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米国の災害対策における IT の役割
和田恭＠JETRO/IPA

１．はじめに
わが国で 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、戦後最大の自然災害による
人的・物的被害をもたらし、今後の復旧・復興に向けて国内外の力を結集して取り組んで
いくことが求められている。
今回の大震災では、これまの報道等により、被災時の安全・ライフライン確保に情報技
術や通信ネットワークが大きな役割を果たしたことが明らかになってきている。現時点で、
課題の抽出や今後の方向性について論じることには限界があるが、わが国の今後の復
旧・復興の一助とする観点から、本稿では、米国における災害対策（復興を含む）におい
て IT の果たす役割と現状について報告する。

２．米国の災害対策の基本的な枠組み
(1) 総論
米国の公的な災害対策は、わが国における災害対策基本法のような基本法は存在せず、
各省庁の設置法及び関係政令などに基づき取り組みが行われている。ただし、災害対
策において各省庁や地方政府などとの間の連携がスムーズに行われるよう、全体像を
示す文書が存在する。具体的には、National Response Framework（NRF）1という文書
により災害対策の大枠が示されており、各省庁、州以下レベルの地方政府、およびその
他の関連組織が負うべき責任について定められている。NRF は、2008 年 1 月に国土安
全保障省（Department of Homeland Security、DHS）が主導して策定したもので、従来
の National Response Plan（NRP）を置き換えるものである。
NRF は、本体、災害対策に必要となる機能や対応すべき様々な災害の特徴を示した別
添文書、地方自治体などに対するガイドラインからなる。また、特に災害時における各機
関の対応を定めた文書は、National Incident Management System（NIMS）と呼ばれて
おり、NRF と併せて用いられるものとして、DHS の国家統合センター（National
Integration Center）により策定されている2。
1
2

http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-core.pdf
http://www.fema.gov/emergency/nims/AboutNIMS.shtm
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災害対策に当たる中心的な省庁は、DHS 本体および DHS 傘下の連邦緊急事態管理
庁（Federal Emergency Management Agency、FEMA）の 2 省庁である。NRF に関す
る省庁事務分担資料3によれば、災害対策における DHS と FEMA の任務は以下のとお
りとされている。
【図表 1：NRF が規定する DHS と FEMA の役割】
DHS

FEMA

 米国に対するテロ攻撃を阻止する。
 米国のテロに対する脆弱性を減らす。
 テロ攻撃が起きた場合、損害を最小限にと
どめ、復興を支援する。
 （設立時）DHS に移譲される組織の機能を
充分に果たし、人災・自然災害時に中心的
な役割を果たす機関となる。
 DHS 傘下の部署で、国土安全保障に直接
関連がないものが軽視されないようにする。
 国土安全保障に関する取り組みが、米国経
済の安定性に影響を及ぼさないようにする。
 国土安全保障に関する取り組みが、一般市
民の人権を侵害しないようにする。
 違法薬物の密売とテロリズムの関係を監視
し、その関係を断ち切るために取り組む。

 自然災害・テロ・その他の人災に対する準
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。
 人命や重要な財産を迅速に救うための連邦
政府のケーパビリティを確立する。
 FEMA が緊急事態発生時に負う様々な任務
を統合し、効率的に対処に当たることができ
るようにする。
 州・地方・原住民部族政府などと協力できる
ように、各地域に FEMA の支局を設置・運
営する。
 DHS 傘下の他機関（沿岸警備隊、税関・国
境警備局、移民税関捜査局など）と協力し、
これらのソースを活用する。
 資金援助・訓練・演習・技術援助・計画立案
などを行うことで、国家・州・地方・原住民部
族政府などが非常事態に対応するためのケ
ーパビリティを構築する。
 リスクベースで、あらゆる種類の災害に普遍
的に対応するための戦略を考案・導入する
ことで、災害対処に共通して必要なケーパビ
リティを構築する。同時に、特定種類の災害
に対処するための独自のケーパビリティも構
築する。

3

http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-authorities.pdf
なお、上記資料では、災害対策における DHS と FEMA の事務分掌の根拠として、Homeland Security Act of 2002
および Department of Homeland Security Appropriations Act of 2007 があげられている。
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DHS については人災（主にテロ攻撃）への対応が比較的重要視されている一方で、
FEMA の任務内容は、より多様な災害を含むが、より自然災害を意識したものといえる。
この枠組みの中で、災害の種類や特徴に応じて、より細分化された役割が関連省庁に
与えられている。
わが国では、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の発生により、原子力災
害対策が注目されているところであるが、原子力災害対応は概要以下のとおりである。
わが国では、原子力発電の安全性に関し「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律」及び「電気事業法」などによる規制を行っていることに加え 1999 年の
JCO 臨界事故を契機として災害の防止、発生時の対応などの観点から原子力災害対策
特別措置法が制定されているほか、原子力事故により発生した損害賠償のため「原子力
損害の賠償に関する法律」が制定されている。これに対し、米国では、Atomic Energy
Act of 1954 によって、「核物質の民生使用における公共衛生と安全の確保、防衛とセキ
ュリティ、環境保護」の観点からの規制を原子力規制委員会（Nuclear Regulatory
Commission、NRC）が行うとともに、Price-Anderson Amendments Act of 1988 によっ
て原子力災害被災者・組織への補償体制が定められている4。また、NRF 上も、化学、生
物、原子力、爆発物（Chemical, biological, radiological, nuclear and explosive:
CBRNE）というくくりで、原子力災害に関して必要な対応能力を関係省庁が備えることが
求められている。原子力災害予防段階や、災害発生時の対処には、NRF のもとで NRC
が中心的な役割を果たすものと考えられる5。
次に、災害対応プロセスの概要を示す。災害対策を事前と事後に分け、これらのフェー
ズ別の体制について紹介する。
 防災やリスク軽減など事前の備え
 災害発生直後の情報伝達、発生後の復旧・復興
(2) 防災やリスク軽減など事前の備えに係る体制
災害発生前の取り組みについては、国土安全保障に関する大統領指令第 8 号
（Homeland Security Presidential Directive 8、HSPD-8）（National Preparedness 構
築に向けた取り組みを規定）、大統領指令 HSPD-5（災害管理システムの構築を規定）、
HSPD-7（重要インフラの特定・保護などを規定）などに基づき、「National
Preparedness Guidelines」というガイドラインが策定されており、同ガイドラインによって
その大枠が定められている。同ガイドラインは、各種災害に対する国家的な準備態勢で
ある「National Preparedness System」の構築を求めているが、あくまでもガイドラインと
4

http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-authorities.pdf C 項参照。
なお、参考として、米国法典第 18 編 831 条（18 U.S.C. §831）は、許可無く核物質を持ち出し、売買することや、核物
質を使用して他人に危害を加えることを禁じているが、これと同時に、このような犯罪への対処に必要と判断された場
合、司法長官が米軍の出動を要請する権利も与えている
5
http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-authorities.pdf
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いう性質上、遵守状況の評価などを行う仕組みは存在せず、National Preparedness
System の具現化は、各省庁・地方自治体などの取り組みにゆだねられている6。2011
年 3 月 31 日に発効した大統領政策指令第 8 号（Presidential Policy Directive 8、
PPD-8）により HSPD-8 は置き換えられたため、同ガイドラインは見直しとなる可能性が
高いが（後述）、災害対策における政府レベルでの取り組みの参考として以下に概要を
紹介する。
【図表 2：National Preparedness Guidelines の内容7】

