外国人に対する情報提供はみられ
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なかった。特に外国人に対する情報提供が見られなかった原因として、分析対象とした自

治体ホームページにおいて、情報の抽出を行ったのが日本語のページのみであったことな

どが考えられる。また、弱者について都県と市区で情報提供をされているものの、そのほ

とんどが、弱者の中でも高齢者や子供をターゲットユーザにしたものであり、障害者向け

の情報は見られなかった。しかし、健常者（Web 情報分析項目における居住者・昼間居住

者・外来者など）に対し、災害時における弱者（特に障害者）への接し方や救助・介護方

法、外国人への配慮を求める情報などは見られた。これらは被災地内セグメント全般とし

て分類した。 
 
 

4-3.自治体ホームページのあり方に関する考察 

4-3-1.自治体ホームページの災害情報提供のあり方 
これまでの分析結果を元に、自治体ホームページで災害情報を提供する際のあり方につい

て本研究での考察を次にまとめる。 
 
【災害プロセス】 
 手順 3,4 で行った分析から、Web 情報分析項目を災害プロセスに分類したところ、A か

ら E の 5 つのパターンがみられた。このパターンは、自治体が災害・防災対策に重点的に

取り組む災害プロセスの期が現れた、防災対策パターンであると考えることができる。 
また、災害プロセスの全ての期について、必要とされる情報を提供したほうがよいと考

えられる。A から E のパターンのうち、E パターンであった新宿区では復旧期・復興期に

必要とされる情報の割合がどちらも 0％であった。しかし、復旧期・復興期のみに限らず、

災害プロセスの各期において必要となる災害情報が皆無なのは問題であると思われる。災

害情報が皆無であると、人々の防災対策や、被災時の身の守り方等の発災前後の具体的な

行動指示、災害や防災に関する知識を高めるための情報を人々はホームページから得るこ

とができないということである。よって、自治体ホームページ上では、災害プロセスの全

ての期において、必要とされる情報を提供するのが望ましいと考える。 
 
【セグメント】 
手順 3,4 の分析において、Web 情報分析項目の防災知識は、ほぼ被災地内セグメントに向

けた情報発信であったことがわかった。自治体は、被災地内セグメントへの情報提供を重視

するべきである。しかし、自治体ホームページのユーザはそういった人々のみが利用するも

のではない。そのため、自治体ホームページにおいて、自治体は被災地外セグメントに対し

ても何らかの情報提供をするべきではないかと考えられる。 
しかし、発災時の混乱した状況下において、個々のセグメントを意識して Web で提供す
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る情報を整理するのは困難である。Web で公開する情報は、公開するために他の手段よりも

手間（HTML 記述等）がかかる。そのため、発災後の段階で個々のセグメントを意識した災

害情報の提供は、場合によって非効率的である。よって、個々のセグメントを意識した災害

情報の提供は、発災前の平常期の段階で可能な限り行うのが望ましいと考えられる。 
 特に、災害プロセスと被災地内・被災地外のセグメントに関しての災害情報提供について

