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＜あらまし＞ 東日本大震災での学校の課題となった情報収集・発信において，通信手段の
複線化が重要である．本研究では，地震災害時に学校が利用する通信手段の代替案として，
「携帯（スマートフォン）通話」
，
「インターネット検索」
，
「Twitter」
，
「Facebook」
，
「LINE」
の 5 つの ICT メディアを想定した場合に考えられる利点や懸念される点に関する半構造化
インタビュー調査を実施した．本調査は，東日本大震災における学校の危機管理の経験を有
する小学校の校長経験者に実施した．インタビューデータに対して M-GTA（木下 2003）
の分析ワークシートを用いて分析したところ，地震災害時の通信手段の複線化に関わる 13
個の概念が生成された．さらに，地震災害時の学校にとって必要な ICT メディアの 14 個の
条件が示唆された．また，ICT メディアの条件を検討し，
「通信手段全般」
「情報収集」
「情
報発信」
「SNS 利用」
「ハードウェア（端末）
」の 5 つのカテゴリに分類した．
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1. はじめに
日本列島とその周辺海域が地球上を占める
割合は約 0.25%だが，世界中で発生するマグ
ニチュード（M）5 以上の大きな地震のうち，
7~8%の地震が日本列島とその周辺海域で発
生している（纐纈 2007）
．また，日本列島お
よびその周辺では，南海トラフ巨大地震が危
惧され，その災害対策に関する研究が多数確
認できる（例えば山川ほか 2016，瀬野 2012）
．
児童在校時の時間帯（2011 年 3 月 11 日金
曜日 14 時 46 分）に発災した東日本大震災で
は，児童の命を預かる学校において，災害時
にどのような避難行動をとるべきなのかが大
きな課題となっている（埼玉県立総合教育セ
ンター 2012）
．学校は状況に応じた自立的な
判断が必要であり，判断の根拠となる情報を
どのように得るか，生じるリスクにどう対応
するかが重要な論点とされている（矢嶋
2012）
．また，学校は，学校関係者や地域住民，
行政側にとっても情報の拠点としての役割が

大きいとされている（矢嶋 2012）
．
サーベイリサーチセンター（2011）による
と，東日本大震災において住民がすぐに避難
しなかった理由について，
「家族を探しに行っ
たり，迎えに行ったりしたから」
，
「家族の安
否を確認していたから」といった家族のこと
を心配しての行動が上位を占めた．
矢守（2012）は，
「津波てんでんこ」と呼ば
れる津波避難において各自がてんでばらばら
に一人で高台に逃げろという言葉が，人々に
困難だと思われてしまうという課題を取り上
げている．その理由として東日本大震災にお
いて「共助」の旗印のもと，災害弱者が津波
の犠牲になった事実を取り上げ，単純な避難
行動のルールなどを設定して解消してしまわ
ないことを提起し，個別の事情の軽減・解消
策を具体的に考慮するための仕組みやツール
を整えることが必要だと述べている．
畑山（2017）は，1995 年に起きた阪神・淡
路大震災以降に通信技術の多様化が進められ

ていることから，登録制メール，緊急速報メ

行動等で有効に機能した ICT メディアのう

ール，スマートフォンアプリ，コミュニティ
放送を取り上げ，利用者の視点に立つと情報
を受け取ることができれば通信手段に固執す

ち，スマートフォンをハードウェアとし，
SNS 等のような通信の双方向性を有するも
のが，地震災害時の学校の通信手段の複線化

る必要はなく，防災行政無線以外にも情報伝
達手段を多重化・多様化し，複数の情報源か
ら情報を提供することで，そのとき利用者に

にも有効に適用できると推察する．

とって最適な手段で情報を獲得してもらうこ
とが重要であると述べている．
学校の防災マニュアルを作成する手引きと
なっている「学校防災マニュアル（地震・津
波災害）作成の手引き」（文部科学省 2012）
では，大規模な地震災害時には通信機器の被
災や回線の混雑により，通信手段が正常時に
機能しないことが懸念されることから，地震
災害時の二次対応や不在校児童への安否確認
等の危機管理において，通信手段を複数確保
（以降，
複線化）
することが求められている．
ICT 利用環境の変化により，東日本大震災
時に利用されていた携帯電話（フィーチャー
フォン）に代わり，より高度に情報収集や情
報発信ができるスマートフォンが普及した
（総務省 2017）
．熊本地震においても，携帯
電話からの携行性を引き継ぎ，その重要性が
認識されているスマートフォンは，電話とし
ての従来の機能である通話や携帯メールだけ
でなく，アプリケーションを活用した災害情
報の収集や SNS を利用する端末としても活
用され，その重要性がますます高まっている
とされている（総務省 2017）
．
柴谷（2011）によると，東日本大震災当日
の安否確認の手段の中で，Twitter や SNS 等
のソーシャルメディアの利用者は 5~15%程
度と必ずしも多くない一方，
「達成率（確認し
ようとした方法で実際に安否を確認できた割
合）
」
では，
地域によっては Twitter が約 86%，
SNS が約 81%と，携帯電話や携帯電話メー
ル等の他の確認方法と比較して達成率が高か
ったとされている．
総務省（2017）
「情報通信白書平成 29 年版」

