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の考えから竜巻に着目した。具体的には2013
年5月に米国中西部オクラホマ州で発生した
竜巻災害である。

2013 年5月20日午後3時頃，米国オクラホ
マ州を最大級の勢力を持つ巨大トルネード（竜
巻）が襲った。オクラホマ州のほぼ中央を西
から東に長さ27キロにわたって移動し，州都
オクラホマシティーの南にある郊外の住宅地
ムーア市を中心に1万2,000 棟を超える住宅
が被害を受け，車が空中に巻き上げられた。
24人が亡くなり，崩れた住宅の下敷きになる
など，350人以上のけが人を出した（Climate 
Central 2013）。

過去のトルネード災害では，1925 年にミズー
リ・イリノイ・インディアナの3つの州にまた
がって695人，1840 年にはミシシッピ州で317

1. はじめに

東日本大震災以降，日本では，警報伝達や
救助・救援活動のための効果的なソーシャルメ
ディアの活用方法が検討されている。本稿は，
アメリカで，災害時にソーシャルメディアがどう
位置付けられ，実際にどう使われているのか，
特にトルネード（竜巻）災害の被災地で行った
現地調査をもとにまとめたものである。

2013 年5月号で，「ハリケーン・サンディ」の
際の防災情報提供を事例に同テーマで報告し
た。ハリケーン災害は，日本の「台風」と同様，
進路を予測し数日前から警戒することが可能
である。それに対して，竜巻は発生の20 分
前に警報を出すのが限界とされており，日本の

「津波」警報と共通点があるのではないか，と

オクラホマ竜巻災害と
ソーシャルメディア活用
～早期警戒，救助・救援活動のために～
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2013 年5月20日，米国オクラホマ州を巨大竜巻が襲った。ムーア市を中心に，長さ27キロにわたって，住宅
が破壊され，車が空中に巻き上げられた。24人の犠牲者を出したものの，早期警報システムのおかげで，被害
は最小限に抑えられたと評価されている。

政府機関「暴風予測センター」がトルネード警報を発表したのは竜巻発生のわずか16 分前である。しかし，気
象データから，当日は朝から竜巻を予測し，時間の経過とともに発生時刻と地域を絞り込んでいった。放送局で
も当日の早い段階で，視聴者に竜巻に警戒するよう伝えていた｡オクラホマで最もツイッターのフォロワー数の多
いテレビ局KWTVでは，ソーシャルメディアを使って，随時，最新情報を提供し，発生 2 時間前にはテレビで特
番を開始した。

一方で，ソーシャルメディアの課題もあった。同じ時期に起きた別の竜巻で，ある放送局が呼び掛けた避難情
報が誤った形でソーシャルメディアを使って拡散され，混乱を引き起こした。また，救助に当たった消防では，ソー
シャルメディアでの救助要請に振り回された面があると証言する。

オクラホマの竜巻災害において，早期警戒，救助・救援活動のためにソーシャルメディアがどう活用されたのか，
その運用実態と課題を，2013 年11月に行った現地調査をもとに報告する。
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人，2011年にミズーリ州で158人が
犠牲になっている。今回の竜巻災
害では，24人の犠牲者を出したも
のの，早期警報のおかげで被害は
最小限に抑えられたと評価されてい
る（Polyster 2013）。

オクラホマ州はたびたび竜巻に襲
われており，竜巻の発生を観測し，
住民にトルネード警報を発表する政
府機関「米国気象局・暴風予測セン
タ ー（Storm Prediction Center）」
が，同州ノーマン市に設置されている。その日，
暴風予測センターがトルネード警報を発表した
のは竜巻発生の16分前であった。

16 分前の警報でなぜ多くの命が救えたの
か。放送局はどのように対応したのか。そして
ソーシャルメディアはどのように活用されたの
か。2013 年11月，オクラホマ州ムーア市の被
災地を中心に，暴風予測センターや地元の放
送局，救助に当たった消防士，ボランティアグ
ループの代表などに聞き取り調査を行った。

2. オクラホマ巨大竜巻災害

2-1 竜巻通りを襲った巨大竜巻

トルネード（竜巻）は，主に春から夏への季
節の変わり目に，ロッキー山脈からの乾いた
寒気とメキシコ湾からの湿った暖気がぶつか
ることで発生する竜巻である。アメリカでは，
年に1,000 件以上のトルネードが発生するが，
中でもテキサス州の北部，オクラホマ州，カン
ザス州，ネブラスカ州が際立って多く，この地
域一帯は「竜巻通り（Tornado Alley）」と名
付けられている。