National Preparedness Guidelines では、HSPD-8 によって定義されているように「テロ
攻撃、大災害、およびその他の緊急事態（terrorist attacks, major disasters, and other
emergencies）」を中心とする「あらゆる危険要因（all hazards）」8を対象として、「研究開
発（Research and Development）」から「過去の教訓の情報を共有するシステム
（Lessons Learned Information Sharing System）」まで政府及び民間の活動が幅広く
網羅されており、これらの個別に行われていた取り組みの間での連携を高めることで、国
家的準備態勢の強化を狙っているといえる。また、同文書は、「準備のサイクル（Cycle
of Preparedness）」と称し、各州・地方政府9などに対して、①計画立案、②人員および
施設・装備の整備、③トレーニング、④演習、⑤評価と改善、の 5 つから成るプロセスを
6

http://www.fema.gov/pdf/government/npg.pdf
http://www.fema.gov/pdf/government/npg.pdf
8
http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/hspd-8.html
9
原住民のための組織を含む。以下同じ。
7
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継続的に運用するよう求めており、このような大枠を提示した上で、地方レベルからの災
害対策に関する体制整備を促している。
【図表 3：National Preparedness Guidelines における「準備のサイクル」10】

ただし、安全保障体制の抜本的な強化を目指した国家安全保障戦略「National Security
Strategy11」が 2010 年 5 月に策定されたことに伴い、HSPD-8 は 2011 年 3 月 31 日に
発効した大統領政策指令第 8 号（Presidential Policy Directive 8、PPD-8）により置き
換えられている。PPD-8 は、安全保障体制の強化に向けた実施計画の策定（発効から
60 日以内）、目指すべき National Preparedness に関するゴールの策定（発効から
180 日以内）、そのゴールを達成するための詳細なガイドライン、プログラム等からなる
National Preparedness System の策定（発効から 240 日以内）を DHS 長官に求めて
いることから、PPD-8 に基づくレビュー活動の結果、National Preparedness System に
も変更が加えられる可能性がある12。
また、米国では、2011 年 9 月 11 日の同時多発テロ、2005 年のハリケーン・カトリーナ
などによる自然災害などによる教訓から、事業継続計画（Business Continuity Planning,
BCP）及びその実施である事業継続管理（Business Continuity Management, BCM）の
重要性が認識されてきている。米国では、2007 年 5 月に発効した国家安全保障に関す
る大統領令第 51 号（HSPD）／国土安全保障に関する大統領令第 20 号（国家継続政
策）13により、各省庁に対して、災害時などに継続すべき必須機能の選定や事業の継続
計画を策定することが求められている。同大統領令策定以前も、運用継続（Continuity
10

http://www.fema.gov/prepared/index.shtm
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
12
http://www.dhs.gov/xabout/laws/gc_1215444247124.shtm
13
http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-51.htm
11
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of Operation）プログラムなどが、大統領令（Exective Order, EO）12656、13286 及び
大統領指示事項第 67 号（Presidential Decision Directive, PDD）に基づき策定されて
きたところであるが、それが各省庁レベルどまりで、十分機能していないという指摘が政
府説明責任局（GAO）などからなされ14、2004 年からホワイトハウス主導で事業継続計
画の見直しが行われていたところである。NSPD-67/HSPD-20 は、PDD-67 を置き換え
る形で、各省庁における運用継続（COOP）、連邦政府全体の運用継続（Continuity of
Government, COG）、継続すべき連邦政府機能（Enduring Constitutional
Government, ECG）の３点を一体的に進めることを規定している。現在までに、その実
施計画である National Continuity Policy Implementation Plan（NCPRP）、事業継続に
関する連邦政府指令第 1 号、第 2 号（Federal Continuity Directives, FCD）などが策定
され、これらに基づき各省庁における COOP 策定が進められている。なお、これに対し、
わが国では、災害対策基本法に基づく防災業務計画において、業務継続計画を策定し
ているところである。
【図表 4：運用継続プログラムと事業継続計画の関係15】

なお、事業基盤としての情報システムの重要性から、事業継続計画の中で特に IT 関係
に着目したガイドライン SP800-34（IT システムのための緊急時対応計画ガイドライン）、
SP-800-61（コンピュータインシデント対応ガイドライン）, SP800-83（不正プログラムイン
シデント防止・対応ガイドライン）が、連邦情報セキュリティマネジメント法（Federal
Information Security Management Act of 2002, FISMA）に基づき、国立標準技術研
究所（NIST）により発行されている16。これらのガイドラインは情報セキュリティの観点か
14

http://www.gao.gov/new.items/d05577.pdf
http://www.ipa.go.jp/security/manager/protect/bcp/index.html
16
http://www.ipa.go.jp/security/manager/protect/bcp/index.html
15
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ら策定されたものであるが、事業継続計画・災害復旧計画と情報セキュリティは深い相
互関係がある。情報セキュリティは、可用性、機密性、完全性という３つの要素17からなり、
事業継続計画・災害復旧計画はこのうち、情報へのアクセス及び利用を保証する可用性
を担保するための取り組みといえる。
(3) 災害発生直後の情報伝達、発生後の復旧・復興に係る体制
次に、災害発生直後および発生後の復旧に向けた体制について紹介する。NRF では災
害発生後の連携・連絡体制を定めており、これを以下の図に示す。
【図表 5：NRF における災害対応プロセスの概要18】

上表に示されたプロセスを順に追うと、以下のような流れとなる。
1. 災害発生。
2. 第一応答者が災害発生地に到着。地域の議員または対応部署関係者に連絡す
る。
3. 被災地域の政府が緊急対策センター（Emergency Operations Center、EOC）を
設置。同時に（必要であれば）州政府に支援を要請する。
17

連邦情報セキュリティ管理法（FISMA）の定義によれば、可用性とは情報へのタイムリーで信頼性の高いアクセス及
び利用を確保する能力、完全性とは不適切な情報の改ざん・破壊から守る能力、機密性とは情報へのアクセス・開示
について権限ある制限を守る能力をさし、この３つを提供することにより、情報及び情報システムを不正なアクセス、利
用、開示、破壊、改ざんから守る取り組みを情報セキュリティと定義している。ニューヨークだより 2010 年 3 月号参照
のこと。
18
http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-stafford.pdf
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4. 州政府が EOC を設置。同時に、州知事は（必要に応じて）被害状況の評価、
EMAC19などに基づく州間支援の要請、大統領による非常事態宣言の発令を行う。
連邦政府への連絡は FEMA を通して行われる。
5. FEMA の地域管轄部門が、被害状況と州知事の要請を評価し、FEMA 長官に助
言を行う。
6. FEMA 長官は、以上の助言をもとに大統領への報告を行う。大統領への報告は
DHS 長官を通して行われる。
7. 大統領は（必要に応じて）非常事態を宣言する。
8. 非常事態宣言を根拠に、災害対応に当たる人員が現地展開される。
9. 共同対策室（Joint Field Office、JFO）が現地に設置される。JFO は、FEMA を
始めとする関連省庁、州レベル以下の地方政府などによって構成される。
以上から、特に大規模な災害の発生時には、連邦政府と州・地方政府間の迅速な協力
体制構築が重視されているといえる。これら 2 者間の支援体制については、Robert T
Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act（通称 Stafford Act）によって
定義されている。同法は一般的な災害のみならず、テロ攻撃などの意図的・人為的な災
害も想定しており、その内容は 3 つのプロセス（災害発生直後、その後の対応、災害か
らの復旧・復興）に大きく分類されている。以下、Stafford Act の内容を 3 つのフェーズに
分けて紹介する。
【図表 6：Stafford Act が定める支援体制の概要20】
プロセス