2. 研究の目的
学校が地震災害時の通信手段として，情報
通信白書平成 29 年版で評価された通信手段
である「携帯（スマートフォン）通話」
，
「イ
ンターネット検索」
，
「Twitter」
，
「Facebook」
，
「LINE」の 5 つの ICT メディアの利用を想
定した際に生じることが考えられる利点や懸
念される点について明らかにし，地震災害時
に学校が利用する通信手段の複線化に有効な
ICT メディアを検討することを目的とする．
3. 研究の方法
3.1.協力者と半構造化インタビュー調査
東日本大震災において，学校の危機管理の
経験を有する教員のうち，校長を務めた経験
のある教員（退職者を含む）6 名に協力を依
頼した．協力者は震災当日の避難誘導や児童
の引き渡し，避難所の運営や支援，学校の再
開等に携わっている．
震災の経験や校長としての意見等の複雑な
データの取得に対応できると判断し，半構造
化インタビューを実施した．質問の内容は，
「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作
成の手引き」
（文部科学省 2012）に記載され
ている危機管理のうち，通信手段を利用する
ことが想定される危機管理を対象にした質問
を設けた（表 1）
．インタビューではメモと同
意の上での録音を行った．調査は 2018 年 9
月 25 日から 27 日までの 3 日間で実施した．
3.2.分析の方法
本研究では，インタビュー調査の分析に適
しており手続きが詳細で具体的であることや
（森ほか 2015）
，学校経営プロセスを明らか

によると，東日本大震災から 5 年後に発生し

にする上で有効に作用する（畑中 2012）こと

た熊本地震の被災者の情報行動や ICT の活
用状況において，SNS 等の高く評価された

から，修正版グラウンデッド・セオリー・ア
プローチ（以下，M-GTA）
（木下 2003）の分

ICT メディアが明らかになった．
これらのことから，熊本地震における情報

析ワークシートを用いた．
分析の手順としては，録音したインタビュ

表1

質問の内容

ーデータをテキスト化した後，会話の内容ご
とに類似例と対局例を検索し，概念の定義づ
けを行い，概念のラベリングを実施し，概念

表 2 分析ワークシート例
（記載内容は一部抜粋）

生成を行った．分析ワークシートの例を右に
示す（表 2）
．
また，分析の結果の妥当性を検討するため
に，インタビュー調査の協力者にメールでの
確認を依頼し，添削や意見をもらった．

4. 結果と考察
インタビュー時間は平均して約 1 時間であ
った．M-GTA による分析の結果，地震災害時
の通信手段の複線化に関わる 13 個の概念を
生成した．さらに，概念に基づき，地震災害
時に学校が通信手段として利用する ICT メ
ディアに必要な 14 個の条件が示唆された．
これらの条件ともととなった概念を表 3 に示
す．概念名の下部にある（ ）は，概念を構成
している類似例の数である．
また，生成した地震災害時の通信手段の複
線化に有効だと考えられる ICT メディアの
条件を検討し，
「通信手段全般」
「情報収集」
「情報発信」
「SNS 利用」
「ハードウェア（端
末）
」の 5 つのカテゴリに分類した（図 1）
．
5 つのカテゴリごとに，学校が地震災害時の
通信手段の複線化を図るプロセスを次のよう
なストーリーラインとして説明する．以下，
＜ ＞は概念，
□は地震災害時の学校にとって
必要な ICT メディアの条件を示す．
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表3