2013 年5月20日，この日，オクラホマ州な

ど竜巻通りでは，竜巻を発生させる気象条
件が揃っていた。実際，オクラホマ州では1
日で15件の竜巻が発生した。その中で，午
後3時前に発生した巨大竜巻は，オクラホマ
州のほぼ中央を西から東に，最大 2キロの幅
で，長さ27キロにわたって移動し，州都オク
ラホマシティーの南東約20キロにある人口約
5万6,000人の新興住宅地ムーア市を通過した

（図）。住宅街が破壊され，何台もの車が空中
に巻き上げられた。竜巻の規模を示すフジタ
スケール（EF）で最大のEF-5とされている。

ちなみに2012年5月に茨城県つくば市周辺
で観測された国内最大級の竜巻はEF-3とさ
れ，また，2013 年9月2日に埼玉県越谷市で
発生し千葉県野田市にかけて移動した竜巻は
EF-2 程度で，最大幅は100〜200メートルで
長さは19キロであった。

竜巻が発生した当時，オクラホマに滞在し，
竜巻被害を目の当たりにしたウェザーニューズ

 図　オクラホマ竜巻進路図
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の羽入拓朗気象予報士は，地上と上空のヘリ
コプターから被災地を視察したが，「家屋は吹
き飛ばされてがれきとなって積み重なり，大型
の乗用車も原形をとどめないほど潰れ，巨木
も根元から折れていた。より大きな被害が出
てもおかしくない状況だった」と印象を語る。

2-2 竜巻警報発表まで

トルネード警報を出すのは，NOAA（米国
海洋大気庁）がオクラホマ州ノーマン市に設置
した「米国気象局・暴風予測センター」である。
竜巻が発生したのは2013 年5月20日午後 2
時56 分，トルネード警報が出されたのは16 分
前の午後 2時 40 分であった。この16 分前の
警報発表までの動きを，米国気象局・暴風予
測センターで聞いた。

竜巻の予測については，近年，気象観測の
精度が向上し，低気圧や前線の状況をもとに，
かなり前から大まかな地域に対して発生の可
能性を予見できるようになっている。今回の竜
巻についても5月15日，実際の竜巻災害の5
日前に，20日頃竜巻が起きやすい気象条件に
なることが見込まれるとして，メディアへの情
報提供を始めていたそうだ。ただその時点で
は，詳細な場所や時間を特定して警戒を呼び

掛けることは難しく，予測にも限界がある。
当日は，オクラホマの北に大きな低気圧が

あり，一方でメキシコ湾から暖かく湿った空気
が流れ込んでいた。両方の空気がぶつかり合
う線上で竜巻が発生することが多く，暴風予
測センターでは，巨大な竜巻がまず間違いなく
発生するとして警戒を怠らないようにと呼び掛
けていた。ただ，前述のように，竜巻の発生
が見込まれる地域や時間を特定して早い段階
で予測することはできない。当日の朝の段階で
は，オクラホマ州全域や周辺の州の一部を含
む，広い範囲を対象にした警戒の呼び掛けで
あった。

警報を出すためには，竜巻を引き起こす親
雲である「スーパーセル」やその雲の中の風の
回転をドップラーレーダーなどによって把握す
ることで，竜巻を発生させるリスクの高い雨雲
の移動方向を予測し，場所や時間を絞り込ん
でいくという。

警報発表までの動きを振り返ると

・午前 11 時に，米国気象局では，記者会見を
開き，「トルネードと大粒のひょうが，午後 3
時から 6 時の間に発生しやすいピークを迎え
る。学校や仕事から帰宅途中の児童・生徒や
ドライバーが多い時間帯でもあり，大変，心
配している」と警戒を続けるよう呼び掛けた。

・午後１時 10 分に，竜巻注意報に当たる竜
巻監視情報「Tornado Watch」を発表した。
竜巻が起きる可能性の高い地域としては，
オクラホマ州全体の 60% 以上や北テキサス
を含む範囲に及んでいた。