災害発生直後

発生後の対応

概要
 災害の度合いに応じて、州知事は大統領に非常事態宣言を要請でき
る。
 大統領は、被害地域が主に連邦政府の管轄内であると判断した場合、
州知事の要請なしに非常事態を宣言できる。
 人命救助の目的、人道的な理由、または甚大な被害が予想される場
合、FEMA は州知事の要請なしに連邦政府による支援を行える。
 非常事態宣言前にも、FEMA は、各省庁から必要人員や機器を予備展
開し、人命や財産に対する差し迫った脅威を軽減するよう取り組むこと
ができる。
 非常事態宣言に伴い、大統領は連邦調整官（Federal Coordinating
Officer、FCO）を任命しなければならない。FCO は、被害地域の政府お
よび関連組織に対する連邦政府の支援を調整・円滑化する。
 連邦政府機関は、これが必要と判断された場合、「重要サービス提供者

19

Emergency Management Assistance Compact の略で、米国の州及び自治領間で結ばれている協定。これにより、
素早く（連邦政府の判断を待たずに）州・自治領政府間で支援を行うことが可能になる。
http://www.emacweb.org/
20
http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-authorities.pdf
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災害からの復旧・
復興

（essential service provider）」が被災地に入ろうとすることを拒否・妨害
してはならない。また、重要サービス提供者が自らの機能を復旧する必
要がある場合、この復旧活動を連邦政府機関は妨害してはならない。な
お、重要サービス提供者とは、①通信サービス、電力、天然ガス、水、ま
たは大統領によって重要と判断されたサービスのいずれかを提供する
者で、②都市政府に所属する組織、非営利団体、または私企業のいず
れかであり、③災害対応の取り組みに貢献する者、と定義される。
 必要と判断された被災者に対し、仮設住宅およびその他の支援を提供
する。
 一部の被害を受けた公共・非営利団体に対し、支援を提供する。
 これらの支援受給者が、保険会社などその他の提供者からも金銭的支
援を受けることを禁じる。
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３．米国の災害対策における IT の活用例
本章では、IT を利用した米国における災害対策について、3 つのフェーズ（（１）防災対策
やリスク軽減など災害発生前の対策、（２）災害発生直後の情報伝達、（３）災害発生後
の復旧・復興）ごとに紹介する。
(1) 防災対策やリスク軽減など災害発生前の対策（事前の備え）
はじめに、災害発生前の防災対策やリスク軽減に向けた取り組みについて紹介する。
① 政府による取り組み
事前の備えを目的に IT を活用している取り組みの例としては、まず FEMA が運営す
る Ready.gov というポータルウェブサイトがあげられる。同サイトでは、①一般市民、
②一般企業、③子どもの 3 者を対象に、災害に備えるための実用的なアドバイスを提
供している21。例えば、一般市民向けのページでは、「1 日 1 人当り 1 ガロン（約 3.8 リ
ットル）の水を緊急自体に備えて用意しておくべき」などといったアドバイスが掲載され
ている22。また、一般企業向けには、例えば事業継続計画を立案する際の助けになる
チェックリストなど各種リソースが提供されており、Ready.gov は草の根レベルで災害
対策が進むことを促す取り組みであるといえる。
また、FEMA は自らのウェブサイトにおいて各種ハザードマップも掲載している。これら
のハザードマップは、洪水、ハリケーン、全種類の災害といったカテゴリ別に分けて提
供されており、洪水ハザードマップのカテゴリでは、地域別に洪水のリスクを勘案し、洪
水保険料の目安を示す地図（Flood Insurance Rate Maps、FIRM）なども公開されて
いる（以下の図表を参照）23。ハザードマップ作成においては、FEMA は地理情報シス
テム（Geographic Information System、GIS）24を活用し、災害情報を空間情報と紐
付けて分析を行っていると見られ、これは防災を視野に入れた IT 活用の好例であると
いえる。また、FEMA は、GIS 上で使用可能な災害に関するデータセットを一般公開し
ており、対応 GIS ソフトウェアを持っている者であれば、誰でもこれらのデータセットを
ダウンロードして独自に災害リスクの分析を行うことができるようになっている25。

21

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110413/359394/?ST=network&P=2
21
http://www.ready.gov/
22
http://www.ready.gov/america/getakit/index.html
23
http://www.fema.gov/hazard/map/firm.shtm
24
位置･時間情報が紐付けられたデータセット・データベースを取り扱う IT システム全般をさす。地図上に、店や住民
などの情報を表示するのは典型的な GIS の応用例。
25
http://www.gismaps.fema.gov/2010pages/lcurrent.shtm
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【図表 7：New York 市 Manhattan 区 Upper West Side 地区周辺の FIRM26】

保健福祉省（Department of Health and Human Services、HHS）では、各種災害に
向けてどのように準備すればいいか、発生時にどのような対応をすべきか、被災者支
援に向けてどのようなリソースが用意されているか、などといった情報を提供するポー
タルサイトを展開している27。また、特に原子力災害に関しては、HHS は専用のスマー
トフォン向けアプリケーションを 2010 年 4 月より一般公開しており、対応機種を持つ者
は、同アプリケーションをダウンロードし、原子力災害対策についての詳細な情報を閲
覧することができるようになっている28。
この他、国立科学財団（National Science Foundation、NSF）によって設立された
Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research（MCEER）では、地
震対策の様々な理論や技術に関する研究が実施されている29。このうち、同研究所の
Information Service 部門では、耐震工学、危険要因軽減、防災などについての資料
を公開しており、最近米国内外で発生した地震に関するニュースを提供するのはもち
ろんのこと、QUAKELINE と称する文献サーチエンジンも運営し、主に専門家・技術者
向けに、6 万件以上の地震関連学術論文などがダウンロードできるようになっている30。
また、連邦政府直属の科学研究機関である米国地質研究所（US Geological Survey、
26

http://msc.fema.gov/webapp/wcs/stores/servlet/MapSearchResult?storeId=10001&catalogId=10001&langId=1&userType=G&panelIDs=3604970088F&Type=pbp&nonprinted=&unmapped=
New York 市 Manhattan 区 Upper West Side 付近を表示している。地図の左側に位置するのが Hudson 川で、右端
の森林地帯は Central Park。
27
http://disasterinfo.nlm.nih.gov/
28
http://www.remm.nlm.gov/downloadmremm.htm
29
http://mceer.buffalo.edu/about_MCEER/default.asp
30
http://mceer.buffalo.edu/infoservice/databases.asp
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USGS）は、世界各地で最近発生した災害について、地図や衛星写真などといった資
料を公開している31。
② 民間企業による取り組み
災害発生前の取り組みとしては、複数の大手 IT 企業が、主に B2B 用途で災害発生
時の事業継続を目的としたソリューションを展開している。このうち、企業向けの通信
機器ソリューションを主力事業とする Cisco Systems 社では、仮想プライベートネット
ワーク（Virtual Private Network、VPN）や VoIP 技術を活用し、在宅勤務を円滑化す
るためのソリューションを提供している32。また IBM 社も、データのオフサイトバックアッ
プほかの災害対策サービスを展開しており、主に大企業を対象に販売している33。
この他の例としては、Microsoft 社が Disaster Management イニシアチブを 2007 年
7 月より展開している。同社子会社または支店の従業員は、以前より災害発生時には
自主的に地域の政府・非営利団体・一般市民などに支援を提供していたようであるが、
同イニシアチブの開始以来、Microsoft 社は主に研究開発活動により、関連組織の災
害対策能力の向上に貢献しているという。具体例としては、FEMA と共同で、過酷な環
境での使用に耐えられるノート PC、次世代の警報システム、情報共有ツール類、モバ
イル技術などの研究開発に当たっているとされている34。
(2) 災害発生時・直後（情報伝達）
次に、災害発生時または発生直後の情報伝達に関する IT 関連の取り組みについて紹
介する。
① 政府による取り組み
前章で述べたように、災害による犠牲者数を最小限に留めるためには、早期警報シス
テムや迅速な避難を可能にする体制が整っているかが鍵となってくる35。このため、米
国連邦政府は、IT を利用した複数の仕組みを運営し、災害発生時・直後の情報伝達
に努めている。
米国連邦政府が現在運営している早期警報システムとしては、FEMA、連邦通信委員
会（Federal Communications Commission、FCC）、国立気象局（National Weather
Service、NWS）が共同運営する Emergency Alert System（EAS）という仕組みがあ
る。EAS とは、正確には、「地上放送局、ケーブル TV 事業者、無線ケーブル事業者、
31

