2011年タイ洪水時の社会格差と災害情報収集に関する分析
Information collection of disadvantaged populations during the 2011 Thai flood
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The flooding of the Chao Phraya River in Thailand in 2011 caused enormous economic damage and affected
millions of people. However, as Thai society is faced with various socio-economic inequalities, disadvantaged people
may have been more vulnerable to its effects and may also have different disaster information needs compared to the
rest of society. This paper examined disaster information collection and vulnerability of disadvantaged populations
during the 2011 Thai flood by examining the effects of income level, education level, and age, as well as the effect of
compounding disadvantages. The results strongly reinforce the importance of considering the unique needs of highly
vulnerable and disadvantaged groups when improving information dissemination in the future.
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１．はじめに
	
 
(1)	
 研究の背景と目的
	
  2011年6月〜11月にかけてのインドシナ半島一帯の多雨
により，チャオプラ川流域を中心としてタイ王国では多
大な洪水被害に見舞われた 1) 〜 6) ．タイ王国の経済被害は
約3.5兆円におよび，東日本大震災，ハリケーン「カトリ
ーナ」，阪神・淡路大震災に次ぐ世界第4位の経済被害と
なった6)〜 8)．またその被害者は813名に及び，その多くは
溺死であるが，下流域では多くの感電死も報告された 6) ．
	
  2004年にタイ南部を襲ったスマトラ沖地震による津波
災害では死者・行方不明者が11,066名に及んだことを契
機に，タイ政府の防災に対する関心は高まり，2007年に
国家防災・減災法を成立し，2009年には国家防災・減災
計画を国会承認し，県レベルの防災計画を概ね2010年ま
でに整備させるなど，タイ王国は防災対策を改善してき
た．しかし，これらの多くは津波災害後の緊急対応に偏
っており，頻度の高い洪水や土砂災害対策への取り組み
が不十分であるとの指摘がある1), 9), 10)．
	
  タイ王国では，2011年の多雨による洪水被害が拡大し
たことの要因に，住民への災害情報の伝達システムの未
整備が挙げられ，防災情報システムの構築が大きな課題
となっている1), 2), 3), 6)．これを受けてタイ政府は，2012年
〜2013年にかけて，チャオプラヤ川水系8河川を含む国内
25河川に対する包括的な治水対策に関する国際コンペを
実施し，その事業の中に「災害予警報システムの構築」
も含まれている．これを受けて，タイ王国は今後の洪水
対応と復旧活動の改善，および行政や住民間の情報の混
乱を減少するための災害情報伝達システムの研究開発を
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進めていくことになる．
	
  筆者らは災害情報の収集手段や信頼をおいた情報源，
避難行動に影響を与えた要因を明らかにすることを目的
に，2011年の洪水時にタイ王国に居住していたタイ人に
対して，洪水発生時または洪水発生の危機が迫った際の
災害情報の収集と避難行動に関するアンケート調査を行
った．災害情報の伝達は情報の信頼性なども考慮すべき
複合的な問題であるが，本稿では社会格差の観点から社
会的弱者に焦点を絞ったアンケート調査結果の分析を行
った．それにより，今後のタイ王国の災害情報伝達シス
テムの構築に向けた基礎資料を提示する．
	
  タイ王国は過去数十年間に大きな経済発展を遂げてい
るものの，全ての国民が等しく発展の恩恵を受けている
わけではない．バンコク都の住民の平均月収は南部を除
く他地域の2倍以上である11)．バンコクに集中する富裕層
と，全国に広がる中間層および低所得層との間に存在す
る大きな経済格差は，タイ王国の教育機会の不平等や騒
乱などの様々な社会問題へ派生する差し迫った問題であ
る．また，経済的地位の低い人々は災害脆弱性が高いこ
とが先行研究によって報告されており，タイ王国は災害
に対する脆弱性の格差も大きいことを示唆する．災害情
報の効果的な伝達を通してこうした社会の脆弱性と関連
した災害による負の影響をいかに予防，軽減できるかは
検討の余地がある．こうした社会的な問題を深慮して，
様々な社会格差が災害時に情報収集に与えた影響，およ
び将来の情報伝達システムが社会的弱者のニーズをどの
ように考慮にすべきかについて考察する必要がある．
	
  本稿では，はじめに，収入，学歴，年齢という3つの異
なる要素が災害脆弱性および災害情報収集に与える影響
を分析する．次に，低所得，低学歴，高齢という条件を

	
 
ニュースの英語通訳放送， 第三者により翻訳されたソー
シャルメディアなどの情報，翻訳アプリケーションで翻
訳された情報）に頼っていたことが報告されている． こ
のような，社会経済的な格差が組み合わさることで災害
に対する脆弱性が拡大する可能性があるため，こうした
社会的弱者グループを対象とした調査研究も必要である．	
 

併せもつ社会的に最も弱い立場にある人々がおかれてい
る状況およびニーズを分析する．最後に，今後の災害情
報伝達の改善に向けた提言を示す．このような市民間の
社会経済格差の問題は，タイのみならず，世界の多くの
国や地域で抱える問題であるが，それが防災情報の伝達
に与える影響に関する調査は十分に行われていない．本
稿の結果は，同様の問題を抱える他国の問題を考える上
でも有用であると考えられる．

２. 調査方法およびサンプルの特徴
(2)	
 先行研究との比較による本稿の位置づけ	
 
	
  社会的弱者の災害脆弱性に関する文献は多数存在する．
これまでの研究によると，災害の影響は個人の社会的交
流の範囲や組織のパターンの影響を受けること，および
社会経済的地位が低い人々は災害脆弱性がより高いこと
が多いと示されている12), 13)．Chouほか14)による1999年台
湾集集地震のケースに関する調査では，疾病者，軽い障
害のある人，貧しい人々は地震の影響がより大きかった
ことが明らかになった．これらの研究結果を強固に裏付
けるのが国連による主要報告書であり，特にアジアおよ
びその他の発展途上地域における災害脆弱性の軽減と貧
困の緩和とを強く関連づけている15), 16)．貧困と脆弱性の
関連はたやすく理解できる一方で，高齢者，教育を受け
ていない人や女性といった他のグループの脆弱性も，経
済的資源という文脈においておおむね理解できる．
	