・午後 2 時頃，竜巻に発達しそうな雲が形成
され始める。

・午後 2 時 12 分，暴風警報「Severe Thun-

再建が進むムーア市内（2013 年 11月撮影）
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derstorm Warning」が出された。場所につ
いては，実際に竜巻の起点となった「オクラ
ホマ州 Grady 郡」とされ，場所がかなり絞
り込まれてきたのがわかる。

・午後 2 時 40 分，トルネード警報「Tornado 
Warning」が発表された。実際に竜巻が移
動した範囲をほぼ正確に特定していた。

・午後 2 時 56 分，竜巻発生。勢力を強めな
がら，東に移動を開始。

・午後 3 時 01 分，「竜巻非常事態」が宣言さ
れた。巨大竜巻がムーア市に向かっているこ
とが確認された。

・午後 3 時 16 分，竜巻がムーア市を襲撃した。

ムーア市では，10トンの給水タンクが半マイ
ル先まで吹き飛ばされたり，地元の小学校が
直撃されたりする被害にあった。この竜巻で
合わせて24人が亡くなり，多くの人が壊れた
家のがれきの中から救出された。

トルネード警報を発表するタイミングについ
て暴風予測センターのグレゴリー・カービン氏
は，「早く出せば，エリアが絞り切れず正確さ
に欠ける。今回の16 分前というのは精一杯だ
と思う。当然16 分間ですべての人が避難でき
るものではない。警報が出る前の早い段階か

ら，警戒を呼び掛けていたので，人的被害を
最小限に抑えられたのだろう」と分析する。

警報が出されても実際に竜巻が発生するの
は，4回に1回という調査結果がある（Climate 
Central 2013）。今回は警報を受けて住民が
避難行動をすぐ起こしたが，多くの場合，警
報が出ても「本当に発生するかどうかわからな
いし，発生しても自分のいる場所には来ないだ
ろう」と，人々が警報を軽視する傾向も見られ
るという（Cochran 2013）。より早い時間での
警報発表に加えて，警報の精度を上げること
も課題になっているようである。

3. 放送局のトルネード報道

トルネード警報の住民への伝達には，大き
く分けて次の4つの方法がある（鈴木2012）。
①自治体が設置するサイレン
② NOAA が運営する気象ラジオ
③放送局を含む報道機関
④民間気象事業者によるモバイル端末等への

情報提供

この中でも，住民への警報伝達において大
きな役割を担う放送局は，トルネード報道にど
う臨んだのであろうか。CBS系列の「KWTV
チャンネル9」を訪ねた。この放送局は，40 年
のキャリアを持つ気象キャスター，ゲーリー・
イングランド氏を中心に，竜巻報道で市民の
絶大な信頼を得ている。KWTVは，イングラ
ンド氏の判断で1981年に世界で初めて商業用
のドップラーレーダーを導入して以来，オクラ
ホマのトルネード報道においては新技術を取り
込みながら最先端を走っていると認識されて
いる。グレゴリー・カービン氏

MARCH 2014
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KWTVでは，前日の放送から，トルネード
が発生しやすい気象条件が揃っていることを
伝え，当日の朝から，確信を持って警戒を呼
び掛けていたという。そして，トルネード発生
の2時間前には通常の番組を中断し，トルネー
ドについての特別放送を始めた。トルネードが
発生しそうな場所を予測し，トルネードを車で
追いかけ映像を撮る「ストームチェイサー」4台
を派遣し，空の状況を監視させた。ちょうど
津波の時にNHKが天気カメラを使って港湾の
潮位の変化を伝えているような感じである。こ
のストームチェイサーのライブ映像は，KWTV
のホームページから見ることができるように
なっている。

テレビに加えて，ソーシャルメディアも最大
限活用した。イングランド氏が自身のブログな
どで情報発信するほか，KWTVでは，2年
前からソーシャルメディア専門の気象担当者を
置いている。放送で伝えた防災情報や注意点
は，すぐにツイッターでも提供する。またソー
シャルメディアを情報収集にも使う。大きな竜

巻が発生する時は，ひょうが降ることが多い。
ひょうを見たという情報が寄せられると，竜巻
発生場所の特定の参考情報になる。かつて誤
情報に惑わされた経験があり，現在は，複数
のツイートがあって，何よりも｢写真｣がアップ
ロードされていると，信憑性が高いと判断する
という。