http://www.usgs.gov/natural_hazards/
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns722/index.html
33
http://www-01.ibm.com/software/tivoli/solutions/disaster/index.html
34
http://www.fema.gov/about/regions/regioni/continuum5-2.shtm
35
http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-dm.pdf
32
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衛星デジタルラジオおよび放送事業者に要請し」、「国家的非常事態時に大統領が米
国民に直接呼びかけるための通信手段を確保する仕組み」とされており、必要と判断
された場合、上記の放送局等は連邦政府に必要な周波数帯を提供することが義務付
けられている36。
また、FEMA、FCC、NWS の 3 者は、州政府を始めとする地方自治体に対しても
EAS を開放しており、特定地域に限定された非常事態においては、地方レベルの政府
が EAS を利用する場合もある。ちなみに、EAS は 1997 年に運用開始されたもので
あるが、2011 年現在、連邦レベルで EAS が実際に使われた例はないという。EAS の
実用性を担保するため、FCC は 2011 年 2 月、連邦レベルで EAS を利用した警報の
シミュレーションを行うことを決定した（警報表示例を下記）。ただし、その実施日などは
未定である37。
【図表 8：EAS 警報の TV 画面上表示例38】

また、一般市民が直接接する機会はないが、緊急時に FEMA と州政府間を接続する
緊急電話連絡網の National Warning System（NAWAS）という仕組みも利用されて
いる。NAWAS は、もともと冷戦時代に、米国が核攻撃を受けた事態を想定して設置さ
れたものであるが、冷戦終結後は主に自然災害発生時の連絡手段として使われてい
る39。
そのほか、米国連邦政府は 2011 年 4 月下旬より、Twitter および Facebook を利用
して、一般市民に対しテロ攻撃に関する警報を発出することを決めている。ただし、こ
36

http://www.fcc.gov/pshs/services/eas/
http://www.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db0203/DOC-304451A1.pdf
38
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Required_Monthly_Test.JPG
39
http://www.fema.gov/pdf/library/1550_2.pdf
1989 年 10 月 17 日に California 州で発生した地震の際の NAWAS を介した会話が録音され、アップロードされてい
る。録音ファイルおよび会話のトランスクリプトについては、以下のリンクを参照。
http://www.sfmuseum.org/quake/nawas.html
37
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れらのプラットフォーム上で警報が発出されるのは、連邦政府の反テロ関係者によって
「適切」と判断された場合のみに限られるという40。
FEMA は、災害発生時に安否確認を行うためのオンラインツールも一般提供しており、
これは National Emergency Family Registry and Locator System（NEFRLS）と呼
ばれている。NEFRLS ウェブサイトでは、避難者・被災者の情報を検索できるようにな
っている他、電話での対応も行っており、日本語を含む 20 ヶ国語の窓口が提供されて
いる41。この他に、非営利団体である米国赤十字も安否確認を行うためのシステムを
提供している42。
なお、平時の取り組みとして、多数の米国連邦機関が、一般の情報公開やオンライン
行政手続き用のウェブページとは別に、多数の Facebook などのブログ及び Twitter
アカウントを開設し、情報提供を行っている43。トピックス別にアカウントが設立されてい
る場合もある（例：USGS44）ため、全体像の把握は困難であるが、＠whitehouse アカ
ウントのフォロワー数は 200 万人を超えるなど、わが国と比較しても政府機関の SNS
の利用は進んでいる45。また、米国連邦政府としてソーシャル・コミュニケーションに注
力する姿勢は明確であり、連邦政府機関向けのポータルサイト Howto.gov において、
SNS、ブログ、ウィキサイトなどの展開・活用方法やベストプラクティスの助言をするペ
ージも開設されている46。また、2010 年に行われた調査では、連邦政府幹部のうち約
25%が「SNS は重要な情報のソースとなる」と答えている（それ以前の調査では 10%
未満）47。また、SNS がもっとも早くから普及した米国では、2011 年時点でインターネッ
トユーザーの 63.7%が SNS を利用すると見込まれており48、政府機関側・受け手とな
40

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/apr/08/us-terror-attack-facebook-twitter
https://egateway.fema.gov/inter/nefrls/home.htm
42
http://www.fema.gov/rebuild/recover/find.shtm
43
連邦政府による Twitter フィードのアグリゲーションサイトが民間企業や一般個人によって立ち上げられており、フィ
ードを一覧することが可能となっている。以下はその１例。
http://govtwit.com/list/all/tags/agencies http://www.nextgov.com/thefeed/ http://www.govlive.com/tweets
また、政府機関のブログについての人気ランキングなども存在する。
http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/761_m110324/m110324.aspx
http://fcw.com/Articles/2011/03/14/FEAT-best-government-blogs.aspx?p=1
44
http://www.usgs.gov/socialmedia/
45
米国の政府機関等の公式な twitter アカウント数のデータは存在しない。
http://govtwit.com/list/all/tags/agencies によれば政府機関の twitter アカウント数は 916、
http://www.govlive.com/tweets によれば 760（地方政府などを含む）。
これに対し、わが国では「ガバッター」という政府/地方自治体のオープンガバメントサイトで、公的機関の twitter フィー
ドが一覧できる。現在確認されている政府/地方自治体の twitter アカウント数は 141。
http://govtter.openlabs.go.jp/
なお、わが国で最大のフォロワー数をもつ twitter アカウントは＠masason で、フォロワー数 111 万人以上。
http://meyou.jp/ranking/follower_allcat
46
http://www.howto.gov/social-media
47
http://fcw.com/articles/2010/09/24/study-outlines-government-social-media-use.aspx
48
http://www.emarketer.com/Reports/All/Emarketer_2000777.aspx
41
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る消費者側双方の SNS への親和性にかんがみれば、災害発生時には、連邦政府機
関から、ウェブページに加え、ソーシャル・コミュニケーションを利用した情報伝達を行
いやすい素地が整っていると考えられる。
② 民間企業による取り組み
民間では、主にインターネットを媒介とし、早期警報や防災、被害状況などに関する情
報を提供するサービスが多数存在する。当然ながら、例えば津波の場合は NOAA、テ
ロ攻撃の場合は DHS といったように、端緒となる情報の提供源となるのは公的機関
が中心であるが、その情報を利用した革新的なアプリケーションが民間企業によって
開発されている。
民間企業による取り組みの一例として、Cassidian Communications 社が開発する早
期警報プラットフォーム「Reverse 911」というサービスがあり、同サービスは複数の地
方自治体による使用事例もある。その名49が示すように、Reverse 911 は 1 対多数方
式の緊急事態連絡用電話アプリケーションであり、主に中小都市あるいは大都市内の
区画単位での使用が想定されているという。Reverse 911 を利用する自治体は、市民
の電話番号・住所を予め自前で構築した GIS に登録しておくことで、局地的な災害が
発生した際に、被災地の住民に対象を絞って緊急電話を掛けられるようになっている50。
実際に、東日本大震災の発生後、米国西海岸に位置する Oregon 州の一部地域に住
む住民は、Reverse 911 による電話連絡により、津波の襲来に備えて高地へ避難す
るようにとの指示を受けていた51。
また、Twitter や Facebook をはじめとする SNS が、情報伝達や安否確認のプラットフ
ォームとして一般市民や公的機関によって使用される機会も増えている。また、特に
Twitter において、投稿者が自らのフィードを一般公開している場合、Twitter フィードが
報道機関によって一次的資料として使われることも多くなっている（以下の画像を参照。
東日本大震災の報道において、BBC が Twitter をソースとして利用していた例。画面
左下の鳥のアイコンの部分が Twitter フィード）。