概念から示唆された ICT メディアの条件

図1

地震災害時の通信手段の複線化に有効な ICT メディア

4.1.通信手段全般に関するストーリーライン
ここでは，学校が地震災害時に利用する通

この点に関して，緊急時に利用する ICT メデ
ィアを平常時に利用しておくことが有効だと

信手段を備える際に，重要とすべき ICT メデ
ィアの条件を説明する．
地震災害時には，予期しきれない事態が起

している研究が確認できる（例えば柳田
2012，畑山 2017）
．よって，学校が地震災害
時に利用する通信手段は，情報の受け手と送

こりうることから，通信手段として利用する
ICT メディアには＜特別な操作のリスク＞が
生じる．東日本大震災では，取り外しや設置

り手の双方にとって身近な通信手段である
ことが重要であり，身近な ICT メディアを地
震災害時の通信手段として利用する体制を整

などの非日常的な操作が加わったことで，防
災行政無線が上手く機能しなかった学校が存
在した．そうしたケースを鑑みると，地震災

えておくことや，訓練や日常的な利用により
当該 ICT メディアを身近なものにしていく
備えが必要であると推察する．

害時に利用する通信手段には，緊急時に平常
時と変わらない操作で利用できるという不
変性を備えた ICT メディアを選択すること

4.2.情報収集に関するストーリーライン
ここでは，地震災害時の避難などの判断の

で，利用者の認知負荷を軽減することが重要

根拠となる地震の被害状況等の把握にあたっ

であると推察する．
インタビューをした学校の中には，＜緊急

て，情報収集を行うための通信手段を備える
際に，重要とすべき ICT メディアの条件を説

時の通信手段による日常的な情報発信＞を行
っている学校が確認できた．具体的には，地

明する．
概念＜重要な情報源としての行政機関＞に

震災害時等の緊急時での利用が想定されてい

よると，東日本大震災では行政機関からの情

る一斉メール配信や防災行政無線を訓練や平

報が学校の危機管理の判断に大きく影響した．

常時の連絡に用いているというようなケース
である．これは地震災害時等の緊急時に滞り

また，現在も学校にとって地震災害時の行政
機関からの情報は重要とされている．
よって，

なく利用するために，当該 ICT メディアが日
常的に慣れ親しんだものとなっていることが
重要であるという意識によるものと推測する．

地震災害時に備え，学校が情報収集を行うた
めの通信手段を複数確保する場合，当該 ICT
メディアが行政機関から情報や指示を受け

5

取ることができることが必要であると推察

4.4.SNS 利用に関するストーリーライン

する．
また，地震災害時に利用する通信手段を平
常時に利用することを想定した場合，＜利用

ここでは，学校が地震災害時に備え，通信
手段として SNS の利用を想定する際に注意
すべき点を説明する．

目的以外の連絡から発生するトラブル＞が問
題視されている．自由度の高いやりとりが保
護者と可能になる ICT メディアを利用する

概念＜1 学校 1 アカウント＞では，学校が
Twitter や Facebook のような SNS の利用を
想定する場合，各教員がアカウントを所有し

場合，利用目的以外の連絡やクレーム，予期
せぬトラブルに巻き込まれることが懸念され
ている． よって，情報の受け手からの連絡を

て情報発信等を行うのではなく，1 つのアカ
ウントを学校として共有することで情報の管
理，共有がしやすくなるため，1 つのアカウ

制限することができる必要があると推察す
る．

ントに統一できる必要があるとされている．
また，複数のアカウントを校務に利用する場
合，情報管理の難しさが懸念される．このこ

4.3.情報発信に関するストーリーライン
ここでは，地震災害時の安否確認や引き渡
し等に関する保護者への情報発信を行うため

とから，地震災害時の通信手段として，学校
が SNS の利用を想定した場合，1 つのアカ
ウントを学校として共有することが重要で

の通信手段を備える際に，重要とすべき ICT
メディアの条件を説明する．
概念＜発信情報決裁＞では，学校が公のも

あると推察する．
また，学校が SNS を平常時に利用するこ
とを想定した際，＜外部データによる人と人

のとして誤情報を発信するケースが懸念され
ており，発信する全ての情報に管理職の決裁
を取ることが必要とされている．このことか

との自動接続への懸念＞がされている．
LINE のように，利用者のアドレス帳の情報
が反映し友達を予想する機能がある場合，他

ら，地震災害時に備え，学校が情報発信を行
うための通信手段を複数確保する場合，当該
ICT メディアが情報を発信する際に管理職

者から友達の申請がされるケースがある．こ
のような機能は，コミュニティを広げること
ができる SNS の利点ではあるが，情報管理

の決裁を取ることができ，発信者を限定する
ことができる必要があると推察する．こうし
た機能が備わる ICT メディアが確保できな

の責任の観点から，学校は必要以上にコミュ
ニティを広げることを求めていない．
よって，
当該 ICT メディア以外から連絡先情報の出

い場合は，平常時や地震災害時に必ず管理職
の決裁を取ることができるような体制を整え
る必要があると推察する．

入りをさせないことが重要であると推察す
る．
LINE のような SNS を学校が利用するこ

学校には，地震災害時において＜一斉メー
ル配信への信頼と不安＞がある．保護者に連
絡をとるための手段として一斉メール配信に

