ハリケーン「サンディ」の災害情報
～米国における防災情報提供の新潮流～
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本稿は，2012 年10月末にアメリカ東海岸に上陸し，甚大な被害をもたらしたハリケーン「サンディ」災害における
防災情報の流れを，現地調査をもとに報告するものである。
ソーシャルメディアの台頭でメディア環境が大きな変動期にある中，放送メディアは「サンディ」災害をどう報道し
たのか。また，ネットや SNS は防災情報提供の過程でどう活用されたのか。実態を調べるため，筆者は 2013 年1月，
主要な被災地であるニューヨークと，災害対応の中心になる政府機関を訪れた。
「サンディ」の災害報道で注目されたのが，ニューヨークのローカル放送局 NY1である。地域に密着した取材で被
災地の様子をいち早く伝えたほか，ニューヨーク州知事や交通局の責任者などキーパーソンを出演させ，
「災害情報
の核」になっていたと評価された。
また，ネット検索エンジンのグーグル社が，政府・公的機関とも連携し「グーグル・クライシス・マップ」の画面で
多様な情報を提供した。グーグル社は災害時に人々がアクセスする新たな情報源に成長している。
災害対応を担うFEMA
（米国連邦緊急事態管理庁）では，グーグル社など民間企業との連携を進める方針を示し，
また，自ら防災情報の提供・収集のためにソーシャルメディアを積極活用する意向を鮮明にしている。
現地調査は対象がごく一部機関に限られ，今後，全体を俯瞰する調査が必要である。それでも，放送，ネット，
ソーシャルメディアなど様々なメディアを通じて，防災情報が，複合的に双方向で流れる新しい形がアメリカで生ま
れつつあることがうかがえた。

ここ10 年では 2005 年にニューオーリンズなどア

1. はじめに
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メリカ南部を襲ったハリケーン「カトリーナ」に

2012 年10月22日，カリブ海で発生したハリ

次ぐ多くの人的被害を出す災害となった。満潮

ケーン「サンディ」は，キューバ，ジャマイカ，

とハリケーン上陸時間が重なり，想定を超える

ハイチなどカリブ海諸国に被害をもたらしなが

高潮が被害を拡大させた大きな原因である。

ら北上した（図 1）
。一時，熱帯低気圧まで勢

ハリケーン「サンディ」は，世界経済の中心

力を弱めたものの，再びハリケーンとして10月

地，ニューヨークのインフラにも大きな被害

29日，米東海岸のニューヨーク市をかすめて，

をもたらした（表 1）。エネルギー省によると，

ニュージャージー州に上陸した。アメリカで約

停電はニューヨーク州で 160 万世帯，ニュー

100人が亡くなったのをはじめ，各国合わせる

ジャージー州で 260 万世帯，全体では約 850

と170人以上が犠牲になった。ハリケーンとし

万世帯に達した ｡ 地下鉄の駅や地下空間へ大

てはカテゴリー 1と最も弱い勢力でありながら，

量の水が流れ込み，交通機関が麻痺した。マ
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シャルメディアが，より積極的に活用さ

図１ 「サンディ」進路図

れた。ツイッターは安否や最新情報の
確認に利用され，東日本大震災でも注
目されたグーグル社の「クライシスレス
ポンス」チームが，独自の地図プラッ
トフォームに様々な情報を提供するな
ど，ハリケーン「サンディ」災害でも活
躍した。また，アメリカ政府で自然災
害対応の中心的役割を担うFEMA
（米
国連邦緊急事態管理 庁）も，防災情
報の提供においてこれまでと同様，放
送局との連携を保ちつつも，ソーシャ
ンハッタンの地下鉄が全線で運転再開したの