上記リンクのように、2011 年には、全米で約 1 億 4,800 万人（総人口の約 63.7%）が SNS を使用している、とする調
査結果もあり
49
911 とは、米国における緊急電話番号で、概ねわが国での 110 番と 119 番の機能を統合したものといえる。
50
http://www.cassidiancommunications.com/reverse-911
51
http://www.kgw.com/news/Oregon-Wash-coasts-under-Tsunami-Watch-117786974.html
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【図表 9：BBC が Twitter フィードを報道に利用している例52】

(3) 災害発生後の取り組み（復旧・復興）
最後に、過去数年間に米国で発生した災害について、その復旧・復興段階で IT が活用
された事例を紹介する。
① 政府による取り組み
復旧・復興の取り組みについては、災害の種類や被害状況・地域などによってその内
容が変わる部分が多いと考えられるが、普遍的に適用可能なものの例としては、被災
者が連邦政府に対して補償金などを申請する際に、ポータルサイトが開設されている
ことがあげられる53。同サイトでは、補償金のオンライン申請はもちろん、簡単なアンケ
ートに答えさせることで、補償対象となるかどうか、また補償対象であればどのような
種類の補償を受けられるか、といった情報も被災者に提供している54。
被災者の社会復帰を支援するための医療 IT という観点からは、退役軍人局
（Department of Veterans Affairs、DVA）が心的外傷後ストレス障害（PostTraumatic Stress Disorder、PTSD）治療に特化した電子カルテシステムの開発を行
っている55。同システムは、臨床データや、治療経過、治療後の評価といった事項に関
52

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12307698
http://www.disasterassistance.gov/
54
http://www.disasterassistance.gov/questionnaire
53

55

https://www.fbo.gov/index?print_preview=1&s=opportunity&mode=form&id=53f75b3becb7f58994ff2a43df641c
4f&tab=core&tabmode=list
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する情報を電子的に管理・分析するための仕組みとされており、開発完了後は DVA
が California 州 Palo Alto 市で運営する病院に設置されることになっているという56。
もちろん、同システムによる治療対象となる者は、DVA 運営病院で診察を受けられる
退役軍人に限られるが、このような仕組みの有効性が実証されれば、類似システムが
被災者の心理的ケアに広く使用されるようになってくる可能性もある。
また、(1)で紹介した GIS データ類は、特に広範囲に被害をもたらした大規模災害後の
復興計画立案の上で、大きな役割を果たしていると考えられる。
② 民間企業による取り組み
2005 年に米国 Louisiana 州 New Orleans 市を中心に壊滅的な被害をもたらしたハリ
ケーン・カトリーナの発生時・発生後には、最新の情報が迅速に反映・表示される IT の
特徴を活かした取り組みがいくつか見られた。
その一例としては、Google 社が自社製地図アプリケーション「Google Earth」を通して、
被害を受けた地域の衛星写真を逐次アップデートしていたことがあげられる（以下の図
表を参照）57。

56

https://www.fbo.gov/index?tab=documents&tabmode=form&subtab=core&tabid=80e7450acafe2427c3f0aea65
05e8271
57
http://earth.google.com/katrina.html
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【図表 10：Google Earth によるハリケーン・カトリーナ通過後の衛星写真58】

この他、同社は、Google Earth ユーザーが自ら作成した地図レイヤを自社サイト上に
掲載し、関心のあるユーザーがこれらをダウンロードできるようにもしている59。これら
の地図レイヤには、例えば赤十字が緊急設置したシェルターの場所を Google Earth
上にカスタマイズ表示するものなどが含まれており、Google Earth にアクセスする手
段がある者にとっては、これは緊急避難場所を発見するための有効かつ信頼性の高
い手段であったと考えられる。
また、カトリーナ発生後の 2008 年頃から、Google 社は災害ポータルサイトである
「Google Crisis Response」を立ち上げており、同サイトで（Google Earth に限らず）災
害発生後に役立つと考えられるリソースを一元的に提供している60。なお、同サイトで
扱われている災害は、米国内で発生したものに限られておらず、最近の例では、東日
本大震災を始めとし、2011 年 2 月に発生したニュージーランド地震や、同年 1 月に発
生したオーストラリア大洪水、2010 年 9 月に発生したメキシコ湾原油流出事故なども
対象となっている61。特に、東日本大震災発生後に、同社は Google Crisis Response
サイト上に「Person Finder」というメタサーチアプリケーションをアップロードしており、
58

http://earth.google.com/katrina.html
被害状況によって地図が色分けされている。
59
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showthreaded&Number=92248&site_id=1#import
60
http://www.google.com/crisisresponse/index.htmlsaiki
61
http://www.google.com/crisisresponse/response.html

- 18 -

ニューヨークだより 2011 年 4 月

同アプリケーションでは、一般市民が入力・送信した情報を始め、報道機関数社が共
有している情報も一元的に検索し、被災者の安否確認ができるようになっている62。
また、Hewlett-Packard（HP）社は、カトリーナの襲来後、義援金を慈善団体に提供す
るといった対応の他にも、自らが一般ユーザーに提供する写真共有サイト「Snapfish」
を通して、ユニークな取り組みを行っている。これは、Snapfish に写真をアップロードし
ていた顧客のうち、カトリーナの被害を受けた一部地域に住んでいた者を対象に、アッ
プロードされていた写真の印刷を無償で提供する、というものであった。この取り組み
の対象となった人数は約 1 万名で、それらのユーザーによってアップロードされた写真
の枚数は合計約 300 万枚にのぼったとされている63。
この他にも同社は、カトリーナの影響を受けた近隣地域の社員を動員し、様々なボラン
ティア活動に当たらせたり、被災地で自社が保有する建物のスペースを開放したという
取り組みの他、IT の観点からは以下のような支援を行ったという64。





医療関係者に対する IT システムの提供
避難民に対する PC へのアクセス提供
ボランディア人員に対する、写真付き ID 作成装置の提供
災害対策センターに対するノート PC の提供

そのほか、IBM 社が運営している「Crisis Response Team」という取り組みもある。こ
れは、1993 年に同社が設立した体制であり、災害の発生地に関わらず、「最先端のテ
クノロジ、献身的な専門家、社員ボランティア」を活かし、これまでに「49 か国で発生し
た 70 の災害」において復旧活動に貢献した実績があるという65。Crisis Response
Team の具体的な活動としては、カトリーナ発生後に、米商工会議所（US Chamber of
Commerce）と共同で、災害によって失職した住民のための求人サイト
「Jobs4Recovery」を開設した、という例がある（以下を参照）。なお、同サイトは現在も
運営されており、その対象地域は New Orleans 市以外にも拡大しているなど、システ
ムの（災害直後に限らない）継続的な運用・活用も目指されているようである66。