イングランド氏は，ソーシャルメディアにつ
いて，その伝達力の大きさを実感しているとい
う。テレビに加えて，ツイッター，フェイスブッ
ク，ホームページなどで，トルネードが発生す
る前の早い段階から随時最新情報を提供する
ことで，市民が警戒を続けることに役立つと考
えている。

今回のトルネード災害で，KWTVのホーム

 KWTV の気象情報の紹介
イングランド氏のフェイスブックや
ツイッターが掲載されている

KWTV ホームページより
ストームチェイサーの位置を示す地図と撮影中の
映像がライブで見られることが説明されている

ゲーリー・イングランド氏
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ページは，250万ページビューの記録的なアク
セス数となった。特に衛星放送で見ている世
帯は，竜巻の影響で受信環境が悪化し視聴
ができなくなるケースが多く，ネットのライブ・
ストリーミングやソーシャルメディアでの情報提
供の重要性が高いという。

ソーシャルメディアが誤って広げた情報

現地の調査では，誤報が拡散する危険性な
ど，ソーシャルメディアの問題も聞かれた。同
じ時期に発生した別の竜巻の際の例だが，オ
クラホマの商業放送局KFORの名物気象キャ
スター，マイク・モーガン氏が放送で伝えた情
報が，ソーシャルメディアによって誤った形で
伝えられ，大混乱を起こしたことが問題になっ
た。

モーガン氏は，竜巻が発生する可能性が高
い地域から離れてもらうため，「オクラホマシ
ティーから逃げられるなら，今すぐ南へ行きな
さい」と繰り返し注意を喚起した。モーガン氏
は車に乗っているドライバーに呼び掛けたとい
うことだが，より安全な屋内にいた人まで外
に出て車に乗って避難を始めた。そのために
大渋滞が発生し，多くの人が命の危険にさら
される事態を引き起こした。間違った情報に
もかかわらず一気に広まってしまったのは，ツ
イッターやフェイスブックなどソーシャルメディ
アの影響も大きいとみられている。

2013 年1月に筆者が話を聞いたFEMA（米
国連邦緊急事態管理庁）のソーシャルメディア
担当者が，「間違って拡散された情報の多く
が，テレビなどマスメディアを情報源としてい
た」と指摘していたが，ソーシャルメディアの
情報拡散力が，悪影響を及ぼした例として教
訓を残した。

4. 救援活動でのソーシャルメディア

災害時の緊急通報（日本の119 番通報）に
ソーシャルメディアが使われているのかを探る
ため，現場で対応に当たったムーア市の消防
士の人たちに話を聞いた。

消防士たちは，多くの人命を救ったと地元メ
ディアに英雄として取り上げられたが，「直後は
消防無線も故障し，消防本部と現場の消防士
の間で情報が途絶えていた。消防士が救助に
当たった場所の多くは，近所の人の情報に基
づくものだった。がれきに閉じ込められた人を
救ったのはコミュニティーの力だ」と，被害が
少なかったのはコミュニティーの人間関係が大
きいと話す。

一方で，ソーシャルメディアの救援情報につ
いては，混乱のもとになったと，否定的な見
解を述べた。特に災害直後の通信事情の悪化
で，被災地に住む家族や知り合いに連絡を取
ろうとしても取れなかった人が，ソーシャルメ
ディアで「トルネードの後，家族が行方不明」
などと投稿し，それを見た人が消防に救援要
請の電話をかけてくるという例が目立ったとい
う。そのうち10 件余りについて実際に救助に

ムーア市の消防士たち

MARCH 2014
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出かけてみるとすべてが誤報で無駄骨であっ
た，と困惑した経験を語った。また，そうし
た人たちは，消防が現地を確認した結果を知
りたがる傾向にあり，そのことも非常時の混
乱の中でさらなる負担になったという。

しかし，今後の災害でも，もし同様の通報
があると救援に向かわざるを得ず，情報の信
頼性をどう確保できるのか，現時点では打つ
手は考えられないと話す。

日本からのボランティアが見た救援活動

オクラホマ巨大竜巻の被災者支援のため
に，日本からもボランティアが現地に行ってい
る。その一つ，ピースボート災害ボランティア
センターの山本隆氏，サイモン・ロジャーズ氏，
ロビン・ルイス氏にアメリカでのボランティア
活動の様子を聞いた。

