シンポジウム

東日本大震災から 5 年

“伝えて活かす”震災アーカイブのこれから
メディア研究部

山口

勝

あの日から5 年。東北地方沿岸の被災地では，所によって 10メートルを超えるかさ上げ工事が進み，風景が一変
している。過去と現在を結び，未来を考える復興に，震災アーカイブの資料は欠かせない。震災学習用のアプリや
リアルタイム情報と統合した防災情報伝達に，アーカイブのデータを活用する動きも始まった。一方で，未来に伝え
るためのアーカイブの閉鎖が相次いでいることも事実である。
本稿は，2016 年 3月に開催した NHK 文研フォーラム「東日本大震災から5 年“伝えて活かす”震災アーカイブの
これから」と題したシンポジウムの抄録を基本に，その後の熊本地震をめぐる防災とメディアの状況を加筆したもの
である。シンポジウムでは「利活用」と「持続性」をキーワードに，震災アーカイブの「今」を見つめ，
「これから」を
展望した。アーカイブの担い手は，大学，自治体，国，メディアなどである。では，使い手，ユーザーは誰なのか。
「誰が，何のために，どう使うのか」。「見る」だけでなく「使う」ことで持続するデジタルアーカイブ，利活用を進め
るためにオープン化することはできるのか。ネット・デジタル時代の公共性やメディアの役割を考える意味からも貴
重な議論が展開された。