ルメディアを含む様々なツールでの防災情報提

は，ほぼ 3 カ月後の 2013 年 1月下旬であった。

供を重視する意向を鮮明にしている。

通信インフラも影響を受け，広い範囲で電

東日本大震災では，ネットやモバイル機器

話がつながらないか，つながりにくい状態が続

を中心に，災害時の情報入手手段として，ま

いた。ウォール街の証券取引所が閉鎖される

た情報を発信・共有する手段として新たなメ

など，多くのビジネス活動
が 停止を余 儀なくされた。
また， ハリケーン通 過 後，
被災地では，ガソリンの供

表 1 「サンディ」による影響

10 月 28 日

NY 中心部の市民約 38 万人に避難指示

給が滞った。東部フィラデ

NY 州知事が地下鉄，バス，鉄道の運休を指示

ルフィアやニュージャージー
にある製油所がハリケーン
の接近に伴い，一時生産を

NYC の学校は 29 日の休校を決定
29 日

NY や NJ の原子力発電所の一部が自動停止

復旧が遅れた製油所があり

NY 証券取引所が閉鎖（〜 30 日）

供給不足の影響で被災地の
蛇の列ができた。

夜，ハリケーン NJ に上陸
30 日

救 援 情 報， 交 通情 報など
様々な防災関連情報が求め
られる中で，ネットやソー

850 万世帯で停電
NY のクイーンズで火災発生，100 軒の家屋が焼失

ハリケーンの進路情報や
被害予測に加えて，避難・

午前 10 時ごろから，NY，NJ で停電が始まる。
沿岸部では浸水被害が拡大（NYC 南部で 4 メートルの高潮）

停止したうえ，停電からの

ガソリンスタンドには，長

オバマ大統領，NY，NJ など 6 州に「非常事態」宣言

オバマ大統領が NY，NJ などに対し「大規模災害」宣言
31 日

NY，NJ など 600 万戸以上で停電続く
被災地で，電気，水道，通信サービスが停止状態
NYC 市営バス運行再開，空港一部運航再開
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ディアの台頭が注目され，災害報道の大きな

が始まる。現地共同災害対策室（Joint Field

転換点といわれた。本稿は，日本以上にソー

Office）が 設置され，FEMAをはじめとする

シャルメディアが日常生活に浸透するアメリカ

関係省庁，地方政府などが共同で災害対応に

で起きたハリケーン「サンディ」災害を，放送

あたる（図 2）。

メディアはどう報道し，ソーシャルメディアは

ハリケ ーン 災 害 時 は，FEMAを はじ め，

どう活用されたのか，現地調査をもとにまとめ

NOAA（米国海洋大気局）や州政府や地域の

たものである。

政 府，米国赤十字などが気 象情報や防災情
報の収集・提供を行う。各機関ではウェブサ

2. アメリカの災害対応の概略

イトで防災情報を提供しているが，その多くが
フェイスブックやツイッター，ブログなども活用

まず初めに，アメリカの災害時における情報

して，防災情報を被災者に届けるよう努めてい

の流れを概観する。アメリカには，日本の災害

る。新しい傾向としては，ソーシャルメディア

対策基本法のような基本法はなく，自然災害

が積極的に活用されていることが挙げられる。

対策にあたる中心的な省庁である国家安全保

災害時の連携の基本となるのが，情報の共

障省が主導して策定した文書「NRF（National

有である。アメリカ政 府では，2001年以降，

Response Framework/ 国家対応枠組み）」に

災害対応機関同士の情報に互換性を持たせる

災害対策の大枠が示されている。NRF の中に，

ためのデータの標準化を進めてきた。FEMA

米国国土安全保障省の傘下にあるFEMAを

で は 現 在， 次 世 代 の 警 報 システムIPAWS

核に，災害時の連携がスムーズに行われるよ

（Integrated Public Alert and Warning

う，各省庁，州や市などの地方政府，関連組

System）の開発にあたっており，従来のテレ

織が負うべき責任について定められている。

ビ，ラジオに加えて，ネットやモバイルなど，

NRF によると，災害時の
第一次対応の責任は基本的

図2

には，被災地域が負ってい
る。まず，被災地域の地元

大統領

の政府が，緊急対策センター
（Emergency O perat ion
Center）を 設 置 し 対 応 す
る。 地 元 の 政 府 は， 必 要
なら州 政 府 に 支 援 を要 請
し，さらに，州政 府は必要
なら，国に支援を要請でき

関係機関による連携

NOAA 等
政府機関

FEMA
州政府
ローカル政府

る。最終的に大 統領が「非
常事態」を宣言すれば，そ
れを根拠に連邦政府の支援
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被災地