は、混乱期・初動期は、被災地内セグメントよりも被災地外セグメントをターゲットユーザ

として災害情報を提供し、復旧期・復興期・平常期に移行していくにつれ、被災地内セグメ

ントをターゲットユーザにした情報を増やしていくことが重要であると考えられる。2 章で

述べた内容や在京民放ラジオ 8 社の調査結果から、被災地内のセグメントは、被災直後（混

乱期・初動期）自治体ホームページから情報を入手する可能性は少ないと考えられる。しか

し、在京民放ラジオ 8 社の調査結果と図 3-3 から、被災直後は被災地内セグメントよりも被

災地外セグメントからのアクセス数が多いことがわかった。よって、被災地外のセグメント

に向けて情報提供をするほうがよいと考えられる。そして、復旧・復興が進み、被災者がイ

ンターネットを利用する環境が整っていく段階で、次第に被災地内セグメントを対象とした

情報を提供していくとよいと思われる。 
 
また、その他にも次のことがいえる。 
 
【災害情報】 
啓発情報として、全般的な内容だけではなく、地域に特化した内容の情報の提供がもとめ

られる。3 章において自治体ホームページの情報を調査した際、地震災害に対する予備知識

や啓発として、多くの自治体で様々な災害情報を掲載していた。しかし一方で、地域に特化

した内容の情報は少なかった。自治体はその地域内の自治を行う団体である。そのため、地

域の自主防災組織についての情報、避難所の情報、地区ごとの避難誘導や災害の特徴など、

個々の自治体特有の地域性ある情報提供があるとよいと思われる。 
 
【自治体ホームページの災害情報提供方法についての対策】 
平常期の段階から、被災後の自治体ホームページの災害情報提供方法についての議論を

進めておくことが必要である。具体的には、情報提供のカテゴリ分けや、アクセシビリテ

ィについての検討などである。特に、発災後の混乱がある程度落ち着くと、図 2-2 で示した

ように、公が発信する情報は増加する。提供が求められる段階になった時に混乱しないよ

う、事前に対策を考え、準備を進めておくことが重要である。例えば、災害情報とそれを

伝達するメディアを想定し、自治体ホームページで提供する情報をある程度範囲を決定し

ておく。そして、ユーザビリティを考慮した災害情報のカテゴリ分けや、ホームページの

アクセシビリティの再検討を行う。それによって、公が発信する情報が増加する段階にな

っても自治体ホームページ上で問題なく情報提供が可能になると思われる。 
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第 5 章  
結論 

5 章では、本研究のまとめと残された課題、今後の展望などについて論じる。 
 
 
 

5-1.本研究のまとめ 

災害情報とは、「災害に関する諸情報」である。本研究では、災害に関する諸情報を小田

貞夫があげた 9 種類の情報（地震情報、行動指示情報、被害情報、安否情報、救出・救護

情報、ライフライン情報、生活情報、復興情報、啓発情報）として調査分析を行った。 
また、災害情報の重要なファクターとして災害プロセスとセグメントに着目した。災害

プロセスとは、災害による被災地の変化を時間軸で区切ったものである。本研究では角本

繁が提唱した 5 つのプロセス（混乱期・初動期・復旧期・復興期・平常期）を参照した。

セグメントとは、災害情報を必要とするユーザであり、災害情報を発信する際のターゲッ

トユーザであると本研究では定義をした。本研究では市川彰が提唱したターゲットユーザ

を参考に、セグメントを設定した。 
それらに基づき、災害情報を発信している広報伝達媒体として自治体ホームページを選

択し、実際に発信されている災害・防災に関する情報の分析を行った。まず、自治体ホー

ムページで提供されている災害情報を調査した結果、自治体ホームページでは、地震関連

情報・行政・過去の災害・防災知識・防災関連組織などの情報を発信していることがわか

った。これらを本研究では「Web 情報分析項目」とした。 
 次に、Web 情報分析項目に分類された情報を、災害プロセス別、Web 情報分析項目のう

ち「防災知識」に分類された情報を、セグメント別に分類した。まず、災害プロセス別に

分類した結果、各災害プロセスの期における情報量の割合によって自治体ごとに A から E
のパターンが存在することがわかった。本研究において、このパターンは、自治体が災害・

防災対策に重点的に取り組む災害プロセスの期が現れた、防災対策のパターンではないか

と考えた。「防災知識」をセグメント別に分類した結果、防災知識に関してはほぼ被災地内

セグメントに対して情報を提供していることがわかった。都県・市区別に結果をみたとこ

ろ、どちらも「被災地外セグメント」をターゲットユーザとした情報発信は見られなかっ

た。このことから、自治体ホームページは主に被災地内セグメントに対して情報発信を行

っていると考えることができた。 
 これらの結果をもとに、本研究において、自治体ホームページの災害情報提供のあり方

を考えた。そして、災害プロセスとセグメントの 2 つの観点から、次のことがいえた。 
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まず、災害プロセスに関しては、必要とされる情報は、混乱期・初動期・復旧期・復興