  社会的弱者は世界各地に存在するものの，社会的弱者
の災害情報収集やニーズに焦点を当てた研究は少ない．
Spenceほか 17) は，2005年米国ハリケーン・カトリーナ災
害時の障害者のメディア利用および情報のニーズを調査
した．彼らは，その結果より障害者を対象にした災害情
報が明らかに必要であることを確認し，特別なニーズを
持った人々に対してより多くの配慮の必然性を提唱した．
川崎ほか 6) の2011年東日本大震災後の災害情報収集行動
の調査では，日本語があまりできない外国人は現地言語
の不自由なグループとして扱われた．この調査では，外
国人が言葉の問題を乗り越えて日本語のみで提供されて
いる情報を収集するために，3つの異なる情報源（NHK

(1)	
 アンケート調査の設計と配布	
 
	
  2011 年タイ洪水時のタイ人の情報収集と水害に対する
脆弱性に関する実態を把握すべく，アンケート調査を実
施した．調査票は回答者の脆弱性，情報収集行動，情報
の取得や理解が難しかった理由，および個人属性を明確
にするように設計された（表 1）．アンケート調査とそ
の配布に関する概要を表 2 に示す．タイ語による調査の
質を確保するために，3 つの段階を経て調査票を作成し
た．第一段階として，英語が堪能な著者らが英語版アン
ケートを作成した．第二段階では，英語が堪能なタイ語
を母国語とするタイ人によって英語版アンケートをタイ
語に翻訳した．第三段階ではタイ語を母国語とする別の
タイ人によってタイ語翻訳版アンケートが英語版との比
較とともにチェックされ，必要な場合は修正された．
	
  アンケートは二つの方法によって配布された．1 つ目
の方法では，筆者らのタイ王国での学術交流ネットワー
クを通して，タイ王国内の大学・研究機関や政府機関，
民間企業，各種団体へインターネット上でのオンライ
ン・アンケート調査への参加を要請した．この際には，
アンケート調査用の URL を各団体のメーリングリストで
転送したり，ホームページやソーシャルメディア上で告
知することを依頼した．回答者は各自で指定 URL にアク
セスして，オンラインで質問へ回答した．しかしながら，
インターネット調査の回答は，当然のことながら日常的
にインターネットを利用する人に限られ，タイ社会の中

表 1	
  質問項目
被災と避難について

洪水時の居住地の被災状況と避難の有無
洪水時，あなたが最も信頼をおいた情報源は何ですか？
洪水時，あなたが最も信頼をおけなかった情報源は何ですか？
洪水時，情報収集のためにどのメディアを利用しましたか．また，その言語を教えてください．

震災発生後の
情報収集について

洪水に関する災害情報は，どのメディアから収集できればいいと思いましたか？
避難する際，どの情報が特に重要でしたか？
洪水時，どの情報が入手できなかったり，不明確であったり，もしくは理解しづらいと思いましたか？
上述の情報が不明確，あるいは理解しづらかった原因は何ですか？
不明確あるいは理解しづらい情報に直面した際，その問題解決のために，どのメディアを活用しましたか？
洪水時，政府が用意した緊急電話センター（ホットライン）はどの程度役立ちましたか？

個人属性

洪水時の居住地，年齢，性別，職業，年収，学歴

表 2	
  アンケート調査概要	
 
方式

インターネットでの無記名回答

街頭での無記名回答

期間

2012 年 3 月 12 日〜7 月 23 日

2012 年 5 月 9 日〜20 日

対象者

2011 年タイ洪水時にタイ王国内に居住していたタイ人
E メールやソーシャルメディアを活用して

配布方法

アンケート調査用の URL を告知．回答者は各自で
指定 URL にアクセスしてオンラインで質問に回答

回答数

162 サンプル

603 サンプル
合計 765 サンプル

	
 

	
 

バンコク都や周辺県の街頭で，
紙上でのアンケートへの回答を依頼
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上位中間層
(15-50 万バーツ（約 51−170 万円）)
富裕層
(50 万バーツ（約 170 万円）以上)

269
91

有効回答

698

無効回答

67

合計

765

学歴

38.5%
13.0%
100.0%

中卒以下

39.3%

17.5%

1.9%

3.3%

高卒

15.7%

22.5%

8.2%

5.5%

大学・短大卒

34.8%

51.3%

66.5%

36.3%

大学院卒

7.3%

6.3%

23.0%

54.9%

無回答

2.8%

2.5%

0.4%

0.0%

年齢

表 4	
  学歴による分類	
 

20-29 歳

44.4%

35.6%

29.4%

4.4%

30-39 歳

11.2%

35.0%

34.2%

37.4%

40-59 歳

28.1%

27.5%

33.1%

52.7%

分類

回答数

有効%

60 歳以上

11.8%

1.9%

3.3%

4.4%

中卒以下

112

15.0%

10 歳代,無回答

4.5%

0.0%

0.0%

1.1%

高卒

101

13.5%

大学・短大卒

389

51.9%

男性

32.6%

45.6%

41.6%

59.3%

大学院卒

147

19.6%

女性

66.9%

53.8%

58.0%

39.6%

有効回答

749

100.0%

無回答

0.6%

0.6%

0.4%

1.1%

無効回答

16

合計

性別

居住地

765

バンコク都内

17.4%

21.3%

48.7%

58.2%

	
 

グレーター・バンコク圏

44.4%

63.1%

39.0%

27.5%

表 5	
  年齢による分類	
 

中部

28.7%

7.5%

6.3%

5.5%

その他

9.6%

8.1%

5.9%

8.8%

分類

回答数

有効%

20-29 歳

235

31.7%

30-39 歳

209

28.2%

インターネット

24.3%

30.1%

12.4%

2.1%

40-59 歳

249

33.6%

街頭

75.7%

69.9%

87.6%

97.9%

60 歳以上

48

6.5%

有効回答

741

100.0%

無効回答

24

合計

765

調査方式

	
 