赤十字等
公的機関

可能な限り多くのチャンネルで警 報を出す仕

（1）ネットワークの災害報道

組みを目指している。様々なツールやプラット

上陸前から，甚大な被害をもたらす「スーパー

フォームに防災情報提供ができる基盤になって

ストーム」のおそれがあると予想されたこともあ

いるのが CAP（Common Alerting Protocol/

り，アメリカの放送メディアでは，直前に投票

共通警報プロトコール）と呼ばれるもので，警

が迫った大 統領選挙取材に追われる中でも，

報のデータ形式を共通にし，各公的機関によっ

ハリケーン関連のニュースに大きなウェイトを置

て発令される警報の互換性を確保している。

いて伝えた。

また，オバマ大統領は IT 政策を重視する中

全米最大のテレビ市場を抱え，深刻な被災

で，政府の持つデータをオープンな形にして

地になったニューヨークの中では，特にローカ

いる。いわゆる「オープンデータ」は，政府の

ル放送局がハリケーンの災害報道に総力を挙

透明性を向上させるという目的以外に，その

げて取り組んだ。ローカル局が長時間にわたり

データを活用して新たなビジネスチャンスにつ

特別番組を放送したために，大手ネットワーク

なげたいという思惑もあるという。ホワイトハ

からは配信されたプライムタイムの番組の放送

ウスのウェブサイトでは，オープンデータにより

を取りやめる事態も相次いだ。ネットワークも

誕生したビジネスの例として，NOAAの気象

急きょハリケーン報道に内容を変更する対応を

情報が自由にダウンロードされて，新たな気象

取った。

サービスが生まれていることを紹介している。

筆者もハリケーンがニューヨークに近づいた

このようにアメリカでは，防災情報は，民間

時刻に日本で CNNの報道をウオッチしていた

も含めて様々に活用されることを前提に，政府

が，住民が避難して閑散としたマンハッタンの

のデータが公開されている。防災情報の流れ

最南端に中継を構え，そこを拠点にリポーター

としては，複数あるシステムを「統合」するので

が水に浸かり，強風にあおられながら被害を

はなく，多様なシステムが共存できるよう「相

リポートしていた。街路樹が根こそぎ倒され，

互運用性」を高めることを目指している。

店舗が高潮で破壊されているすさまじい映像
から，かなり大きな被害が出ている様子は想

3. 放送メディアの対応
ソーシャルメディア時代においても，災害時
の情報提供で放送が重要な役割を果たしてい

像できたが，ニューヨークのクイーンズ地区や
ニュージャージー州などでより大きな被害が出
ていたにもかかわらず，被害の全体像は十分
に伝えきれていない印象を持った。

ることには変わりない。FEMAも放送局との

今回の「サンディ」をはじめ，このところ，伝

連携を不可欠と考えている。ハリケーン「サン

統メディア，特に大手ネットワーク局の災害報道

ディ」災害において，放送メディアはどう対応

に対する批判的な見方が目立っている。局地的

し，どう評価されているのか，また，放送局

な被害を誇張し，実態を伝えていない，防災

は，ネットやソーシャルメディアをどう活用した

に役立つ情報が少ないなど，各地の被害状況

のか，報告する。

をドラマチックな映像を中心に伝える手法に，
視聴者が批判的に反応しているようである。
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ただ，今回は停電でテレビが見られなかっ