1995年の阪神・淡路大震災のときには，撮影

Ⅰ はじめに
○ 震災アーカイブとは

した写真や映像を保管するために改めてデジタ
ル化することが必要だった。しかし，東日本大

地震，津波，原発事故という未曽有の大災

震災では，
“携帯”も含めてデジタルカメラが広

害を記録し，教訓を広く後世に伝えようと，東

く普及し，撮影するだけで保管に適した位置と

日本大震災以降，様々な震災アーカイブが作ら

時間のメタ情報が入ったデジタルデータが得ら

れてきた。震災アーカイブは，場所と時間の情

れるようになった。またデータ量が大きい画像

報が入った写真や映像，証言や行政対応など

や映像をやりとりできる高速インターネット網

の震災資料を収集，保管，公開するデジタル

も普及した。この「ネット」と「デジタル」の

アーカイブで，インターネットからアクセスするこ

進化・普及が，国や自治体，大学だけでなく，

とができる。

メディア，企業，NPOなど多様な主体によって
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図1

震災アーカイブの論点

図 2 東日本大震災から
5 年間の震災アーカイブの歩み

アーカイブが作られるようになった大きな要因

5 年間の集中復興期間が終わる。
アーカイブは未来に記憶や教訓を伝えるため

である。
震災アーカイブをユーザー側の視点から整理

に作られたはずである。我々は震災の教訓を活

すると，
「見る」だけでなく「使う」という利活用

かせているのだろうか。震災アーカイブは，災

への期待が見えてくる。
「閲覧」だけでなく，資

害を伝え続けるることができるのだろうか。こ

料をダウンロードして防災教育に使う「二次利

の問いから，震災アーカイブの「今」を見つめ

用」やICTを使ってタブレットなどにアーカイブ

「これから」を展望するシンポジウムを企画した。

データを呼び出す「データ活用，LOD（linked

キーワードは，アーカイブの「利活用」と「持

open data）
」への期待である。このときアーカイ

続性」である。アーカイブを復興や防災・減災

ブ側に問われるのは，どれだけデータを自由に

にどう活かすのか。国や自治体，そしてメディ

使うことができるかという「オープン化」である。

アの役割はどうあるべきか。1923 年の関東大

デジタルアーカイブは「利活用」されることで存

震災の教訓を得て2 年後に始まった日本の放

在意義が増し「持続性」が担保される。つまり

送。公共放送であるNHKは「国民の生命・財

“伝えて活かす”営みが大切だと考えられる。

産を守る」という使命を担ってきた。今，
“公
共放送から公共メディアへの進化を見据える

○ 震災アーカイブの 5 年

NHK”3）にとっては，ネットでの防災コンテンツ

震災アーカイブの 5 年の歩みを振り返ると，

サービスである震災アーカイブを通して，ネット

大震災から3 年目までは国の補助金などがあ

の世界で求められる公共性や役割といった，公

り，様々な主体によってアーカイブが構築され

共メディア像をさぐる機会にもなる。

1）

るいわば黎明期 であった。しかし2014 年に

シンポジウムは，2016 年 3月3日， 東 京の

は，補助金終了によるアーカイブの閉鎖や企業

千代田放送会館で 2 時間にわたって行われた。

が公開していたアーカイブのリンク切れが始ま

来場者はおよそ250人。パネリストは，大学，

る。2014 年 9月には，一般の人から被災地の

自治体，国，メディアでそれぞれ震災アーカイ

写真の投稿を呼びかけていたYahoo! JAPAN

ブを作り，活用を進めている5人である。

2）

東日本大震災写真保存プロジェクト も受け入

・今村文彦（東北大学災害科学国際研究所所長）

れを終了した。そして，2016 年 3月には震災後

・小野史典（多賀城市総務部地域コミュニティ課長）
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・諏訪康子（国立国会図書館電子情報部主任司書）

アーカイブみちのく震録伝を公開してきた 5）。企

・渡邉英徳（首都大学東京システムデザイン学部准教授）

業や自治体とも連携しながら震災アーカイブの

・倉又俊夫（NHK 放送総局知財センター

活動をリードしている。シンポジウムのはじめに

アーカイブス部チーフ・プロデューサー）

「今なぜ震災アーカイブか」と題して東北大学災

コメンテーターは，公共・メディア論が専門で，

害科学国際研究所の今村文彦所長に，5 年に

早くから震災アーカイブの意義を提唱してきた

及ぶ，みちのく震録伝の取り組みからお話しい

吉見俊哉（東京大学大学院情報学環教授），司会・

ただいた。

報告は山口勝（NHK 放送文化研究所メディア研究
今村：東日本大震災

部主任研究員）が務めた。

シンポジウムは，2 部構成で行った。第1部：

は，地震・津波・原

震災アーカイブの「今」
では，大学，自治体，国，

子力の広域 複合災

メディアから現状と課題を報告。第 2 部：震災

害です。今回の災害

アーカイブの「これから」
では，データ活用，デー

を色の記憶で例える

タジャーナリズム，震災学習・復興ツーリズム

と， 津 波の 濁 流や

に注目して，震災アーカイブの利活用と持続性

がれきの 褐 色，津

について議論した。

波 火災の赤，無 色
透 明な放 射 能と一

Ⅱ シンポジウム第 1 部
震災アーカイブの「今」
II-1 震災アーカイブ×防災・災害研究
東北大学アーカイブプロジェクト
4）

「みちのく震録伝」

つにまとまりません。
震災アーカイブは，国の復興基本 構想 7 原
則の1「復興の原点（追悼と鎮魂）と教訓の伝
承・発信」に明記されました。被災地では，ま
ちづくりをどうするか，日々，迷いながら復興
を進めています。もともとこの地域に，どうい
う暮らしや文化，つながりがあったのかを確認
するためにも震災アーカイブが必要です。
災害研究の立場から見たアーカイブの目標
は，教訓を首都直下地震や南海トラフ地震など
の大規模災害の減災に活かすことです。その
ためには経験を共有化，普遍化して社会実装
する必要があります。災害の前から災害後の復
興を考える「事前復興 6）
」も今から進める必要
があります。大震災から5 年。研究を登山に例

東北大学は，震災直後から東日本大震災に

えるとまだ 3 合目。やっと震録伝というアーカイ

関するあらゆる記憶，記録，事例，知見の収

ブを作ったところです。これから本格的な山登

集に取り組み，みちのくの震災を記録し伝える

りが始まります。
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ll-2 震災アーカイブ×自治体
史都・多賀城 防災・減災アーカイブス

・コミュニティづくりにアーカイブを利用

7）

「たがじょう見聞憶」

次に東北大学と連携し，他に先駆けて自治
体自らアーカイブを作り減災，復興，まちづく
りに活かしている宮城県多賀城市の取り組みを
VTRで紹介した。
VTR要約

見聞憶は，地域コミュニティ課が運営し，住
民同士のコミュニケーションづくりを図り，地
域防災力をつけるために活用されている。例
えば「はじまりのごはん」という活動では，炊
き出しの写真を見ながら，震災後初めて口に
防災・減災アーカイブスたがじょう見聞憶（以