３．収入，学歴，年齢ごとの分析	
 

	
 
でも社会経済的地位が高い人々からの回答が中心となっ
た．そこで，2 つ目の方法として，街頭での紙上アンケ
ートを通して人々から直接回答を得た．これにより普段
からインターネットにアクセスしないような社会的弱者
も含めた多様なタイ国民からの回答を得ることができた．
	
  インターネット上の調査は約 19 週間に渡って，また街
頭調査については，一週間半に渡り行われた．合計して
タイ国民から 765 の回答が得られた．
(2)	
 回答者の分類と属性の分布	
 
	
  収入，学歴，年齢の影響を調査するため，回答者は表
3，4，5 で示したカテゴリーに分類し，それぞれ 4 つの
グループに細分化した．表 3 の分類は，タイ王国の所得
税の所得区分をもとに筆者らが 4 つのグループに再分類
した．一部の回答者はある質問に対して「答えたくない」
という選択肢を選んでいるため，答えを提供している回
答者のみが分析に用いられた．また，各カテゴリーにご
との性別，居住地，調査方法などのサンプルの個人属性
の分布を表 6〜8 に示す．
	
 
	
 
	
 

	
 

(n=91)

22.9%

富裕層

160

(n=269)

25.5%

上位中間層

178

(n=160)

下位中間層
(10-15 万バーツ（約 34−51 万円）)

有効%

下位中間層

(10 万バーツ（約 34 万円）未満)

回答数

(n=178)

分類
低所得

表 6	
  収入による各項目の分布（N=698）	
 

低所得

表 3	
  年収による分類	
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(1)	
 浸水被害と避難の状況	
 
	
  収入，学歴，年齢ごとの浸水被害と避難の状況を図 1
に示す．収入で見た場合，カイ二乗値が 44.2992，自由度
が 9，有意確率が.01 以下であるため，1％水準で有意な
結果である．住宅が浸水したと回答した人の割合は，収
入が多くなるほど減少した（「低所得」の 76%から「富
裕層」の 52%に減少）．さらに，住宅が浸水したと答え
た回答者のうち，「低所得」の回答者のうち半分以上
(55%)が避難しなかったのに対し，「富裕層」の回答者で
避難していないのはわずか 3 分の 1 (34%)であった．
	
  学歴で見た場合，カイ二乗値が 62.8902，自由度が 9，
有意確率が.01 以下であるため，1％水準で有意な結果で
ある．住宅が浸水したと回答した人の割合は，学歴が高
くなるほど減少した（「中卒以下」の 91%から「大学院
卒」の 52%に減少）．加えて，学歴が低い回答者は学歴
が高い回答者に比べて避難する割合が低かった．
	
  年齢で見た場合にも，同じ傾向であった．カイ二乗値
が 34.8023，自由度が 9，有意確率が.01 以下であるため，
1％水準で有意な結果である．「60 歳以上」の回答者の
83%が，住宅が浸水したと回答したのに対して，「20-29
歳」の回答者でそう答えたのはわずか 57%であった．そ
して避難しなかった回答者の割合は「60 歳以上」で 58%
なのに対して，「20-29 歳」では 44%であった．

	
 

年収

(n=48)

60 歳以上

(n=249)

40-59 歳

(n=209)

30-39 歳

(n=235)

20-29 歳

表 8	
  年齢による各項目の分布（N=741）	
 

(n=147)

大学院卒

(n=389)

大学・短大卒

(n=101)

高卒

(n=112)

中卒以下

表 7	
  学歴による各項目の分布（N=749）	
 

年収

低所得

62.5%

27.7%

15.9%

8.8%

低所得

33.6%

9.6%

20.1%

43.8%

下位中間層

25.0%

35.6%

21.1%

6.8%

下位中間層

24.3%

26.8%

17.7%

6.3%
18.8%

上位中間層

4.5%

21.8%

46.0%

42.2%

上位中間層

33.6%

44.0%

35.7%

富裕層

2.7%

5.0%

8.5%

34.0%

富裕層

1.7%

16.3%

19.3%

8.3%

無回答

5.4%

9.9%

8.5%

8.2%

無回答

6.8%

3.3%

7.2%

22.9%

年齢

学歴

20-29 歳

4.5%

28.7%

42.4%

23.1%

中卒以下

2.1%

8.1%

26.5%

45.8%

30-39 歳

15.2%

17.8%

26.5%

46.3%

高卒

12.3%

8.6%

14.9%

14.6%

40-59 歳

58.9%

36.6%

26.0%

25.2%

大学・短大卒

70.2%

49.3%

40.6%

27.1%

60 歳以上

19.6%

6.9%

3.3%

3.4%

大学院卒

14.5%

32.5%

14.9%

10.4%

10 歳代,無回答

1.8%

9.9%

1.8%

2.0%

無回答

0.9%

1.4%

3.2%

2.1%

性別

性別

男性

41.1%

51.5%

38.3%

46.9%

男性

33.6%

49.3%

46.2%

31.3%

女性

58.0%

46.5%

60.7%

52.4%

女性

66.0%

50.2%

53.0%

64.6%

無回答

0.9%

2.0%

1.0%

0.7%

無回答

0.4%

0.5%

0.8%

4.2%

居住地

居住地

バンコク都内

11.6%

25.7%

40.9%

50.3%

バンコク都内

32.3%

42.1%

35.3%

35.4%

グレーター・バンコク圏

48.2%

47.5%

43.2%

36.1%

グレーター・バンコク圏

43.4%

46.4%

46.2%

25.0%

中部

36.6%

17.8%

6.9%

2.0%

中部

10.6%

5.3%

12.0%

39.6%

その他

3.6%

8.9%

9.0%

11.6%

その他

13.6%

6.2%

6.4%

0.0%

インターネット

2.7%

5.0%

18.3%

55.8%

インターネット

32.3%

42.1%

35.3%

35.4%

街頭

97.3%

95.0%

81.7%

44.2%

街頭

43.4%

46.4%

46.2%

25.0%

調査方式

調査方式

	
 