はラジオのスイッチを入れた（The New York

た世 帯も多く， 各テレビ局がネットで「 サン

Times 2012 c）。多くのラジオ局は定時番組を

ディ」情報を展開した。ニューヨークのWABC

中止し，ハリケーン情報を放送し続けた。

テレビでは，900 万件のアクセス数があったと

公共ラジオWYNC が，停電のため自家発電
に切り替えて放送するなど，ラジオも影響を受

いう。

けたが，被害がひどかったクイーンズのWALK

（2）気象情報専門チャンネルとラジオ
「サンディ」の災害報道で健闘したといわれて
いるのが，
「ウェザー・チャンネル」などの専門

（FM）をのぞいて，全てのラジオ局が放送を
続けることができた。日本同様，アメリカでも
災害に強いラジオが裏付けられた形である。

チャンネルとラジオであった。
「ウェザー・チャンネル」は，通常は有料テ
レビのみの放送だが，大規模な気象災害の際

6

（3）地域密着ローカル放送局 NY1
サンディの災害報道では，特にローカル放送

には無料で情報を発信している。テレビでは，

が要になったといわれているが，中でも，NY

開局以来最多の視聴者数を獲得したという。

タイムズが特集記事で取り上げるなど注目され

さらに，テレビのみならず，ネットやソーシャ

たのが，NY1である（The New York Times

ルメディア，携帯アプリなど多様なデバイスに

a）。24 時間放送のニュース専門チャンネルの

向けて情報提供も行った。ユーチューブでライ

NY1のハリケーン報道内容は，被害の様子を

ブ ・ストリーミングを始めたところ，29日には

盛り上げて伝える大手ネットワークと対照的に，

2 億ページビューという1日の数としては過去最

最新の状況と正確な情報を伝えることに徹し

高の閲覧を記録した。

たという。例えば，ハリケーンの影響が拡大す

プロバイダーなどの停電によって「ハフィント

る中，災害対応にあたる州知事や鉄道管理局

ン・ポスト」などニュース・情報サイトが複数ダ

の会長，電力会社の責任者などへの丁寧なイ

ウンし，ネットの脆弱さを指摘する声もあるが，

ンタビューを行った。また，各地に配置された

人々が気象情報・防災情報を得るために，ネッ

記者が，最新の情報や被害状況を伝えた。特

トをはじめとして様々なツールを活用しようとし

に多大な被害を受けたクイーンズの沿岸地域

ていたことは，ウェザー・チャンネルの躍進か

からの報告では，記者が，自動車が流される

らもうかがえる。

様子をいち早く伝え，早い段階で，この地区

一方， ラジオも聴 取 者を増 やした。10月

では犠牲者を伴う大きな被害が出るおそれが

29日の 夜， ハリケーン「 サンディ」がニュー

あるとの観測を伝えた。災害時に信用できる

ヨークに 最も接 近した時 間 帯， ニューヨー

情報源として「NY1は，防災情報の核になっ

ク地 区のラジ オの 聴 取 者 数 は， 前 週 の 同

ていた」と，NYタイムズは高い評価を与えた。

じ 時 間 帯 に 比べ 70 ％ 増と， 大 幅 に 増 加し

NY1の 広 報 局 長 の ニキア・レッドヘッド

た（http://arbitron.mediaroom.com/index.

（Nikia Redhead）氏は，NY1は，ローカル局

php?s=43&item=848）。広い範囲で停電が起

として，ニューヨークのブロンクス，クイーンズ

き，テレビが見られなかったこともあり，住民

など今回被害を受けた地区を含めて，ニュー
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NY1

ヨークの全ての地区にハイパー（超）ローカル
と呼ぶ支局があり，
「日ごろから市民に密着し
てきめ細かくローカル情報を出している」こと
が下地にあることで，災害時も，被災地の中
に深く入っていくことができたと自らの強みを
分析し，そこが，ネットワーク系列局とNY1の
違いだと強調した。ハリケーン「サンディ」は広
範囲に影響が出ており，ネットワークはニュー
ヨーク以外にも，コネチカットやロードアイラン

NY1 ニューススタジオ

1991年開局。ニューヨーク市内のニュースを24
時間伝えるケーブルチャンネル。
「見るに値する唯
一のローカルニュース」をキャッチフレーズに，地
域密着ニュースをストレートに伝えることをモットー
にしている。記者がビデオカメラを持って1人で取
材するビデオジャーナリストの先駆けとして知られ
る。約 40人の記者が勤務しているが，取材，カメ
ラ，編集を1人でこなす能力に加えて，ニューヨー
クの地元にいかに密着できるのかも取材者に求め
られる重要な資質とされている。

ドなど広くカバーする必要があったが，NY1は
ニューヨークに集中できた点もきめ細かい情報
を出せた大きな要因だろう。
NY1では，放送したリポートは基本的に全
てネットにも流す。繰り返し見られるように，リ
ポートをクリップにして，ホームページでオンデ
マンドでも見られるようにしている。NY1の全
コンテンツの 93.5%をネットに展開しているとい
う。本稿執筆時もハリケーン「サンディ」関連
の情報をまとめて見ることができた（図 3）。ま
た，放送に加えて，ツイッターやフェイスブック

図3

NY1 の「サンディ」関連ページ

でもニュースを展開している。
また，ソーシャルメディア
を取材し，番組制作活動で
日常的に活用している。NY1
の記者のソーシャルメディア
の 使 い方 で 特 徴 的なのは，
記者が数千から数 万人のツ
イッターフォロワーを持ち，
取 材の早い 段 階 からツイッ
ターを使って情報を発信し，
また情報収集に活用してい
ることである。通常日本の放
送 局では，原稿を書く前に
情報の一部をツイッターで公
開することはしないが，話を
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他，ツイッターなどソーシャルメディアからハッ
シュタグなどで関連情報を自動収集できるサー
ビスが付加された。また，東日本大震災の際
安否確認サービス「パーソンファインダー」の運
用で NHKと協力したグーグル社は，アメリカ政
府の防災関連機関や赤十字など公的機関から
情報提供を受ける協定を結んでいる。さらに，
CNNなど大手メディアもグーグルの情報を活用
ニキア・レッドヘッド広報局長（左）
ロジャー・クラーク記者（右）