地元のボランティア団体と協力しながらの
活動で，特に教会が中心になってコーディ
ネートを行っていたという。その一つ「Serve 
Moore」では，ピーク時には1日4,000人のボ
ランティアが集まり，毎日チームに振り分けら
れ，竜巻で倒れた木を除去するためのチェー
ンソーなどを持って，作業現場に向かった。

うまくコーディネートされている印象だが，
日本から現地に行ったボランティアによると，
異なる教会同士での情報のやり取りがないな
ど，必ずしも連携が図られていたわけではな
いようだ。さらに，ハリケーン・サンディなど
過去の災害でも見られたことだが，NGO同士
がむしろライバル関係にあり，それが被災者
に悪影響を与える状況もしばしば見られたとい
う。現場で救援活動を行うNGOやボランティ
アがソーシャルメディアで独自の情報を得やす
くなったこともあり，個別に活動をする傾向が

強まったという。それが原因で，同じ地区，同
じ家に複数のグループが救援に駆けつけたり，
逆に救援の手が一切届かない地区が出たり，
あるグループが救援に当たっていると思ってい
たらすでに引き揚げて放置されていたりと，被
災地でのボランティア活動に混乱が生じていた
と指摘されている。この点について，山本隆
氏は，アメリカでの経験を踏まえて，自身が
東日本大震災で行った宮城県石巻市でのボラ
ンティア活動の方が，相互に協力し合う関係
が築けていたと振り返る。

 
そうした中で，ニューヨークに拠点を置く

NPOの「ワールドケアーズセンター」では，ボ
ランティアグループ同士が，互いに持っている
情報を共有できるプログラムを開発している。
各グループが得た情報のうち，自分たちの活
動分野に合わないものは，ほかのグループが
その情報を使えるようオープンにする仕組み
だ。携帯電話のアプリを使って，パスワードを
打ち込むと，支援が必要な人の住所や具体的
な状況，必要な支援活動の内容が一覧になっ
て表示される。

代表のリサ・オーロフ氏は，NGOグループ
は，もともと活動資金を出してくれたドナーに
向けて成果をアピールするため，個別に動く傾

リサ・オーロフ氏
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向にあったが，ソーシャルメディアの影響でそ
の傾向に拍車がかかっていると，この仕組み
を開発した背景を説明する。ただ，オーロフ
氏は，「NGOやボランティアにこのシステムの
利用を強制するわけにはいかず，あくまで，被
災地のためになることを納得してもらい，でき
るだけ多くのグループに参加してもらえるよう
取り組んでいく必要がある」と，今後の課題を
挙げた。

地元に根付いた「竜巻に備える文化」

トルネード対策としては，地下室を持ったり
屋外に暴風シェルターを設けたりする人もい
るが，コストがかかるためあまり普及していな
い。近年増えているのが，「セーフルーム」と
いうコンクリートの壁と鉄で補強した部屋だ。
セーフルームの建設には数千ドルがかかるが，
FEMAや州政府による補助金が出る。

さらに日頃からの訓練も大きい。この地域
の子供たちは小さい頃から，学校や地域で避
難訓練を繰り返している。東日本大震災の直
後から2年半にわたって被災地を中心にボラン
ティアのコーディネートを行い，現在はテキサ
ス州北部の「竜巻通り」に住むカール・ウィリ
アムズ氏によると，在宅中にもし竜巻に遭遇し
たら「家の中の下の階（1階か地下室）に避難
し，戸や窓から離れる。大きな竜巻の場合，
柱が多いクローゼットやバスルームのバスタブ
などが比較的安全で，マットレスをかぶって隠
れる」などの対応を教えられているという。

オクラホマ州に隣接するテキサス州のノース
テキサス大学で災害マネジメントを教えるゲー
リー・ウェブ准教授も，被害を最小限に抑え
ることができた理由として，「災害文化」が根
付いていることが第一であり，「テクノロジー」

は二次的であると考えている。ウェブ准教授
は，人々が警報を知った一番の方法が，市内
の36か所に設置された「サイレン」だったこと
を挙げ，従来の防災マネジメントの方法があく
まで基礎にあり，ソーシャルメディアについて
は，警報伝達のための一つの有効な方法であ
るが，これまでの警報システムにとって代わる
ものではないと話す。