	
 

	
 

	
 
図 1	
  浸水被害と避難の有無	
 
	
 (2)	
 利用したメディア	
 
	
  人々が情報収集に利用したメディアの形態を図 2 に示
す．収入ごとに見た場合，収入レベルにかかわらずテレ
ビが最も多く利用されたメディア形態であり，すべての
収入グループでテレビを利用したという回答率は 87%以
上であった．しかし，テレビに次いで最も利用されたメ
ディアの形態は「低所得」では個別収集（57%）なのに
対して，「富裕層」では「従来的なインターネット」
（64%）であった．収入レベルが上がるに従いラジオ，
広報スピーカー，個別収集が減少した．特に広報スピー
カーの利用の割合は，「低所得」は 42%なのに対して，
「富裕層」においてはわずか 14%であった．一方，イン
ターネット型メディアの利用は収入レベルが上がるほど
上昇した．従来型インターネット，ソーシャルメディア，
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クライシス・マッピングの利用における「低所得」と
「富裕層」グループ間の利用率の違いは，それぞれ 25%，
18%，21%であった．しかし全般的に，利用されたメデ
ィア形態の多様性には，それぞれの収入グループで大差
はなく（表 9），「低所得」グループの回答者が平均で
3.63 種類のメディア形態を利用したのに対し，「富裕層」
の回答者は平均 3.82 種類のメディア形態を利用していた．
	
  学歴ごとに見た場合でも，学歴レベルに関わらずテレ
ビが最も多く利用されたメディア形態であり，その利用
率はすべての学歴グループで 86%以上であった．さらに，
最も学歴の低いグループ（「中卒以下」）では，個別収
集がテレビに次いで最も多く利用されたメディア形態
（61%）であるのに対して，「大学院卒」の回答者がテ
レビに次いで最も多く利用したのは従来型のインターネ

	
 

	
 

図 2	
  情報収集に利用したメディア（複数回答，%は各項目に対する回答割合を示す）
表 9	
  利用したメディア数の平均値	
 
収入レベル

数／人

学歴

数／人

年齢

数／人

低所得

3.63

中卒以下

2.96

20-29 歳

4.00

下位中間層

3.14

高卒

2.98

30-39 歳

3.82

上位中間層

3.64

大学・短大卒

3.75

40-59 歳

3.24

富裕層

3.82

大学院卒

4.11

60 歳以上

2.15

	
 
ットであった．ここでもまた，学歴レベルが上がるに従
いラジオ，広報スピーカー，個別収集の利用が減少する
傾向がみられ，最も大きな違いは広報スピーカーの利用
であった（「中卒以下」と「大学院卒」グループの利用
率の差は 27%であった）．また，インターネット型メデ
ィアの利用は学歴レベルによって大きく影響を受けてい
るように見受けられた．「中卒以下」回答者ではインタ
ーネット型メディアの利用は 5%～12%であるのに対して，
「大学院卒」回答者では従来型インターネットとソーシ
ャルメディアを利用していると回答した割合はそれぞれ
67% と 61%だった． さらに，学歴の高い回答者はより多
くの種類のメディア形態を利用する傾向がみられた（表
9）．中卒以下の回答者が利用したメディア数はわずか平
均 2.96 であったのに対し，大学院卒の回答者が利用した
メディア数は平均 4.11 であった．
	
  最後に，年齢ごとに見た場合でも，同様にテレビが最
も多く利用されたメディアであったが，60 歳以上の回答
者の場合，他の年齢層グループに比べてテレビを利用す
る傾向は少なかった（60 歳以上で 71%，他の年齢層では
92~94%）．さらに，60 歳以上の回答者がテレビに次い
で多く利用していたのが個別収集（54%）と広報スピー
カー（40%）であった．これら以外のメディア利用率は
60 歳以上のグループでは 21%を上回ることはなかった．
広報スピーカーの利用は年齢が上がるほど上昇する傾向
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がみられ，60 歳以上と 20-29 歳グループでは，利用率に
18%の差があった．一方，活字メディアの利用は年齢が
上昇するほど減少し，60 歳以上と 20-29 歳グループの利
用率の差は 23%であった．学歴グループで見られた傾向
と同様に，年齢が若い層ほどインターネット型メディア
の利用がより高く，特に従来型インターネットとソーシ
ャルメディアでこの傾向が顕著に見られ，60 歳以上と
20-29 歳グループの利用率の差はそれぞれ 60%と 45%だ
った．利用したメディア形態の多様性は年齢が上がるに
従い大きく減少し（表 9），20-29 歳の回答者は平均 4.00
種類のメディア形態を利用したのに対し，60 歳以上の回
答者は平均 2.15 種類のメディア形態の利用に留まった．
(3)	
 情報の取得や理解が難しかった理由	
 
	
  回答者が経験した情報の取得や理解が難しかった理由
を図 3 に示す．収入ごとに見た場合，情報取得困難の原
因として最も多く挙げられたのが，「錯綜する情報によ
る困惑」と「噂や大げさな情報，誤った情報による誤解
や混乱」の 2 つであった．第一の原因を挙げたのは回答
者の 57%～74%で，第二の原因を挙げたのは回答者の
55%～66%であった．回答者の収入レベルが高くなるほ
どこれらの原因を挙げる傾向が高かったが，その差は
「錯綜する情報」でより顕著であった．「言語力の問題
で情報を理解できなかった」と「停電や携帯電話の回線

	
 
混乱などにより，情報を入手できなかった」を原因とし
て挙げた回答者の割合は収入レベルが低くなるほど高く，
特に「低所得」の回答者の 20％が言語力による理解の問
題を経験しており，これに対して，「富裕層」でこの項
目を挙げた回答者はわずか 3％であった．
	