するなど，防災情報提供のプレーヤーとしての

聞いたロジャー・クラーク（Roger Clark）記者

オープンデータを活用した新たなビジネスモデ

は，場合によっては放送前にツイッターで発信

ルの1つといえるグーグル社のNYオフィスを取

し，視聴者の反応を見たり新たな情報を得たり

材した。

地位を確立しつつある。アメリカ政府が求める

して追加取材をすることもあるという。
ハリケーン「サンディ」の際も，記者がツイッ
ターで送った情報をスタジオのキャスターが読
み上げたり，記者が携帯カメラで撮影した被災
地の映像を放送で紹介したりすることもあった。
クラーク記者は，ハリケーンの当日，ブロン
クスの被災地に取材に出た。
「自分が取材に
行くと，近所の人たちから，
『来てくれてありが
とう』と言われた」というエピソードを，誇りを
もって披露し，ソーシャルメディアを使うことで，
視聴者とより近い関係を築けていると述べた。

4. 防災情報の新たなプレーヤー
自然災害などの情報収集・提供は，公的機
関やメディアだけでなく，民間企業にも広がっ
ている。中でも地図データのプラットフォームを

グーグル NY オフィス
マンハッタン南部にあり，
「サンディ」災害時，多くの
インターネット企業のデータセンターがダウンしたが，
グーグルは非常用電源を使い影響を逃れた。

持つ複数の企業が，サンディに関して自発的に
災害情報の収集・提供サイトを立ち上げた。地

8

グーグルの災害対応

図データを活用するGISソフト分野では世界最

グーグルでは，クライシスレスポンス（災害

大といわれるESRI 社が提供した地図では，ハ

対応）に力を入れるため，災害対応チームを置

リケーンの進路予測の最新情報や気象情報の

いている。
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グーグルのクライシスレスポンスは，

図4

グーグル・クライシス・マップ

2005 年にニューオーリンズ地方を襲っ
た大 型ハリケーン「カトリーナ」の際
に，本格的に始まった。以降，アメリ
カの災害はもとより，日本の東日本大
震 災や，2011年のタイの大 洪 水災害
など世界各地の災害で活躍している。
グーグルが持つ地図のプラットフォー
ムグーグルマップを軸にして，災害時
にライフラインの利用可能状況を地図
上で表示できる「ライフラインマップ」，
家族や友人の安否情報を登録，検索，
閲覧できる「パーソンファインダー」な
ど，災害状況に適したツールを使って，
必要な情報を被災者が自ら検索でき
るのを特徴としている。
2012 年10月末， ハリケーン「 サン
ディ」がカリブ海沿岸諸国で数十人の
死者を出した後，アメリカ東海岸を北
上してニューヨークに接近しているの
を受けて，災害情報用のグーグルマッ
プ を立 ち 上 げ た。 地 図 上 に NOAA
のハリケーンの 進 路 予 想 図 や，U.S.

停電の状況，避難所，復旧支援セン
ターの場所，道路の状況など必要な
情報を選択して地図に表示できる。

Nava l Resea rch Laborator y（ 米
国 海 軍 研 究 所 ）から 提 供され る気
象レーダーや雲の様 子などが 表 示されるよ

に加えて，地図上の四角い「ユーチューブ」の

うになっていた。 また政 府から警 報， 注 意

マークをクリックすると，ハリケーンの最新の

報が 発 令されれば，すみやかに検索画面に

様子を映した各地のユーチューブ映像が見ら

掲示されるようにした。さらにハリケーンの

れるようになっていた（図 4）。

接 近・上 陸に伴い米 国 赤 十字やニューヨー

利用者はグーグル・クライシス・マップの横

ク市が 設置した避難 所の場所や避難 所まで

にある項目から欲しい情報をクリックすると，

のルート，停電などライフラインの状況，さ

その画面が表示される。個人個人が欲しい情

らに「 サンディ」通 過 後 には 政 府 の 復 旧 支

報を選んで，地図に表示できる仕組みである。

援センターやガソリンスタンドの営業状況など，

グーグルによると最終的に約 30 種類の情報が

必要な情報を追加していった。これらの情報

地図に重ねられていった。
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新しい情報が入るたびに画面を更新してい