ウェブ准教授は，ソーシャルメディアの課題
として，高齢者を中心に使用していない人たち
が多いことや，ツイッターやフェイスブックもい

再建中の住宅前　9 人程度が避難できる
地下シェルター入口に立つウィリアムズ氏

給水塔にもサイレンが設置されている

MARCH 2014
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ずれ衰退し，別のものにとって代わられる可能
性があること，そして普段はたわいもないメッ
セージのやり取りに使われているものに命にか
かわるメッセージを急に送っても，重要性がど
こまで認識されるのか疑問であることなどを
挙げた。ただ，身内や知り合い同士が「警報」
を伝え合うなど，ソーシャルメディアの持つ伝
達力の大きさは役に立つと考えている。

さらに，ウェブ准教授は，「すべての災害は
ローカルであり，同じ災害は二つとない」とし
て，緊急時は被害の実態に即して柔軟に創造
的に対応を考える必要があるため，その意味
では市民がかかわるソーシャルメディアの情報
伝達・収集の可能性に期待しつつも，限界も
同時に意識し，多様なメディアをうまく活用す
る必要性を指摘した。

5. まとめ

フェイスブックやツイッターなどソーシャルメ
ディアが，災害時にどう役立つか，そのメリット
とリスクの研究はアメリカでも近年始まったばか
りで，その効果的な活用方法が確立されたわ
けではない（Maron, D.F 2013，NOAA2012，
Social Media Today 2013）。ただ，現場レベ

ルでは，ソーシャルメディアなどインターネット
の活用は広く行われている。携帯電話，ソー
シャルメディアの普及が素早い警報伝達に役
立ったという証言もある（Burnett 2013）。もっ
とも，ソーシャルメディアは，これまでの伝統
メディアにとって代わるものではないことは，現
地で繰り返し聞かされた。災害時，防災情報
を確実に伝えるには，可能な限り多様な手段を
利用すべきで，ソーシャルメディアもその一つと
して位置付けられている。警報の伝達手段とし
て，今回は道路の電光標識でも，竜巻への警
戒を呼び掛けたという。

モバイル端末の急速な普及は，防災・減災
の関係者の間では，当初は，タイムリーにきめ
細かい防災情報を「伝達」することに効果を発
揮すると考えられた。しかし，実際には，放
送局が竜巻情報を視聴者から得たり，ボラン
ティアグループが独自に救援を必要としている
人や場所の情報を収集したりするなど，より本
質的な効果は，「収集」においてこそ現れたと
考えられる。

ツイッターメッセージに関して興味深い調査
結果がある。ツイッター情報を収集し，救助・
救援に利用できないかという視点から，オハ
イオ州にあるライト州立大学のアミット・シェス
教授のもとでヒーマント・プロヒット氏が行っ
た調査では，オクラホマ竜巻発生から48時間
以内にツイートされた1,000万件のうち210万
件のツイートを集め，内容を分析した（Meier 
2013）。主な結果を見ると，約3万件のツイー
トが，被災者への義援金など資金提供につい
て，400 件が金銭以外の支援について，そし
て152件が実際に救援したいというボランティ
アの申し出だったという。210万件のうちの152
件は，一見すると小さな数字だが，被災48時

ゲーリー・ウェブ准教授
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間以内に被災地で152人の人がボランティアで
救援活動にかかわれれば，被災者にとっては
助けになるだろう。ただ，210万件のビッグデー
タの中から，どうすれば152件の有用な情報
を引き出せるのか，さらには，より具体的な被
災地のニーズとボランティアの提供できる支援
内容とをマッチさせられるのかは，課題として
残る。限られた時間に素早く需要と供給を結
びつけるようなプログラムを開発する研究が進
んでいるそうだ（Meier 2013）。

いずれにしてもソーシャルメディアを活用す
る際の根本的な課題は，情報の「信頼性」で
あり，人命にかかわるものであるだけに慎重な
確認作業が必要である。ただ，この確認作業
は放送メディアでも日常的に行っているもので
ある。確認作業に手間がかかるからといって，
ソーシャルメディア情報の利用価値がなくなる
というものではない。

オクラホマでの巨大竜巻災害で，被害を最
小限に抑えることができたのは，正確な警報を
より早く，様々なメディアやツールを使って伝え
たこともあるが，何よりも人々が適切に行動で
きたからだろう。そのために住民が災害に対し
て正しい知識を持ち，準備しておくといった「災
害文化」が大きく貢献しており，日頃からの備
えが重要だということを改めて感じた。

（たなか たかのぶ）
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