  学歴ごとに見た場合でも「錯綜する情報」と「噂や大
げさな情報，誤った情報」の 2 つが最も多く挙げられた
原因で，それぞれ 51%～74%と 59%～67%という割合で
あった．「錯綜する情報」による困惑は，学歴レベルが
上がるほど高くなる傾向が見られた．反対に，「言語力
の問題で情報を理解できない」および「停電や携帯電話
の回線混乱などにより情報を入手できなかった」などの
傾向は，学歴レベルが下がるほど高いことが確認された．
	
  年齢ごとに見た場合でも，「錯綜する情報」と「噂や
大げさな情報，誤った情報」の 2 つが最も多く挙げられ
た原因であった．60 歳以上の回答者（50％）と 30-39 歳
の回答者（74％）では「錯綜する情報」を挙げる割合の
違いは 24%であった．60 歳以上の回答者が原因として最
も多く挙げていたのは「噂や大げさな情報，誤った情報」
（63%）であった．また，60 歳以上の回答者で「言語力
の問題により情報を理解できなかった」を原因に挙げる
割合と，他の年齢グループがこれを原因に挙げる割合に
は大差が見られた．前者の 27%がこの原因を挙げている
のに対して，30-39 歳の回答者ではわずか 6%に留まった．
また，年齢が上がるとともに「情報の検索が難しかった」
と「停電や携帯電話の回線混乱などにより，情報を入手
できなかった」を原因に挙げる傾向が高くなった．

(4)	
 行政によるホットラインの有用性	
 
	
  2011 年タイ洪水時は，タイ政府の洪水災害対策本部で
ある洪水緊急対応センター（FROC）やバンコク都水害
対応緊急センターが市民からの問い合わせや報告に対応
するためのホットライン（電話受付）センターを 24 時間
開設した 6)．また，首相府では救助要請のホットライン
を，また国立救急医療センターが緊急医療のホットライ
ンを開設したりと，被災者支援を目的とした異なる電話
番号を持つ複数のホットラインが開設された．基本的な
設備として，各センターの一角などに十数台から数十台
の固定電話機が設置され，市民からの電話での問い合わ
せにオペレータが随時対応するというシステムである．
そこで，回答者がこれらのホットラインの存在を認知し
ていたかを質問し，認知していた場合には，その有用性
を 4 段階で評価（1＝役に立たなかった～4＝大変役に立
った）してもらった（図 4）．収入別に見ると，カイ二
乗値が 67.8417，自由度が 12，有意確率が.01 以下である
ため，1％水準で有意な結果である．収入レベルが下がる
に従い，ホットラインの存在を知らなかった人が増えて
おり，「低所得」の回答者中 28%が知らなかったと答え
たのに対して，「富裕層」は，わずか 9%が知らなかっ
たと回答した．ホットラインの有用性は収入レベルが下
がるに従い上昇を見せ，ホットラインを認知していた
「低所得」の回答者中 32%が，ホットラインは大変役に
立ったと答えた（全回答中 23%）．これに対して，ホッ
トラインを認知していた「富裕層」の回答者では，わず
か 13%が大変役に立ったと答えていた（全回答中 12%）．
	
  学歴ごとに見た場合でも，同様な傾向が見られる．カ
イ二乗値が 127.8211，自由度が 12，有意確率が.01 以下

	
 
図 3	
  情報が不明確や理解しづらかった原因（複数回答，%は各項目に対する回答割合）

	
 
図 4	
  政府の緊急電話センター（ホットライン）の有効性	
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浸水）と比較しても若干高く，また「低所得」のみに当
てはまるグループ（76%が住宅浸水）と比べても高い割
合であった．また，「最も社会的弱者」の回答者が避難
をしなかった割合は，前述の何れのグループと比べても
大幅に高かった（それぞれ「低所得」のみ 55%，「中卒
以下」のみ 49%，「60 歳以上」のみ 58%）．

であるため，1％水準で有意な結果である．ホットライン
を認知していなかった回答者は中卒以下の 39%に対し，
大学院卒ではわずか 10%であった．また，ホットライン
を知っていた回答者の中で，学歴レベルが下がるほどホ
ットラインの有用性が上昇する傾向が見られた．中卒以
下の回答者の 56%がホットラインを大変役に立つと答え
た（全回答中 34%）一方で， 大学院卒の回答者は 9%の
みに留まった（全回答中 8%）．
	
  収入および学歴別の分析とは対照的に，年齢ごとに見
た場合，全般的傾向はより希薄だが，60 歳以上の回答者
と他の年齢層には大きな違いがみられた．ホットライン
の存在を認知していなかった回答者は 60 歳以上の回答者
で多く見られた（60%）が，他の年齢層ではその割合は
14～18%であった．しかし，ホットラインを認知してい
た 60 歳以上の回答者の約半数は，ホットラインを大変役
に立つと答えており（全回答中 19％），一方他の年齢層
では，大変役に立つと答えていたのは，ホットラインを
認知していた回答者のわずか 14～28％であった．カイ二
乗値が 89.8585，自由度が 12，有意確率が.01 以下である
ため，1％水準で有意な結果である．

４．「最も社会的弱者」である回答者の分析	
 
	
 
	
  先行研究および本稿が示すように，社会的弱者は，災
害時に影響を受ける危険性が高い，もしくは被害をこう
むる割合が高い可能性がある．これまでの分析によって
収入，学歴，年齢が洪水に対する脆弱性，災害時の情報
収集およびニーズに影響を与えたことが明らかになった
が，社会的に最も弱者であると考えられるグループ，つ
まり低所得，低学歴，高齢者に焦点を当てた考察も重要
である．前述のカテゴリーに基づいて，「低所得」，
「中卒以下」，「60 歳以上」の全ての項目に当てはまる
20 人の回答者を抽出し，このサンプル群の特徴，住宅浸
水被害と避難の状況，情報収集と情報ニーズを分析した．
サンプル数が限られているため，本分析結果の一般化は
できないが，「60 歳以上」の約 4 割が「低所得」と「中
卒以下」の条件が重なっている点から，このグループの
実態に注視することは意義がある．	
 
	
 