点を改良したのか聞いたところ，日本の経験

き，ハリケーンの接近前から，接近中，過ぎ

から「緊急警報を迅速に検索画面で表示した

去った後まで，180 回を超える更新を行った ｡

こと」と「信用できる情報源になること」を目指

クライシスレスポンスの核になるメンバーは数

したことを挙げた。信頼した情報源になるた

人程度と少人数だが，いざ災害が発生すると

め，政府機関や放送局に連携を働きかけてい

手の空いた社員が次々と自発的にボランティア

るという。

で手伝っていたという。
そのクライシスレスポンスチームの責任者，

政 府との 連 携 で重 要なことは， オリジナ
ルデータが簡単に変 換できるフォーマットで

ナイジェル・スノード（Nigel Snoad）氏に，グー

公 開されなければならないことを指 摘した。

グルが持つ災害情報提供の仕組み及びグーグ

NOAAのハリケーンセンターが発 表する進 路

ルが災害情報を提供する意義を聞いた。グー

予想図などは，地図データでよく使われる形式

グルがクライシスレスポンスに力を入れている

のファイルで公開されており，グーグル社など

理由について，スノード氏は，人道的な使命

は，このデータをダウンロードして利用者向け

感に加えて，
「災害時にはグーグルで情報を検

に提供している。多様なデータを格納できる

索するため，多くの人が検索ページにアクセス

サーバーを準備し，ファイル形式を整理するな

してくる。その期待にこたえるため」と話し，

ど手間やコストがかかるものの，スノード氏は，

サンディ災害時も，グーグルへのアクセス数が
急増したことを強調した。
グーグルでは，災害を経験するたびに，ク

「もしPDF でデータが送られてきたら，地図上
で見られるように変換するだけでも何週間もか
かるだろう」と話していた。

ライシスレスポンスに改良を加えている。東日
本大震災の後のクライシスレスポンスにどんな

5. FEMA のソーシャルメディア活用
今回のハリケーン「サンディ」災害では，オ
バマ大統領は投票直前の大統領選挙運動を
一時中断し，サンディ対応を優先した。「サン
ディ」が米東部に近づいた 28 日，オバマ大統
領は，被災する可能性の高い東部 6 州に「非
常事 態 」を宣 言し，FEMAを中心に， 連 邦
政府による災害支援，救助活動を行える体制
を整えた ｡
ハリケーン「 サンディ」の 接 近に伴い， オ

ナイジェル・スノード氏（左）
ケイト・パーカー広報担当（右）

バ マ 大 統 領はサンディの影 響を受けるおそ

NY オフィスにいるクライシスレスポンス責任者ナイ
ジェル・スノード氏，テレビ電話画面は，カリフォル
ニア本社から広報担当ケイト・パーカー氏。

FEMAのウェブサイトで最新情報を見続ける

10

MAY 2013

れのある人たちに向けて，家の中に避難し，
よう促した。誰もがネットを使えるわけではな

FEMA

サイトを設け，ソーシャルメディアを活用してい
る。日常から「FEMA.gov」
（http://www.fema.
gov/）や災害に備える様々なアドバイスを紹介す
る「Ready.gov」
（http://www.ready.gov/） の
ページで防災情報の提供を行ってきた。
東日本 大 震 災 直後 の 2011年 5月，FEMA
のフューゲート長官がアメリカ議会上院の委員
会で「災害時のコミュニケーション・ツールと
してのソーシャルメディアの力」と題して証言
し，FEMAではツイッターやフェイスブックな

アメリカで自然災害対策にあたる中心的な省庁
は，国土安全保障省の傘下にある米国連邦緊急事
態管理庁，FEMAである。約 3,700人の常勤職員
がいる大統領直属の機関で，各省庁を一元的に統
括する権限を有する。FEMA の役割は，
「自然災害・
テロ・その他人災に対する準備，対応，復興，リ
スク軽減の取り組みを先導する」
「州・地方・原住
民部族政府，その他の連邦省庁，民間企業，非
政府組織などと協力し，米国のリソースを最大限
活用するための，非常事態マネジメントに向けた国
家的システムを構築する」などと規定されている。

どソーシャルメディアをより積極的に活用して
いく方針を表明した。それによると，災害時
は，被災地にいる人たちのコミュニティレベル
の情報にアプローチすることが不可欠であり，
FEMA はソーシャルメディアを使って，人々の
コミュニケーションの中に入っていくとしてい
る。FEMAによると，コミュニティの人々は情
報の受け手にとどまらず，重要な情報源である
という。双方向で情報のやり取りをする上でも
ソーシャルメディアは有効なツールであり，積
極活用すべきであると位置付けている。