した食べ物のことを語り合い，
地域で助け合っ

下，見聞憶）は，約 2 万点の震災や復興に

て困難を乗り越えた記憶を共有している。

関する写真や映像を，撮影場所がわかるよ

・多賀城高校に災害科学科新設

うに地図と一緒に閲覧し，ダウンロードして
二次利用することができる。市民 180 人の
体験談や証言を集めた「一人一話」は，防
災・減災への指針と位置づけられている。
・千年先まで伝える

アーカイブの輪は，未来を担う若い世代にも
広がっている。多賀城高校では，震災を忘
れないようにと市内の壁や電柱に津波到達
高度の標識を設置してきた。そして 2016 年
4 月には全国に先駆けて災害科学科を新設，
およそ 1,200 年前の貞観地震で，国府多賀

大学や研究機関と連携して教育を行うこと

城が大きな被害を受けたことが，平安時代

になった。小泉博校長は，
「新学科の地理

に書かれた
『日本三代実録』や和歌で伝わっ

の授業でハザードマップを作る際に，デジタ

ている。今回人口 6 万 3,000人の多賀城市

ル地図にアーカイブデータをマッピングする

で 188 人が津波の犠牲になった。
「2 度と犠

など，見聞憶を積極的に活用していきたい」

牲者を出してはいけない。千年先まで伝えよ

と話す。たがじょう見聞憶は，震災の経験

う」と菊地健次郎市長の発案で 2013 年 2 月，

を次の世代に継承していく貴重なツールにも

見聞憶がスタートした。

なっている。
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続いて，見聞憶を運営する多賀城市総務部
地域コミュニティ課の小野史典課長に，ねらい
や思いを伺った。

○ まなざしをコミュニティで共有する
山口：被災地の自治体を取材すると，
「復旧や
復興で手が回らない」
，
「辛くて当時の写真を見
たくないという住民が多い」とアーカイブに否定
的な声を聞きました。多賀城市では，辛い災害

「たがじょう見聞憶」より

「末の松山」という場所ですね。

の記録ではなく，災害を乗り越えた記憶を共有
するためにアーカイブを作り，利用しているとい

小野：VTR にあった『日本三代実録』は，アー

う点が，とても印象に残りました。

カイブの元祖といえるかもしれません。この「末
の松山」も災害の記録です。
「末の松山 波越さ

小野：今，多賀城の

じとは 8 ）
」と
『百人一首』にも歌われています。末

町並みは復 興が 進

の松山は，普通は景勝地を表しますが，歌枕と

んで，一見すると何

しては，あり得ないことの代名詞です。末の松

事もなかったような

山は大きな津波が来ても，そこまで波が越えて

感じを受けます。で

来ることはないと和歌で伝承されています。今

も大切な家族を亡く

回も津波は，末の松山のすぐ下まで来ましたが，

してしまった方々の

「波越さじ」でした。

心 の 傷 は 癒えるこ
とがないと思うんで

山口：私も行きました。周辺の壁や電柱には，

す。だから多賀城の

多賀城高校の生徒が設置した津波の到達高度

アーカイブは，そういう方々の辛さを分かち合っ

を示す青い標識がありました。

て，今まで 5 年の間，たくさん困難を乗り越え

その標識をたどると近くに「沖の石（井）」と

てきた，そういう歩みをお互いに共有する場だっ

いう岩が，池の中にありました。これも『百人一

たり，機会だったり，そういうものをこのアーカ

首』にある歌枕 9）ですね。今は住宅地ですが，

イブをきっかけとして話し合う，まなざしを共有

当時は海の中だったのかもしれません。高校生

する。そういうコミュニケーション作りを大切に，

が設置した津波標識をたどると『百人一首』の

これからの災害に強いまちづくりを意識してい

世界へ，まさに現在と過去をタイムトラベルし

ます。

○ 次世代に伝える
山口：見聞憶に収められた「多賀城高校の津
波痕跡をたどるまち歩き」の写真です。ここは，
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多賀城高校の生徒が設置した青い津波標識