(1)	
 「最も社会的弱者」である回答者の属性
	
  「最も社会的弱者」である回答者の特性を表 12 に示す．
「低所得」のみ（66.9%），「中卒以下」のみ（58.0%），
あるいは「60 歳以上」のみ（64.6%）に当てはまる回答
者と比較し，「最も社会的弱者グループ」の回答者では，
女性の割合がより高かった（75%）．さらに，「最も社
会的弱者」である回答者は，バンコク都市圏以外に住ん
でいる割合が高かった．そして，このグループは 100%
が街頭調査での回答者であり，これは「中卒以下」のみ
に当てはまるグループ（97.3%）および「60 歳以上」の
みに当てはまるグループ（97.9%）よりも若干高い．
(2)	
 住宅浸水と避難の状況	
 
	
  「最も社会的弱者」である回答者 20 人全ての住宅が浸
水被害にあっており，そのうちの 90%が避難しなかった．
住宅浸水被害だけを見た場合，「最も社会的弱者」な回
答者グループが浸水被害（100％）にあった割合は，「中
卒以下」のみに当てはまるグループ（91%が住宅浸水）
や「60 歳以上」のみに当てはまるグループ（83%が住宅
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(3)	
 情報収集と情報の取得や理解が難しかった理由
「最も社会的弱者」である回答者の情報収集およびニ
ーズを表 13 に示す．このグループがインターネット型メ
ディア以外の方法を主に利用していたことが確認できる
が，その割合は 90%が広報スピーカーに頼り，85%が個
別収集を利用していた．回答率から見ると，「最も社会
的弱者」である回答者は，他のグループに比べて，はる
かに高い割合で広報スピーカーと個別収集に頼っていた
といえる．他のグループの場合，最大でも広報スピーカ
ーの回答率が「低所得」の回答者で 42%，個別収集の回
答率が「中卒以下」の回答者では 61%であった．さらに，
「最も社会的弱者」である回答者中，55%がテレビを利
用していたが，この割合は前述の分析における他のグル
ープに比べて低い率であった．しかし，「最も社会的弱
者」である回答者は平均で 2.80 のメディア数を利用して
おり，これは「60 歳以上」の回答者の平均利用メディア
数 2.15 より多い結果となった．
情報の取得や理解が難しかった理由を見ると，このグ
ループの回答者の 85%が「噂や大げさな情報，誤った情
報によって誤解したり，混乱したりした」を挙げた．こ
れは「低所得」のみの回答者（60%），「中卒以下」の
みの回答者（59%），「60 歳以上」のみの回答者（63%）
に比べ非常に高い．また「言語力の問題により情報を理
解できなかった」を原因に挙げた回答者についても，
「最も社会的弱者」グループ（55%）では他のグループ
に比べて大幅に多い（他グループでの最高は「60 歳以上」
の回答者の 27%）．一方，「錯綜する情報に困惑した」
を挙げる割合は他グループに比べてやや低かった（「最
も社会的弱者」グループの 45%に対し，他グループで最
も低い「60 歳以上」の回答者でも 50%）．
最後に，行政のホットラインを認知していた回答者は
「最も社会的弱者」グループでは極めて少なく，回答者
の 90%がホットラインを知らなかったことが判明した．
これは知らなかった回答者が二番目に多いグループ
（「60 歳以上」の回答者でもわずか 60%）と比べても高
く，「中卒以下」の回答者の 39%と「低所得」の回答者
の 28%と比較すれば高い数値であった．

５．考察
(1)	
 社会的弱者の脆弱性	
 
	
  本分析から次の二点が明らかになった．第一に，低所
得，低学歴，高齢の人たちは浸水被害を受ける割合が高
かったという点，そして第二に，そうした人々は住宅が
浸水被害を受けても自宅から避難する割合が低かったと
いう点である．社会的に弱いグループがより高い脆弱性
を持つ主な原因の一つとして，彼らの居住地域が挙げら
れる．これらの人々は，より災害脆弱性の高い地域で，
質の低い家に居住していることが多い 12） ．2011 年タイ
洪水の際，バンコク都が中心部の浸水被害を防ぐため
様々な手段を講じた結果，水門が閉じられ洪水流は中心

	
 
を離れることは，盗難や強奪の被害にあう可能性もある．
自宅に留まるということは，自分の財産の安全を確保し，
損害を軽減するための一つの手段である．また，社会的
弱者には移動手段が限られており，特に高齢者の場合，
避難が不可能，あるいは避難を拒否する可能性もある．

表12	
  最も脆弱な回答者グループの特性 (N=20)
回答数

有効%

5
15
0

25.0%
75.0%
-

0
2
18
0

10.0%
90.0%
-

0
20

100.0%

性別
男性
女性
無回答
居住地
バンコク都内
グレーター・バンコク圏
中部
その他
調査方式
インターネット
街頭

	
 
表13	
  「最も社会的弱者」の回答者の
情報収集と情報ニーズ（N=20）

インター
ネット

回答数
情報収集に利用したメディア
11
テレビ
7
ラジオ
18
広報スピーカー
3
出版物
17
個別収集
0
従来型
0
直接通信型
0
ソーシャルメディア
0
クライシス・マッピング
情報が不明確や理解しづらかった原因
停電や携帯電話の回線混雑などにより，
6
情報を入手できなかった
情報の検索が難しかった
1
言語力の問題により，
11
情報を理解できなかった
噂や大げさや誤った情報によって，
17
誤解したり，混乱した
錯綜する情報に困惑した
9
不明確，あるいは理解しづらかった
0
情報は特になかった
政府の緊急電話センターの有効性
1
1 全く役立たなかった
0
2 あまり役立たなかった
0
3 少し役立った
1
4 とても役立った
18
認知せず

有効%
55%
35%
90%
15%
85%
30%
5%
55%
85%
45%
5%
5%
90%

	
 
街を避けて周辺地域へと流出された．洪水時の居住地区
を調べた結果，収入と学歴レベルが下がるに従い，グレ
ーター・バンコク圏の外に住む人の割合が高かった．し
かし年齢で見た場合，居住地区との関連性は見られなか
った．これは社会的に豊かな人が都心部に集中し，貧し
い人が周辺地域へ集中するという，開発と居住地区の分
布が浸水被害の脆弱性に影響を与えた可能性を示唆する．
	