期・平常期の全てについて情報提供すべきであると考えた。災害発生後、特に混乱期・初

動期の段階では、情報通信基盤の損傷により、災害情報提供が困難になることが予想され

る。そのため、必要とされる情報は災害発生前から提供しておくほうがよいといえること

がわかった。 
また、セグメントに関しては、被災後の混乱を考慮し、情報収集や提供が行いやすい平

常期にセグメントをターゲットユーザとした情報提供を行うとよいと考えた。前に記した

ように、発災後は情報通信基盤の損傷や発災の混乱により情報収集や伝達に支障が出るこ

とが予想される。そのため、災害に備える段階である平常期にセグメントを考慮した情報

を可能な限り提供しておいたほうがよいと考えられる。 
また災害プロセスとセグメントの両方に関して、混乱期・初動期は、被災地内セグメン

トよりも被災地外セグメントをターゲットユーザとして災害情報を提供し、復旧期・復興

期・平常期に移行していくにつれ、被災地内セグメントをターゲットユーザにした情報を

増やしていくほうが、情報提供が効率的に行えることが考えられる。在京民放ラジオ 8 社

の調査結果と新潟県ホームページへのアクセス数の推移から、被災者が被災直後に接した

メディアの中でインターネットは低い割合にある一方で、被災直後の自治体ホームページ

へのアクセス数が増加したことがわかった。また、公から発信される情報は災害プロセス

が平常期に向かうにつれて増加することが山本肇の調査からわかった。このことから、災

害発生直後の混乱期や初動期の段階では被災地外セグメントをターゲットユーザに設定し、

復旧期・復興期・平常期に移行するにつれ、被災地内セグメントをターゲットユーザに設

定した情報を増やしていくとよいと考えられる。また、自治体ホームページの災害情報提

供方法についての対策として、こういった議論を平常期の段階から進めておくことが必要

であるということが考えられる。 
 
 

5-2.残された課題 

本研究を行うにおいて、残された課題は次のとおりである。 
まず、災害情報項目そのものが未だ議論の渦中にあり、画一した定義や項目が存在しな

いという点である。本研究では、議論の中で紹介された 1 例を参照にしたに過ぎず、今後

議論が進む上で、新たな情報項目が決定されればそれにしたがって結果を整理しなくては

ならない。 
次に、本研究では災害情報の広報伝達媒体として Web に着目したものの、Web の一般的

な情報公開のあり方や管理体制、アクセシビリティ等について、もっと言及する必要があ

った。 
また、本研究の考察に関して、災害プロセスと各セグメントの情報ニーズについて、具
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体的な内容まで踏み込み、深く考察をする必要があった。 
 これらの課題は、今後継続して研究を進める上で、新たな要素を取り入れながら研究を

深めていきたいと考えている。 
 
 

5-3.今後の展望 

 災害時におけるインターネットの利用価値は、低く評価されがちである。確かに、被災

地内においてインターネットを利用するための環境や設備を整えることは、困難である可

能性がある。しかし、被災地内だけでなく被災地外に視野を広げれば、インターネットか

らの情報提供のニーズは無視できるものではないと考えられる。 
 今後、災害時におけるインターネットの利用に関しての研究が進み、インターネットが

災害時の情報伝達手段としてより活用されることを期待している。また、本研究に関して

は、今後自治体職員の方々の意見を取り入れ、より災害時の情報提供のあり方として、よ

り実践的かつ深い内容に研究を磨いていきたいと考えている。 
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3-1 

在京民放ラジオ 8 社合同「災害とメディアに関する調査」速報！（在京民放ラジオ広

報担当連絡会）（2005.1.11） 

在京民放ラジオ 8 社（TBS R&C、文化放送、ニッポン放送、ラジオ日本、ラジオ NIKKEI、

TOKYO FM、J-WAVE、インターFM）では、災害時のメディアのあり方を検証すべく、

（株）ビデオリサーチ社に新潟県中越地震被災者の方々への調査を委託しました。本

日は、この調査の速報結果をご報告いたします。  

 