とを想定した際に，教員と保護者や児童生徒
が＜水面下で繋がるリスク＞が生じる．限定
されたグループ内で SNS を利用していても，

重きが置かれている一方，一斉に情報を発信
できる ICT メディアの複線化はされていな
いためである．また，概念＜安否確認手段と

グループに参加している利用者の情報からグ
ループ外で個人同士が繋がることが可能とな
っている場合がある．SNS において，管理職

しての電話回線の限界＞では，児童不在校時
の安否確認手段に電話の利用が想定されてい

が把握できない場所で教員と保護者や児童生
徒の自由度の高いやりとりが可能になると，

るが，児童の数に対する電話回線の数に限界

トラブルの原因になることが懸念されている．

があることが懸念されている．これらのこと

よって，グループでの繋がりから個人間で繋

を鑑みると，情報の受け手に対して情報を一
斉に発信することができる ICT メディアの

がることができない仕組みが必要であると
推察する．

複線化が重要であると推察する．

また，学校が発信する情報が第三者に漏れ
てしまうことが問題視されていることから，

公のものとして情報を発信するためには，＜

は禁止されていた．校務でのスマートフォン

情報受信者の本人確認＞が必要である．当該
ICT メディアにおいて，学校が意図して情報
を送る相手とアカウントの所持者が一致し

の利用を考えると，公的に支給されたもので
あることが重要であると推測する．
また，＜損壊や停電時等によるパソコンの

ていることを保障されることが重要である
と推察する．具体的には LINE や Facebook
のような電話番号の登録によるアカウント作

限界＞が生じる背景には，大規模な地震の際
の倒壊が原因でパソコンが損壊し，利用が不
可能になるという懸念がある．よって，当該

成機能の利用が該当する．こうした機能が備
わる ICT メディアが確保できない場合は，学
校が情報を発信する連絡先が本人のものであ

ICT メディアは倒壊等による損壊に耐える
ことができる耐久性の高いことが重要であ
ると推察する．

ることを事前に確認するような体制を整える
必要があると推測する．

4.6.優先させるべき条件の考察
＜重要な情報源としての行政＞に基づいた

4.5.ハードウェアに関するストーリーライン
ここでは，地震災害時の情報収集・情報発
信に利用するハードウェア（端末）を備える

行政機関から情報や指示を受け取ることが
できるという条件，＜一斉メール配信への
信頼と不安＞と＜安否確認手段としての電話

際に重要とすべき ICT メディアの条件を説
明する．
地震災害時には，＜損壊や停電等によるパ

回線の限界＞に基づいた情報の受け手に対
して情報を一斉に発信することができると
いう条件，＜損壊や停電等によるパソコンの

ソコンの限界＞が生じる．大規模な地震災害
時には，地震や津波の影響により停電が発生
し，デスクトップパソコンが機能しないこと

限界＞と＜緊急時に利用が避けられないスマ
ートフォン＞に基づいた充電できる，小型
で携行できるという条件は，6 名の協力者全

が想定された．一斉メール配信やホームペー
ジの更新は基本的に職員室のパソコンで行わ
れるため，
停電は大きなリスクである．
また，

員の回答によってヴァリエーションが構成さ
れている．このことから，通信手段の複線化
を図る際に，これらの条件を満たした ICT

＜緊急時に利用が避けられないスマートフォ
ン＞の存在がある．スマートフォンはバッテ
リー式であることから，停電時の利用が想定

メディアを優先的に考える必要があると推察
する．

された．よって，地震災害時に学校が利用す
る当該 ICT メディアは，充電ができることが
重要であり，停電に備える必要があると推察

5. まとめと今後の課題
本研究では，東日本大震災において地震災
害時の学校の危機管理の経験を有する教員の
うち，校長を務めた経験のある教員を対象に
したインタビュー調査の結果から，地震災害
時の学校の通信手段の複線化に関わる 13 個
の概念が生成され，それに基づいた，地震災
害時の学校にとって必要な ICT メディアの
条件を示した．これらの条件を満たした ICT
メディアは，学校が地震災害時の通信手段の
複線化を図るにあたって有効であると示唆さ
れた．
本研究は，インタビュー調査の対象者が 6
名にとどまったこと，勤務地域が限定的であ
ることから，事例的研究であるため，過度な
一般化を避けなければならない．また，小学
校教員の多忙さを鑑みると，今回の調査では

する．
＜損壊や停電時等によるパソコンの限界＞
が生じるのは，地震や津波の影響により，職
員室に出入りすることができない状況や，教
員が不在校時に地震が発生することが要因と
して存在する．また，概念＜緊急時に利用が
避けられないスマートフォン＞では，スマー
トフォンが重宝される理由として，持ち運び
が容易にできることがある．よって当該 ICT
メディアは，学校の職員室に固定されること
なく，小型で携行することができる状態であ
ることが重要であると推察する．携行性の高
い ICT メディアが重要とされる一方，調査地
域では校務での教員のスマートフォンの利用
7

十分な理論的サンプリングを実施することは
できなかった．
今後は，さらにサンプルを増やすことや，
調査地域を広げることが課題として考えられ
る．また，本研究で生成された概念やそこか
ら得られた条件に適合する ICT メディアを
調査し，その運用方法の検討も必要である．
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