  社会的弱者グループは住宅が浸水しても家から避難す
る割合が低かったという第二の調査結果を論考する場合，
復旧，治安，機動性という 3 項目について検討する必要
がある．社会的弱者グループは，経済資源が限られてい
るため，浸水被害からの復旧はより困難である．それゆ
えに，水がひいた後でも新しい建材や生活必需品を容易
に購入できないため，自宅から離れることでより多くを
失う可能性がある．さらに貴重品や私有物を置いて自宅
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(2)	
 情報収集の傾向	
 
	
  分析の結果，メディア形態の利用は，収入，学歴，年
齢の違いによって大きく異なることが判明した．基本的
に，テレビは収入，学歴，年齢の違いにかかわらず最も
利用されたメディアであることが確認されたが，二番目
に多く利用されたメディアは，各グループで差があった ．
	
  インターネットなどのデジタル・メディアの利用は，
収入と学歴のレベルが上昇するに従い，そして年齢が下
がるに従い，飛躍的に上昇した．2011 年タイ洪水では，
政府機関のフェイスブックやツィッターなどと共に，ソ
ーシャルネットワークとマッシュアップしたクライシス
マッピングが多数存在し，住人が自分の目撃した情報を
入力した 6), 18）．そのような大規模災害の場合は，テレビ
からの情報で身の回りの状況を知るには限度がある．主
にテレビを利用しつつインターネット型情報源も同時に
活用するパターンが示すのは，収入と学歴が高く，年齢
の低い人たちが，テレビで災害の全体像を掴みつつ，自
分の状況や地域の詳細情報を引き出すためにインターネ
ットを利用したということである．
	
  反対に，収入と学歴が低く，年齢が高い回答者のイン
ターネット型メディアの利用は，とても少なかった．こ
うしたインターネット型メディアの利用が少なかった理
由は，インターネットを利用できる状況にありながらあ
えて利用しなかったか，あるいはそもそもインターネッ
トにアクセスする手段を有していなかったか，のいづれ
かである．本調査ではアクセスの有無について質問は行
わなかったが，社会的弱者はインターネットへのアクセ
スがより難しいと考えるのが妥当な推測である．しかし，
デジタル・メディアとは対照的に，ラジオ，広報スピー
カー，個別収集などのアナログ・メディアの利用は，収
入と学歴のレベルが下がるに従い，そして年齢が上昇す
るに従って全般的に上昇を見せた．社会的に強い立場に
ある回答者の場合と同様に，社会的に弱い立場にある回
答者もテレビからの全般的情報に補足して居住地域の情
報を収集するために，これらのメディアを利用する傾向
がみられた．その意味では，インターネットを利用しな
い，あるいはそのアクセスを有しない人たちは，自分た
ちの地域の情報を集めるためにこれらのアナログ・メデ
ィアに頼っていたといえる．
	
  利用されたメディア種類の多様性と，情報の取得や理
解が難しかった理由との間には，ある種の関係性が見ら
れる．全般的に，多様なメディアを利用したグループは，
「錯綜する情報に困惑した」を挙げる傾向が強くみられ
た．一つの可能性として考えられることは，インターネ
ット型の情報源を活用する場合，莫大な量の情報収集が
可能なため，様々な情報の中から矛盾する情報が発生す
る割合がより高くなるという点である．これに対して，
ラジオ，広報スピーカー，個別収集などの情報源を利用
する場合，収集できる情報量が限られているため，情報
の矛盾の可能性は減少する．従って，2011 年タイ洪水で
活用されたソーシャルメディアとマッシュアップされた
クライシス・マッピングのように，一般の人々からのフ
ィードバックや情報が入力できるインターネット型情報
源は，入手可能な情報量を増やしてくれる一方で，矛盾

	
 
する情報が発生した割合もより高かったといえる．
(3)	
 行政のホットラインの認知度と有用性
社会的に強い立場にあるグループはホットラインを認
知していた割合は高いものの，有用であると捉えた割合
は低かった．前述の通り，これらのグループは，多様な
メディアを活用し，加えてインターネット型メディアを
高い頻度で使いこなすことで，より多くの情報量を入手
できた．本調査ではホットラインの認知手段については
質問していないが，特にインターネットをはじめとする
多様なメディアを活用していた回答者の方が，ホットラ
インについての情報を得る可能性が高かったことが伺え
る．しかし逆説的に，多量の情報を入手できた社会的に
強い立場にあるグループは，結果的にホットラインをあ
まり有用なものとして捉えていなかった．
対照的に，テレビの利用率は収入，学歴，年齢に関わ
らず全てのグループでほぼ同様であったのに対して，社
会的に弱い立場にあるグループがホットラインを認識し
ていた割合は低かった．社会的に弱い立場にあるグルー
プは，利用できるメディアの種類が限られている，ある
いは情報源を増やせないことからホットラインについて
の情報を得る機会がより低かったと推察される．さらに，
このグループは，広報スピーカー，ラジオ，個別収集か
ら得られる情報量は限定されており，入手できる情報量
が最も少なかったため，結果としてホットラインから得
られる情報を有用なものと捉えた可能性がある．
	
 
(4)	
 社会的に不利な条件の組み合わせによる影響	
 
	
  社会的に不利な条件の連鎖的な関連性を想像するのは
容易である．前述の考察が示すように，収入と学歴が低
く，年齢の高い回答者は，浸水被害を受ける割合が高く
なり，また住宅が浸水した場合でも自宅にとどまる割合
が高かった．しかし，これらの社会的に不利な条件が組
み合わさることにより，脆弱性はさらに高まった．「最
も社会的弱者」の居住地域を見ると，回答者全員が洪水
によって大きな被害を受けたバンコク都周辺や中部地域
に居住していた．社会的に不利な条件が組み合わさるこ
とにより，彼らは水害に対して脆弱な地域に住まざるを
得ず，その結果，バンコク中心部を守ることを優先した
洪水対策によって，低所得のみ，中卒のみ，あるいは 65
歳以上のみに該当する回答者と比較しても，より甚大な
影響 を受けた傾向が見られた．
	