調査実施日 

2004 年 12 月 18 日（土）  

調査場所 

新潟県長岡市、小千谷市、十日町市  

調査内容 

対面によるアンケート型調査。ビデオリサーチの調査員 15 名が、仮設住宅や繁華街

を訪問し、インタビューしました。昼間は仮設住宅を中心に、夜は繁華街やショッピン

グセンター等で調査しました。  

調査結果 

1.調査対象分布（サンプル数 211 人） 

1）性別 

男性 49.8% 

女性 50.2% 

2）未既婚 

未婚 21.8% 

既婚（離死別を含む） 78.2%  
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3）年齢 

20～34 歳 33-5% 

35～49 歳 32.7% 

50～69 歳 33-5% 

※平均年齢 42.9 歳  

4）職業 

給料事務・研究職 8.1% 

給料労務・作業職 14.7% 

販売・サービス職 13.3% 

経営者・管理職 1.9% 

専門職・自由業（医師・弁護士等）2.8% 

商工自営業 5.7% 

農・漁・林業 1.9% 

学生 2.8% 

パート・アルバイト 13.7% 

専業主婦 14.7% 

無職 16.6% 

その他 3.8%  

2.地震発生時にどこにいましたか？ 

A）新潟県内 100.0% 

B）他県 0.0%  

3.10 月 23 日 17 時 56 分頃、最初の地震が起きたときどこにいましたか？ 

A）自宅 68.2% 

B）自宅以外の建物の中 17.1% 

C）自家用車の中 5.7% 

D）電車・バスなど公共の乗り物の中 0.9% 

E）屋外 3.8% 

F）その他 4.3%  

4.10 月 23 日の地震発生から 1 週間ほどの間、どこで過ごしましたか？（複数解答可） 

A）自宅 32.7% 

B）避難所 4-1% 

 50



C）親戚・知人宅 11.8% 

D）車中 38.9% 

E）その他 5.7%  

5.10 月 23 日の地震発生後、あなたが最初に接触したメディアはなんですか？ 

A）テレビ 15.6% 

B）ラジオ 71.6% 

C）市・町の防災無線 0.0% 

D）スピーカーでのお知らせ 1.4% 

E）携帯電話の情報サービス 1.4% 

F）インターネット 0.0%  

6.10 月 23 日から 1 週間ほどの間に地震関連の情報を収集するために接触したメディ

アはなんですか？（複数解答可） 

A）テレビ 56.9% 

B）ラジオ 90.0% 

C）新聞 57.8% 

D）雑誌 3.8% 

E）チラシ 0.9% 

F）市・町の防災無線 1.9% 

G）スピーカーでのお知らせ 7.1% 

H）市や町の広報紙 7.6% 

I）避難所にある掲示板 19.9% 

J）携帯電話の情報サービス 6.2% 

K）インターネット 8.1%  

7.ラジオに接触した方は、どのような形態のラジオに接触しましたか？（複数解答可） 

A）ステレオコンポ内臓などの固定式ラジオ 2.6% 

B）自分または家族が持っていたラジカセ、ポケットラジオなどの持ち運べるラジオ 

46.3% 

C）自分または家族の車のカーラジオ 55.3% 

D）周りの人が持っていたラジオ 24.2% 

E）その他の形態のラジオ 1.6% 
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8.今回の地震に関する情報で、地震発生直後にあなたが知りたいと思ったものはな