く，高齢 者はどうするのかなど批判の声が聞
かれたが，大 統領が災害時にネットを見るよ
うにと指示したことは災害情報の流れの変化
を象徴している。
FEMAには被災者救援など災害対応を行う
オペレーションチームと，情報提供・収集を行
うコミュニケーションチームがある。ワシント

FEMA の「サンディ」災害での SNS 活用
現 在，FEMAには 本 部に 2 人，10 か 所あ
る各地方事務所に１人ずつ計12 人のネット担
当官が 配 属されている。
「サンディ」の際は，
12 人全員で対応したという。
チームリーダーのジェーソン・リンドスミス

ンD.C にあるFEMA 本部を訪問し，コミュニ

（Jason Lindesmith）氏によると，
「サンディ」

ケーション，特にソーシャルメディア担当のチー

でのソーシャルメディアの主な活用法は，大き

ムリーダーに話を聞いた。

く2 つある。
・必要な情報を必要な人に届けるための手段

FEMA とソーシャルメディア

・被災地からの情報収集

FEMAの重要な役割に一つに防災情報の提
供が挙げられる。FEMAは 2008 年からウェブ

つまり「情報提供」の手段としてだけでなく，
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「情報収集」にも，ソーシャルメディアを活用し

に送られ，現地事務所で確認し，避難所や救

ている｡むしろ情報収集に重点を置いている

援センターの場所を紹介し，感謝されたことも

印象を持った。具体的には，ツイッター上でど

あったという。

んな話題が流れているのか，担当官がウオッ

災害当時，FEMAのツイッターアカウントに

チして災害の全体状況をつかみ，被害の有無，

は約 30 万，フェイスブックには 12 万 2,000人の

被災地の様子を把握しようと努めたという。12

フォロワーがいたという。災害時には，被災地

人の担当官が，ニューヨークやニュージャー

のフォロワーが増加するそうで，ソーシャルメ

ジーなど地域を分けて，ツイッターで流れてい

ディアを通して被災地とつながっているという

る情報から
「今，何が起きているのか」をチェッ

感覚があるそうだ。

クし，さらに，場合によっては，ピンポイント

しかし，NOAAや米国赤十字などはソーシャ

で情報を流したという。例えば，ニューヨーク

ルメディア専門のシステムを構築しており，SNS

の被災地付近のツイートをチェックし，
「避難」

センターを設置しているが，FEMA はそのよう

が話題に上っている場合，避難の際の注意点

なシステムを構築しておらず，筆者が FEMA

や持ち物などのアドバイスを送ったという。さ

を訪問した印象ではソーシャルメディアの対応

らに，ツイッターで救援を求めている人がいた

については，組織内でまだ発展途上にあると

り，危険が迫っている情報があると，その地

感じた。ただ，リンドスミス氏は，確かに要

方政府や地域の防災関係者にその情報を流し

員不足でソーシャルメディアチームの増員を希

た。スタッテンアイランドの女性からアパート

望しているものの，FEMA が全てを受け持つ

に取り残されているというメッセージが FEMA

のではなく，グーグルなど民間との協力関係を

図5

FEMA

ルーモア・コントロール（ネット情報正誤判定）

FEMA/ 米国赤十字
が被災者に金券や食
料クーポンを配って
いるというソーシャ
ルメディアの情報に
「FALSE（誤）」。
正しい情報を得るた
めのウェブサイトや
電話番号も紹介して
いる。
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充実することが重要だと話す。民間企業が市