  社会的に不利な条件を 1 つだけ持つグループと「最も
社会的弱者」のグループには，主にアナログ・メディア
を利用するという共通点があるが，相違点も生じていた．
第一に「最も社会的弱者」グループのテレビの利用は，
他のグループと比べてかなり低かった一方で，広報スピ
ーカーや個別収集は，最も利用されたメディアであった．
可能性として「最も社会的弱者」グループがテレビを所
有していなかったことが考えられるが，広報スピーカー
や個別収集の利用率が高いことが示唆するのは，このグ
ループは自分の住む地域の状況には高い関心を示すが，
それ以外には関心が低かったため，全般的な被災状況を
伝えるテレビの利用が少なかった可能性もある．
	
  これと対応して，「最も社会的弱者」の回答者は，
「噂や大げさな情報，誤った情報によって誤解したり，
混乱したりした」を情報の取得や理解が難しかった理由
として最も多く挙げていた．この点は，彼らの関心の中
心が自分の住む地域の情報であり，しかも口頭伝達のメ
ディア形態に最も頼っていたことと大いに関係している
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と考えられる．二番目に多く挙げられた原因は「言語力
の問題で情報を理解できなかった」であるが，これは他
のグループに比べて「最も社会的弱者」で多く見られた．
社会的に不利な条件の組み合わせが言語に関する困難を
生みだしていたのは明らかであるが，これが情報伝達過
程の専門用語の利用を示すのか，あるいは回答者の言語
能力が低いためなのかについては明白ではない．
	
  最後に，社会的に不利な条件が組み合わさることで，
行政のホットラインの認知度も低くなった．「最も社会
的弱者」であるグループが活用した広報スピーカーや個
別収集では，ホットラインについての情報が十分でなか
ったと推察される．「最も社会的弱者」の回答者のホッ
トラインの認知度が低かったため，ホットラインがこの
グループにとって有用なものであったか否かを評価する
のは難しい．しかし，低収入のグループ，低学歴のグル
ープ，高年齢のグループで見られた傾向を考慮すると，
「最も社会的弱者」のグループもホットラインを有用だ
と考える割合がより高くなったであろうと考えられる．
(5)	
 短大生・大学生・大学院生という特殊な社会的立場	
 
	
  タイ人回答者にみられるもう一つの特別なグループと
して， 短大，大学，大学院の学生の存在にも注意を向け
る必要がある．これらの回答者は，低所得と高学歴とい
う 2 つの対照的な状態に置かれている．「低所得」グル
ープを学生と学生以外に分類して分析すると，「低所得」
の学生以外の回答者では，他のメディアの利用にはほと
んど変化がなかったものの，インターネット型メディア
の活用はとても低い水準であった．対照的に「低所得」
の学生回答者が利用したメディアの種類は，「富裕層」
回答者の利用メディア数と同様あるいはそれ以上であっ
た．両者の最大の相違点は，「低所得」の学生回答者は
対人などの個別収集を活用する傾向がより高かったこと
である．さらに，行政のホットラインの認知度と有用性
の分析では，学生以外の「低所得」のホットラインの認
知は低いが，有用であると考える割合は高かった．一方，
「低所得」の学生回答者は「上位中間層」の回答者と同
様のパターンを示した．
	
  これは二つのグループ間の相違点の一部だけを照らし
出した基礎分析であるが，学生は中レベルから高レベル
の学歴を持ち，また情報収集が行いやすい環境にあると
同時に限られた経済資源しか持たないという特殊な社会
的立場にある人々を代表しており，こうした違いに注視
することは重要である．従って，収入だけに基づいた調
査を行う場合，こうした特殊な地位にある二つの対照的
な要素が包含されており，注意が必要である．
(6)	
 情報伝達システム改善に向けた提案	
 
	
  2011 年タイ洪水時にみられた浸水被害の脆弱性は，特
にバンコク都とその周辺地域を含んだ，タイ王国の自然
環境要因と社会経済的要因の組み合わせに影響を受けて
いた．ゆえに，災害情報の伝達システムを改善するため
には，以下の二つを考慮する必要がある．
	
  メディア利用の格差を考慮すると，国民全員のニーズ
に合致する単一のメディア形態は存在しないことは明白
である．特に，インターネット型メディアなどのデジタ
ル・メディアとラジオや広報スピーカーなどのアナロ
グ・メディアの利用の間には大きな格差がある．さらに，
テレビは広く活用されているが，細かい情報を伝える能
力に限界があるため，被災地の人々が必要とする地域の
生活関連情報を提供するのは難しい．反対に，ラジオや

	
 
広報スピーカーで伝達されるのは地域限定の情報が増え
る一方，インターネット型メディアは全国レベルから地
域レベルまですべての情報を網羅することが可能である．
デジタル・メディアおよびアナログ・メディアの技術を
組み合わせて，さらに「全国レベル」と「地域レベル」
のメディア形態を統合することで，網羅する情報量を増
やし情報伝達能力を向上することができる．1 つの方法
として，ある災害に特化したソーシャルメディアのコン
テンツを作成し，その内容を自動的に広報スピーカーを
通してリレーし，ネットの利用者と地域型の利用者の両
者が同じ情報を受け取れるようにすることである．
	
  また，市民の社会的属性の違いと，浸水リスク評価を
統合した脆弱性マップの開発も有効でであると考えられ
る．地域の浸水被害状況に加えて，特定地域の社会経済
的特徴を理解することで，地域の人々のメディア利用の
パターンを考慮しながら災害情報を伝達できる．
	
  社会的弱者への行政ホットラインの認知度を上昇させ
るための戦略も重要である．テレビが最も利用されたメ
ディアであったことから，テレビ広告をより効果的に利
用する必要がある．しかし，「最も社会的弱者」のは，
テレビより広報スピーカーをより多く利用されていたた
め，広報スピーカーを通した情報伝達により認識度の向
上につながると考えられる．
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