んですか？（複数解答可） 

A）今回の地震についての震源地や規模など 76.8% （1） 

B）今後の余震の可能性やその規模など 63.0% （3） 

C）自分や自分の家族が避難すべきかどうかという情報 46.9% （5） 

D）自分の住む地域にどんな被害が起こっているかについて 51.2% （4） 

E）身内や友人・知人の安否や居所 65.9% （2） 

F）市町村や消防の応急措置の内容や指示・連絡 27.0% （8） 

G）道路・通信・電気・ガス・水道などのライフラインに関する情報 39.8% （6） 

H）津波の有無について 9.0%（11） 

I）避難所や仮設住宅対策など、今後の生活に関する行政等の対応について 16.6%

（10） 

J）水や医療品、寝具等日用品の入手方法 30.3% （7） 

K）自宅・学校・職場等の具体的な情報 19.4% （9） 

L）その他 2.8%（12） 

＊（ ）内の数字は順位です  

9.地震発生から 1 週間ほどの間に、あなたが知りたいと思ったものはなんですか？

（複数解答可）（「←」の後ろの数字は地震直後に知りたいと思ったもの） 

A）今回の地震についての震源地や規模など 19.9% （9）←76.8% （1） 

B）今後の余震の可能性やその規模など 71.6% （2）←63.0% （3） 

C）自分や自分の家族が避難すべきかどうかという情報 18.0%（10）←46.9% （5） 

D）自分の住む地域にどんな被害が起こっているかについて 3-5.5% （5）←51.2% （4） 

E）身内や友人・知人の安否や居所 38.9% （4）←65.9% （2） 

F）市町村や消防の応急措置の内容や指示・連絡 23.2% （8）←27.0% （8） 

G）道路・通信・電気・ガス・水道などのライフラインに関する情報 73.0% （1）←39.8% 

（6） 

H）津波の有無について 3.8%（11）← 9.0%（11） 

I）避難所や仮設住宅対策など、今後の生活に関する行政等の対応について 51.7% 

（3）←16.6%（10） 

J）水や医療品、寝具等日用品の入手方法 28.9% （7）←30.3% （7） 

K）自宅・学校・職場等の具体的な情報 31.8% （6）←19.4% （9） 

L）その他 1.9%（12）← 2.8%（12） 

＊（ ）内の数字は順位です  
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10.10 月 23 日の地震発生前の普段のラジオ聴取頻度は？  

A）ほぼ毎日 3-5.0%    

B）週に 4～5 日 6.6%     

C）週に 2～3 日 9.0%     

D）週に 1 日程度 8.1%     

E）それ以下 7.6%         

F）ラジオは全く聴かなかった 32.7%  

11.地震発生から 1 週間ほどの間のラジオ聴取頻度は？ 

A）ほぼ毎日 71.6% 

B）週に 4～5 日 6.6% 

C）週に 2～3 日 9.0% 

D）週に 1 日程度 3.8% 

E）ラジオは全く聴かなかった 9.0%  

12.10 月 23 日の地震発生前と後で、あなたのラジオに対する評価は変わりました

か？ 

A）とても評価が高くなった 37.9% 

B）どちらかというと評価が高くなった 35.1% 

C）変わらない 25.6% 

D）どちらかというと評価が低くなった 0.5% 

E）とても評価が低くなった 0.0% 

お問合せ先代表  

ラジオ NIKKEI 編成報道局 高山孝進 薬師神美穂子 

TEL：03－3583－0761（編成報道局代表） 

FAX：03－3583－8785  

 

   参照 URL：http://www.radionikkei.jp/about/pressrelease/entry-67921.html 
                     （2008 年 12 月 30 日 現在） 
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3-2 各市区における Web 情報分析項目の情報量 
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文末脚注 
 
1 
「新潟県中越地震」 
＜本震＞ 
発生時刻  2004 年 10 月 23 日 午後 5 時 56 分（JST） 

 震央    北緯 37 度 17 分 30 秒±18 秒 東経 138 度 52 分 00 秒±24 秒 
 震源の深さ 13km 
規模    マグニチュード（M）6.8 

＜被害＞ 
死傷者数  死者 68 名（2007 年 8 月 23 日時点） 

      負傷者 4,805 名 
被害地域  中越地方を中心とする新潟県 
（参考文献：Wikipedia 「新潟県中越地震」 2008 年 12 月 30 日現在） 

 
2 
「帰宅困難者」「帰宅難民」 
 自宅から見て遠隔地（勤務先・学校・旅行など）において、 主に大規模な地震に遭遇し

た際に、公共交通機関が動いていないため、帰宅することが難しくなった人々のことを言

う。おおむねその距離が 20km 以上の人たちを言う。 
首都直下型地震が正午に発生した場合、20 キロ以上はなれた自宅に歩いて帰らざるをえな

い帰宅難民は、1 都 3 県で約 650 万人に達すると想定されている（朝日新聞 2005 年 9 月

1 日）。 
（参考文献：Wikipedia 「帰宅困難者」 2008 年 12 月 30 日現在、 
        「みんなのいのちを救う ―災害と情報アクセシビリティ―」） 
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