62

http://www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2005/051010a.html
64
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/katrina_relief.html
65
http://www.donorsforumsf.org/documents/disaster_response_hires.pdf
66
http://www.jobs4recovery.com/
現在、対象地域は 2 種類に分類されている。その内 1 つは「災害の影響をうけている地域」であり、現在 5 都市が対
象となっている。2 つ目は「深刻な経済的不況に見舞われている地域」とされ、13 都市がリストアップされている。
63
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【図表 11：Jobs4Recovery の表示例67】

Amazon.com 社は、カトリーナ発生後の約 1 か月間にわたって、有名芸能人などによ
る独占コンテンツを日替わりで限定販売し、その売上げ金などを被災者支援に提供す
る取り組みを行っていた。これは、世界最大の電子商取引サイトという同社の位置付
けを活かした、独自のイニシアチブであるともいえる68。
③ その他の取り組み
いかなる種類の災害においても、最も早くからその対応に当たるのは公的機関ではな
く、現地の住民によって構成されるコミュニティであることから、そのような草の根レベ
ルでの活動への支援という観点からも、IT の重要性に注目が集まっている。
以下、学術論文より抜粋する形で、カトリーナ発生後に行われた草の根レベルの IT 関
連活動についてのケーススタディを記載する。
2005 年 8 月 29 日、ハリケーン・カトリーナは、カテゴリ 3 ハリケーンとして、Louisiana 州および
Mississippi 州沿岸に上陸、同地域に壊滅的な被害をもたらした。特に Louisiana 州 New Orleans
市は、同市が面する Pontchartrain 湖沿岸に建てられた堤防が破られ、洪水によって大被害を受け
た。市全体が避難を強いられ、人々は全米各地に散っていき、友人、家族、隣人が離散する結果とな
った。
67
68

http://www.jobs4recovery.com/search.php?loc=New+Orleans%2C+LA
http://cdd.blogspot.com/2005/11/aiken-amazoncom-raise-money-for.html
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カトリーナ上陸前にも、非常事態に備えて、市民によって多くのウェブサイトが立ち上げられた。このよ
うな仮設フォーラムの例としては、Katrina.com が挙げられる。これは、元々Katrina Blankenship 氏
が運営する小さなソフトウェアコンサルティング会社を PR するためのサイトであったが、ハリケーン情
報を求める人々のアクセスが集中し始めると、Blankenship はすぐにこのサイトを模様替えし、ハリケ
ーン情報を提供するサイトへのリンクを貼ったり、安否確認のための掲示板を立ち上げた。この模様
替えから 5 か月の間に、同サイトは 1,200 万件以上のアクセスを記録、そして現在もハリケーンを記
憶するためのメモリアルサイト、そしてハリケーンに対する事前の備えに関する情報を提供するサイト
として残っている。
この例は氷山の一角に過ぎず、安否確認、仮住居の提供や検索、職の手当てなどといった支援を行
うために、無数のフォーラムが一般市民によって立ち上げられた。例えば、Hurricane Information
Maps（www.scipinous.com）のようなサイトは、ハリケーンやハリケーンによる被害の位置情報を収
集・共有する目的で設置された。同サイトは、Google Maps のインターフェイスを駆使したウィキサイ
トであり、地図上に、建物や道路などの被害状況に関するコメントを誰でも記入できるようになってい
た（以下の図を参照）。
【図表 12：Hurricane Information Maps の表示例】

出典：Palen、Hiltz、Liu 氏共著「Online Forums Supporting Grassroots Participation in
Emergency Preparedness and Response」69

69

http://www.cs.colorado.edu/~palen/palen_papers/palen-CACM.pdf
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次に、2001 年同時多発テロ発生後に米国で見られた、草の根レベルでの IT 活用のケ
ーススタディを紹介する。
緊急事態というものは、様々なコミュニケーション活動を生み出すものであり、既存の研究でも、緊急
事態におけるコミュニティの重要性が指摘されている。9 月 11 日のテロ攻撃は、米国社会を根本から
変える出来事であったが、米国市民は、このような事態に直面し、どのようなコミュニケーション方法を
選んだのであろうか。
この研究によると、オンラインコミュニティに参加し、テロ攻撃について自らの体験や思いを投稿した
り、他者の投稿を読んだ者の間では、実世界上のコミュニティに参加する確率も高いことが確認され
た。また、逆に、実世界上のコミュニティに積極参加する者は、オンラインコミュニティでも積極的に活
動する傾向があることもわかった。
出典：Dutta-Bergman 氏著「Community Participation and Internet Use after September 11:
Complementarity in Channel Consumption」70

以上の研究では、「実世界上のコミュニティ参加」に伴う具体的な行動を、「宗教の集会
に参加」、「地域のミーティング・集会に参加」、「ボランティア活動」、「新聞への意見投
稿」、「請願書にサイン」、「献血」の 6 つに分類しているが、オンラインコミュニティ参加
者の間では、特に「地域のミーティング・集会に参加」、「ボランティア活動」、「新聞への
意見投稿」の 3 つに参加する確率が高かったとされている。同研究では、オンラインコ
ミュニティ参加と実世界上のコミュニティ参加についての因果関係は立証していないが、
例えばオンライン上で意見交換をした結果、ボランティア活動に触発された、などという
ケースも充分考えられる以上、同時多発テロ発生後においても草の根レベルで IT が
一定の役割を果たしたといえる。
また、災害発生後、IT の有効活用策の一つとしてあげられるのが、義援金などの募集、
送付である。Pew Research Center 社が米国のインターネットユーザーを対象に行っ
た調査によると、2001 年の同時多発テロ後には約 1,100 万人（米インターネット人口
の約 10%）、2004 年のスマトラ島沖地震では約 1,700 万人（同約 13%）、そしてカトリ
ーナ発生後には約 2,600 万人（同約 18%）とされており、インターネットの普及とともに、
より多数の人間が義援金寄付に参加するようになっていることがわかる71。
70

http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/dutta-bergman.html
http://www.pewinternet.org/Reports/2005/13-million-Americans-made-donations-online-after-HurricanesKatrina-and-Rita/Data-Memo/Findings.aspx
参考情報として、近年発生した大規模災害の発生後 1 週間以内に世界各地より集まった義援金の額を表記する。
災害
発生時期
義援金額
ハリケーン・カトリーナ
2004 年 8 月
約 5 億 1,400 万ドル
ハイチ地震
2010 年 1 月
約 2 億 7,500 万ドル
同時多発テロ
2001 年 9 月
約 2 億 900 万ドル
71

スマトラ島沖地震

2004 年 12 月

http://money.cnn.com/2011/03/18/pf/japan_earthquake_aid/index.htm
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４．東日本大震災における IT の貢献
本章では、東日本大震災を念頭に、現場で明らかになった、災害対策において IT が果
たすことのできる役割、その特性について紹介する72。
災害対策において、早期警報システムや避難体制の整備といった分野は、主に政府機
関がその対応に当たるものであるが、その他の活動分野では一部の民間企業が IT を
活用した災害対策のサービスを提供している。東日本大震災では、これらのサービスが
広範に使用され、その有用性および課題の両方が浮き彫りになったといえる。
具体的な例としては、一般市民による安否確認の手段として、携帯及び固定電話が被災
地周辺ではほとんど利用できなかったのに対して、インターネット回線は比較的安定して
いたことから73、Twitter や Facebook を始めとするソーシャルネットワーキング・サービス
（Social Networking Services、SNS）や電子掲示板などがその有用性を発揮した。また、
同様の理由から、電子メールや SMS も比較的安定した通信手段として安否確認に活用
されたことが確認できる74。この理由として、インターネットの起源といえる ARPANET が
もともと軍事用に開発されたものであるため、インターネット自体がロバストな情報伝達
手段である点が指摘されている75。その一方で、センセーショナルな偽情報や流言がこ
れらのプラットフォーム上で流布され76、一部の利用者の間で不必要な混乱を招いた事
例が存在したことから、TV やラジオといった従来型のマスメディアに比べると、特に情報
の信頼性という点で、SNS は不特定多数への情報伝達には不向きであるとする意見も
出ている。
また、Google 社が東日本大震災に伴い提供している「Person Finder」という、いわゆる
クラウドソーシング型ともいえる安否確認ウェブアプリケーションや77、安否確認情報、避
難情報、救援物資情報などを様々なソースから位置情報と共にアグリゲートし、地図上
に表示するボランティアによる復興支援プロジェクト（Sinsai.info）といった、クラウドソー
シングの仕組みを活用したウェブアプリケーションも登場している78。