ながら災害と文化の歴史を感じるまち歩き10）で

図3

被災地外に広がる「防災・減災アーカイブ」

した。
高校生や若者ともデジタルアーカイブづくりに
取り組んできた首都大学東京の渡邉さん。どう
ご覧になりましたか。
渡邉：僕は VTR を拝見してぐっときました。デ
よ

しろ

ジタルアーカイブは
“依り代 11 ）”でしかない。そ

写真は，「みえ防災・減災アーカイブ」より

れをもとに世代とか立場を越えてつながってい
くのが，最終的なゴールだというところに非常

同時発生した宝永地震の津波の到達場所や石

に共感しました。お尋ねしたいのですが，他の

碑も地図と写真で確認することができます。減

被災地の人々と，互いのデジタルアーカイブを

災に向けた地域の取り組みを紹介するコーナー

携えて交流するというようなビジョンに興味は

や，津波浸水マップ・津波浸水アニメーション

ありますか？ 例えばインド洋津波（スマトラ島

を動画で伝えるデジタルならではの情報発信機

沖地震）の被災地のバンダ・アチェと多賀城市

能もあります。次の災害に備えるための防災・

の市民の方々がデジタルアーカイブを携えてつ

減災アーカイブです。

ながるようなビジョンなどはどうですか。

多賀城市と連携してこられた今村さん，災害
研究の立場からどうご覧になりますか。

小野：東日本大震災の当事者だけというよりは，
当事者以外の方々とも，まなざしを共有してい

今村：多賀城市のアーカイブは，まずコミュニ

きたいと思っています。自然災害は繰り返され

ティで経験を共有し，共感することに使われ

るものです。被災地外の方々とともに，命を守

ました。そして，それが三重県にも伝わった。

る行動をどうしたらいいのかということを，ぜ

防災 ・減災を考えたときに，この共感が広が

ひ一緒に考えていきたいと思います。

ることがとても大事です。そして，次はアクショ
ン，具体的な行動につながるといいと思います。

○ 被災地外に広がる防災・減災アーカイブ
山口：今，小野さんから「被災地外の方々と」と

○ 自治体アーカイブの設置状況

いう言葉がありました。実は，多賀城市の「防

多賀城市の取り組みを見たが，他の自治体の

災 ・減災アーカイブ」というコンセプトは，被

アーカイブへの取り組みはどうなっているのだろ

災地の外にも広がっています。2015 年 4 月に，

うか。被災 3 県の自治体アーカイブの設置状況

南海トラフ巨大地震を見据えて三重県と三重

を調べた。

12 ）

大学が「みえ防災・減災アーカイブ」 を開設
しました。

まず，県主体のアーカイブは，宮城県が 2015
年に作り，岩手県は 2016 年度に作る予定で，

1944 年の昭和東南海地震の体験談や，そ

福島県は作る予定はない。理由を尋ねると「原

の前の安政地震，さらに前の，東海と南海で

発災害はまだ終わっていない。デジタルアーカ
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図4

被災 3 県の自治体アーカイブの設置状況

ひなぎくは，東日本大震災の記録を国全体
で保存，公開していくためのナショナルポータ
ルサイトである。様々なアーカイブに分散してい
る情報を，メタデータで連携させることで一度
に検索できるようにしている。2013 年 3月7日
に公開を始め，2016 年2月末現在で検索可能
なメタデータ数は約 334 万件，連携機関は 39，
連携データベースは45。アクセス数は月におよ