慎重に確認してから放送してほしいと注文を付

民との間に築いてきたネットワークを活用すれ

けた。

ば，FEMAの情報をより多くの被災者に届け
ることができ，またより多くの情報が FEMA
に入ってくると力説した。

FEMA のネット誤情報対策の試み
東日本大震災では，ネット情報の信用性の

6. 考察とまとめ
本稿のまとめとして，日本への示唆について
考察したい。
ハリケーン「サンディ」の災害報道で，ロー

問題が指摘された。ネット情報は玉石混交で，

カル放送局が注目された点やラジオが災害時

十分に確認されないまま流布されたり，意図

に強いことなど，アメリカでも日本と同じ状況

的にデマを流されたりする危険性も常に伴う。

が見られることが分かった。災害時の放送は，

その点について今 回，FEMA が 行った初

主に被災地内に向けた情報と，被災地外向け

めての 取り組みに 誤 情 報 へ の 対 応が ある。

の情報に区別される。被災地内の人への情報

FEMAのウェブページにある「ルーモア・コン

は，防災関連機関や地元の自治体，ライフラ

トロール」を開くと，ソーシャルメディアで大量

イン関連機関などと日ごろから連携している地

に流れている誤った情報，不確かな情報につ

域のメディアが強いというのは，東日本大震災

いて，正誤が表示されている（図 5）
。

でコミュニティ FM，臨時災害 FMなど地域密

リンドスミス氏は， 誤った 情 報について，
ネット利用者はデマなどを比較的簡単に見分

着型メディアの役割が再認識されたことと同じ
線上にあるようである。

ける能力を身につけているし，人々がデマ情報

ソーシャルメディアの活用については，アメ

を見てすぐ行動を起こすようなことはないとい

リカでも，より積極的に取り組もうとしている

う。また，嘘やデマがあると，その否定情報

様子がうかがえた。

も流れるなどネットには自浄作用もあるという。

かつて災害報道は，放送局が中心になり，

ソーシャルメディアの利用者が，リツイートなど

放送局は災害のフェーズごとに自ら市民に提供

で情報を拡散するのは，正しい情報と思って

すべき課題を設定し，反応や影響を考慮しな

いる場合が一番多く，それが一番の問題だと

がら情報を流し，市民の側は限られた情報の

話していた。
「ルーモア・コントロール」で扱っ

中から，どう行動すべきか判断してきた。し

たのは，そうした正しいと勘違いして広められ

かし，ソーシャルメディアの時代には，人々は

た情報で，確認には手間と時間がかかるため

主体的に情報を探しに行き，あふれる情報の

件数をこなせたわけではないが，新しい試み

中から取捨選択できる。特に，災害時に被災

として評価されているとして，今後の災害でも

者の置かれる状況は個別的で，必要な情報も

継続していく方針だという。

多種多様である。そうした被災者の求める情

そして最後に，誤った情報の情報源が実は

報に放送局が全てこたえることは不可能であ

テレビなどのメディアであったということも珍し

り，ネットやソーシャルメディアを活用すること

くないということで，放送メディアには，より

で，放送局の限界を補完することができるの
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ではないだろうか。例えば，グーグルマップで

情報の中からどの情報を取捨選択し，どのデ

表示できる情報は，膨大であり，しかも利用

バイスをターゲットにどこまで伝えるのか，自

者が欲しい情報を検索できる。

らできない部分をネットやソーシャルメディア

「サンディ」災害時には，膨大な量の災害情
報がこうしたメディア間を重層的，そして双方

などと，どう連携を図り役割分担をするのか，
整理が必要である。

向で流れていた ｡テレビ・ラジオなど放送メディ

災害情報をめぐるメディア環境は大きな変

アとインターネット，携帯上のツイッターやフェ

動期を迎えている。これまでのテレビ中心の

イスブックなど，ソーシャルメディアが共存す

災害報道とは異なった防災情報の流れが生ま

る環境である｡

れてきている。放送局が防災情報提供の中心

FEMAの姿勢から，アメリカ政府の防災情

にあった時代から，ネットとの共存時代に移り

報についての考え方に日本の現状との違いを

つつある。今回の現地調査は対象がごく一部

感じた。風評やパニックを恐れて，データや

の機関に限られており，今後，全体を俯瞰す

情報を操作したり隠したりするのではなく，数

る調査が必要であるが，ハリケーン「サンディ」

字やデータを全て出す方向である。日本には

におけるアメリカでの事例から新しい防災情報

FEMAのような関係省庁を一元的につなぐ専

提供の形が生まれつつあることがうかがえた。

門機関はなく，危機への対応は，地方自治体

日本でも，放送局とネット，ソーシャルメディ

を主体として，それぞれの省庁が個別に行っ

アの共存時代に適した，防災情報提供の新た

ているのが現状である。FEMAの事業計画

な形を探ることが求められる。

を立案する部門のトップを務めたレオ・ボスナー

（たなか たかのぶ）

（Leo Bosner）氏は，東日本大震災の後，被
災地を訪問し，様々な人に聞き取りを行った
印象として，
「日本の現場の災害対応能力の高

参考文献：

さに感心させられた」一方で，
「政府関係者に
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