72

あくまで、現時点までの報道ベースで把握した情報であり、災害対策に取り組まれている方々の様々なご努力を網
羅できるものではないことをあらかじめお断りします。
73
http://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20110418/Recordchina_20110418001.html
74
http://mainichi.jp/select/opinion/yoroku/news/20110328ddm001070038000c.html
75
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110407/359222/?ST=network&P=3
76
http://www.timog.com/nihonzaru/looting-robbery-kidnapping-false-rumors-and-misinformation-debunked-bypolice-in-japan
http://asiajin.com/blog/2011/04/07/japan-gov-requests-the-internet-to-delete-false-disaster-rumors/
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103130071.html
77
http://japan.person-finder.appspot.com/
78
http://www.sinsai.info/ushahidi/main
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2000 年代に入ってから、商業衛星をベースとする GPS のデータを用いた災害研究が進
んできており、東日本大震災においてもそのようなデータの活用が考えられている。地質
学者の間では、今回の地震から得られた GPS データは、2004 年のスマトラ島沖地震や
2010 年のチリ地震から得られたデータと比較しても、「信じがたいほど役に立つもの」と
する声もあり、特に本震の前に発生した小規模な地震のデータが豊富に得られたことか
ら、これらのデータにより地震の予測研究が進むことが期待される79。
また、東日本大震災に伴い、公的機関でも、専用の公式 Twitter アカウントを開設し、自
らのウェブサイトに加えて Twitter でも災害情報を伝達する取り組みが進んでいる80。こ
こで、ウェブサイト上に掲載される情報と Twitter 上に掲載される情報では、その性質に
多尐の違いが見られる。例えば、通常のウェブサイトでは、災害に関する多種多様な情
報が細かく掲載されているのに対して、Twitter では、文字数の制限や、閲覧者として主
に一般市民が念頭に置かれていることなどから、即時性が高く、より一般市民の関心が
高いと思われる情報が抽出、掲載されている、といった違いがある。（下図参照のこと。）
【図表 13：首相官邸ウェブサイトと Twitter フィードの比較81】
（ウェブサイト）

（Twitter フィード）

79

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110316-japan-earthquake-shortened-days-earth-axisspin-nasa-science/
80
http://twitter.com/kantei_saigai
81
http://twitter.com/kantei_saigai
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html
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以上を踏まえ、東日本大震災で明らかになった、ウェブサイト、ショートメールメッセージ
（SMS82）・電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）のそれぞれの情
報伝達手段としての IT ツールの長所と短所を以下に表記する。ただし、これらは今回の
震災によって明らかになった全体的な傾向をまとめたものであり、必ずしもあらゆる災害
発生時に適用可能なものではないことに留意すべきである。
【図表 14：ウェブサイト、SMS・電子メール、SNS の災害対策ツールとしての有用性83】
手段


ウェブサイト







SMS
電子メール


長所
発信できる情報の量や表示方法（プレゼ
ンテーション）が多い
不特定多数に対して情報伝達可能
Google Person Finder や Sinsai.info の
ような、高度なウェブアプリケーションが
利用可能である
公的機関や報道機関などのウェブサイト
の場合、情報の信頼性が比較的高い
情報の即時性が高い
ほとんどの携帯電話で利用可能であり、
かつインターネット回線を使う（電話回線
を使わない）ため、比較的通信の信頼性
が高い
特定多数に対して情報伝達可能

SNS

 Twitter など、SNS の種類によっては情
報の即時性が高い
 特定多数（SNS の種類によっては不特定
多数）に対して情報伝達可能

（参考）
固定・携帯
電話

 情報の即時性が高い
 もっとも普及した情報流通インフラである

短所
 情報を入手するために能動的にウェ
ブサイト・サービスにアクセスする必
要がある（プル型）
 SMS や SNS などと比較して、情報
の伝達が遅い場合がある

 送信できる情報の量や表示方法が限
られている
 情報の信頼性が低い場合があり、チ
ェーンメールなど偽情報が流布する
可能性がある
 一般的に、発信できる情報の量や表
示方法が限られている
 情報の信頼性が低い場合があり、偽
情報などが流布する可能性がある。
ただし、公的機関、報道機関などの
アカウントから得られる情報を利用す
ることにより、信頼性の確保は可能
 災害発生時の利用可能性が低い
 送信できる情報の量や伝達方法（音
声）が限られている
 1 対 1 の通信であり広範囲への情報
伝達には向かない

なお、以上の情報伝達手段は、いずれもインターネット回線を用いて利用されるものであ
るが、特にウェブサービスや SNS では、そのシステム運営方法としてクラウドコンピュー
ティングが活用される場合が多い。今回の震災でも、複数拠点にデータを分散するクラウ
82
83

携帯電話番号をあて先としてテキストや画像などをやりとりできるメッセージング機能のこと。
各種資料をもとに作成
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ドコンピューティングサービスは安定して提供されていたとされており、災害時などにおけ
る事業継続性の面から、クラウドコンピューティングに対する注目が高まっている84。
また、スマートフォンの普及85を背景に、スマートフォンアプリケーションを利用した高度な
情報提供サービスも注目を集めている。これらは、広義ではウェブサービスの一環といえ
るが、特定の目的に特化した様々なアプリケーションが開発されており、被災者のニーズ
に応えているといえる。例えば、上述の Sinsai.info は、Android 搭載端末向けのアプリ
ケーションを開発しており86、ウェブサイトとほぼ同等の機能をスマートフォン上でも実現
している。また、東京電力が公開している情報をもとに、電力需給状況をリアルタイムで
表示するモバイルアプリケーションなども開発されている87。電源が確保できない、ある
いは、PC が利用できるとは限らない被災地であっても、分析・加工された情報がビジュ
アルに入手できるという利便性から、同サービスは今後普及していくと考えられる。

84

http://www.cloudtweaks.com/2011/03/earthquakes-and-cloud-computing/
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E3EAE295E38DE3EBE2E6E0E2E3E3869
8E0E2E2E2;au=DGXZZO0195686008122009000000
http://www.techflash.com/seattle/2011/03/japan-quake-not-affecting-amazon.html
85
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20110408/359254/
86
https://market.android.com/details?id=sinsai.info.android.app&feature=search_result
87
http://tepco-usage-api.appspot.com/
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５．日本に向けた示唆
以下、米国での動向を中心に、わが国での災害対策強化に向けて、特に IT 利用の観点
から参考になると思われる事案を紹介する。
(1) 早期警報システムの拡張
現在、米国連邦政府による一般市民向け早期警報の体制としては、上述の Emergency
Alert System （EAS）が運用されているのみであり、EAS の規格上、早期警報が流され
るチャンネルも TV とラジオに限定されている。このため、FEMA は、FCC および NWS
と共同で次世代の警報システムである Integrated Public Alert and Warning System
（IPAWS）の開発に当たっており、これによって「可能な限り多くのチャンネルで」警報発
令を可能とすることを目指している88。
FEMA によると、具体的な目標として、2012 年第 1 四半期からモバイル事業者が
IPAWS に参画することで、モバイル加入者に対しても普遍的に警報が届くようになるこ
とが期待されているという89。この取り組みは、Commercial Mobile Alert System
（CMAS）と呼ばれており、将来的には IPAWS を構成する重要コンポーネントとなること
が予想されている。なお、CMAS による警報のフォーマットは、最大 90 文字から成る
SMS になることが決まっている。また、SMS 送信の際には、異なる帯域幅や通信プロト
コルを同時併用することで、（回線が混雑しやすい）緊急時にも迅速に配信されるような
工夫をしているという90。
IPAWS におけるもう 1 つの重要コンポーネントとしては、警報のデータ形式を統一し、
様々な公的機関によって発令される警報の相互互換性を確保するためのプロトコルであ
る Common Alerting Protocol（CAP）がある。CAP の利点としては、互換性が確保され
ることで、単一プラットフォーム上ですべての警報が解読可能となる他、CAP はオープン
な規格（XML）を採用しているため、TV やラジオは当然のこと、携帯電話、ウェブブラウ
ザ、更には高速道路上の電子標識など、多様なチャンネルを利用して一般市民に警報
が送信可能となり、より迅速な対応・避難の実現が期待されている（以下の図表 13 を参
照）。この他に、オープン規格の採用によって、警報受信の際に付加的機能を追加する
アプリケーション開発が容易になる、という利点もある。多様な開発環境の提供により、
警報の多言語化や、視覚・聴覚的情報が警報に添付され、より正確な状況判断が可能
になることをはじめ、視覚に障害のある人も警報をすぐに理解できる、といったユニバー
サル・インターフェースの向上も期待されている91。
88

http://www.fema.gov/emergency/ipaws/
http://www.fema.gov/emergency/nims/AboutNIMS.shtm
90
http://www.fema.gov/emergency/ipaws/projects.shtm#6
91
http://www.fema.gov/emergency/ipaws/
89
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なお、連邦政府による取り組みとは別に、米国の非営利放送局である Public
Broadcasting Service（PBS）は、モバイル向けデジタル放送サービスの開始とともに、
同サービス上でマルチメディアを活用した早期警報システムの試験を 2011 年後半より
開始すると発表している92。これにより、携帯電話端末のみならず、同サービスに対応す
るタブレット PC、ノート PC、更にはカーナビゲーションシステムにまで警報が送信可能と
なることが期待されている。
参考情報として、以下、IPAWS アーキテクチャの概要を視覚化した図を掲載する。
【図表 15：IPAWS アーキテクチャの概要93】

上図で、左側に位置するのが警報を発令する公的機関であり、右側に位置するのが警
報を配信する仕組み（EAS、CMAS など発令システム）である。その間に入るのが
IPAWS Open Aggregator（アグリゲータ）であり、これは警報をその内容に基づいて適
切な発令システムに配布するものであるといえる。

93

http://www.fema.gov/pdf/emergency/ipaws/architecture_diagram.pdf
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東日本大震災において、IT を活用した仕組みの災害対策における利点・欠点が浮き彫
りになったといえる。固定電話・携帯電話が通じない環境下で、防災無線・音声による警
報以外の手段で、広く住民に緊急性の高い情報を届けるためには、TV やラジオを主要
チャンネルとするいわゆる「プル型」（情報を求める者は、能動的に情報を探しに行く必要
がある形態）ではなく、IPAWS のような仕組みによって、普及率が高い携帯電話端末な
どに警報が送信されることによって、能動的に情報を探していない者にも通知可能な「プ
ッシュ型」の連絡体制の確立が重要と考えられる。
また、信頼性の低い情報が流布するという課題に対しては、IPAWS のような仕組みを政
府機関が採用し、各チャンネルを通して国民に信頼性の高い情報を提供することで、あ
る程度軽減できる可能性がある。（詳細は後述）
(2) 情報の整合性・信頼性の確保
米国に限らない、万国共通の課題といえるものであるが、SNS をはじめとする草の根ベ
ース＝非公式な情報伝達チャンネルが広く利用されるようになる中で、錯綜する情報の
整合性や信頼性の確保も重要な課題となると考えられる94。
3 月の大震災後に見られたように、公的機関が信頼性のおける災害対策情報を提供し
ていく上で大きな役割を果たしている。これは、公的機関が持つ情報収集のためのリソー
スが依然として大きいことや、公的機関は国民の安全を守る重大な責任を負っているこ
となどから、相応に公的機関が提供する情報の信頼性に対する認識が共有されている
ためである。わが国でも、上述の首相官邸ウェブサイト・Twitter アカウントの例のように、
情報の信頼性と伝達速度・リーチを両立させるための取り組みが進められている。
とは言え、公的機関の果たす役割にも限界がある。特に大規模な災害が発生した場合、
IT の有無に関わらず、情報の欠如、恐怖感、緊張感といった理由から、被災したコミュニ
ティの間で偽情報や、誤解を招きかねない情報が流布することは広く知られている95。こ
れに加えて、IT による情報流通、特に SNS は、その情報拡散速度が従前のマスメディ
ア等に比べても非常に早く96、クラウドコンピューティングの活用により、多様なアクセス
手段が提供されるとともに、過去の書き込み履歴が、本人等からの削除要請によらない
限り、原則半永久的に残るという違いがある。したがって、一旦勢いを得た偽情報は、例
えその発生源が情報を削除しても、既に多数のユーザーに共有されており収拾がつかな
くなることも多い97。
94

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan042456.pdf
http://www.cs.colorado.edu/~palen/palen_papers/palen-CACM.pdf
95
http://www.sciencebase.com/science-blog/disastrous-rumours.html
96
http://www.computerworld.com/s/article/9214213/Twitter_Facebook_become_lifelines_after_Japan_quake
http://blogs.law.harvard.edu/doc/2011/03/11/earthquake-turns-tv-networks-into-print/
97
信頼性の低い情報を排除するという観点では、公的機関など、客観性の確保できる機関の要請による情報削除とい
う手段も考えられる。ただし、今回の震災では、総務省が電子掲示板上などに投稿された流言飛語の削除をプロバイ
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これに対し、SNS コミュニティー内での自然浄化作用も注目されるようになってきている。
2010 年のチリ地震発生後に Yahoo!社員が行った、Twitter に関する研究結果によると、
Twitter のユーザーコミュニティは、情報の真偽を確かめるための「フィルター」のような役
割を果たしていたという。具体的には、後に真実であると確認された情報について、これ
を否定するツイートは全体の 1%に満たなかったのに対し、偽情報については、およそ半
分のツイートが否定していた、とされている98。同研究を行った Yahoo!社員らは、この結
果をもとに、コミュニティが果たす「情報フィルター」の役割を活かし、情報の信頼性につ
いての指標を示すような機能が Twitter クライアントに搭載されるべき、との意見も述べ
ている。
SNS の普及に伴い、より様々な情報が早く広く伝達されていくこととなる。ユーザーも、公
的機関その他の信頼性の高い情報源の利用や、ピアレビューのような指標に基づく信頼
性判断により、様々な情報の中から、信頼性の高い情報を自律的に取捨選択していくこ
とが望まれる。

本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの
内容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆
者及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありません。また、本レポ
ートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆者及び執
筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。
なお、このレポートに対するご質問、ご意見、ご要望がありましたら、
takashi_wada@jetro.go.jp までお願いします。

ダに要請したことに対して、言論の自由に抵触する可能性があるとして、これを批判する声も出ている。
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201104081408565
98
http://blogs.wsj.com/digits/2010/08/18/twitter-after-a-disaster-is-it-reliable/
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