イブではなく国立アーカイブ施設を国に要望し

そ30万件と開設以来増加傾向にある。

ている」ということだった。次に，市町村アーカ

「
“ナショナルポータル”と
“ラストリゾート”の役

イブの設置率に注目すると，宮城県内は 97％。

割と課題」と題して，国立国会図書館電子情報

岩手は 9％，福島は 7％だった。宮城では県が

部の諏訪康子主任司書に報告していただいた。

市町村のアーカイブづくりを支援している。小さ
な町や村にとってアーカイブづくりは負担が大き

諏 訪：ナ ショナル

いため，県や大学，国の支援が欠かせない。

ポータルとは，様々

岩手県も今後，市町村と連携しながらアーカイ

なアーカイブに分散

ブづくりを行う予定である。またアーカイブを

して いる情 報を横

作った自治体に課題を聞いたところ，
「どう活

断 的に検 索できる

用していいのかわからない」，
「権利処理や維

入 口， 国のポータ

持が大変」という声があった。

ルサイトの役割を指
します。そしてラス

ll-3 震災アーカイブ×国

トリゾートとは，最

国立国会図書館東日本大震災
13）

アーカイブ 愛称「ひなぎく」

ここまで自治体の取り組みを見てきた。では，
国のアーカイブはどうなっているのだろうか。

後の拠り所という意
味で，金融関係では最後の貸し手である中央
銀行の機能です。アーカイブでは，最後に資
料を引き受ける国の図書館の役割を指します。
例えば 2014 年 11 月に，陸前高田震災アーカ
イブ NAVI が閉鎖しました。誤解のないように
申しますと，こちらは陸前高田市ではなく総務
省の運用実証のために立ち上げた協議会形式
のアーカイブです。補助金が終了し，発足から
2 年で閉鎖しました。国会図書館で資料を継
承することになり，21 の権利者を探し出して個
別に許諾処理をし直す必要がありました。個人

「ひなぎく」
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の方の中には，自分の写真がインターネットで

世界中から見えるようになっていると思ってい

で証言者の顔が表示される。クリックすると証

なかったという方もいました。結果として，21

言動画が再生される。2014 年から担当してい

件のうち 2 件は連絡がつかず 1 件は回答がな

る倉又俊夫チーフ・プロデューサーが，現状と

く，継承を断念せざるを得ませんでした。現

課題について報告した。

在 5,404 コンテンツを継承し再公開しています。
今後，閉鎖するアーカイブが増えたとき，国会

倉又：アクセス数は，開設した 2012 年 3 月には

図書館ですべての資料を救うことは，権利処

100 万件以上ありまし

理など人的，予算的に困難だと感じました。

たが，2014 年 3 月に
は 6 分の 1 以下に減

山口：ひなぎくでは，個人から写真などの資料

りました。これでは

の提供を受け付けていますか？

いけないとグループイ
ンタビューと呼ばれる

諏訪：国会図書館では，原則として個人資料

ユーザー調査をした

の受け入れはしていません。個人から申し出が

ところ，
「コンテンツ

あると，Google など個人投稿を受け付けてい

が 探しにくい」
，
「最

るアーカイブを紹介しています。

新 情 報 が 少 ない」
，
「視点が提示されていない」という意見がありま

ll-4 震災アーカイブ×メディア
NHK 東日本大震災アーカイブス

14）

した。ネットの世界では今，まとめサイトが流
行っています。そこで体験や教訓別に証言をま

次に，メディアのアーカイブを見る。メディア

とめて表示する「証言まとめ」や市町村ごとにコ

では，新聞，テレビ，ネット企業がそれぞれ記

ンテンツをまとめた「地域まとめ」，さらにトップ

事や証言，写真や映像のアーカイブを作り公開

ページには「動画アクセスランキング」を作りま

している。

した。見ていただくための工夫です。2015 年 3

NHK 東日本大震災アーカイブスは 2012 年

月にはアクセスが約 20 万件あり，下げ止まった

3月に公開を始めた。ニュース映像 800 本，
『あ

と思っています。ただし，今後さらにアクセス

の日 わたしは』という番組から600 本を公開し

が減れば，閉鎖もあり得ます。

ている。地図には浸水域が記され，サムネール

この3月には，震災発生から72 時間の映像を
集めたコンテンツ15）も新たにリリースし，引き続
き，見ていただくための努力をしています。

ll-5 アーカイブの持続性と公共性
第 1部の終わりに，大学，自治体，国，メディ
アからの報告を受けて，アーカイブをめぐる課
題から論点を整理した。
「NHK東日本大震災アーカイブス」2016年3月時点のデザイン
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山口：課題として見えてきたのは，人々の関心

教 育の中で先 生や

や資金がなくなるとアーカイブの閉鎖が起きる

生徒が使う。もう一

ということです。国会図書館は，最後の救い

つは 地 域 で す。 地

手として閉鎖するアーカイブの資料を継承する

元の人々が自分たち

取り組みを行っています。しかし，権利処理な

の町の 未 来 のため

どで限界があり，個人資料の受け入れはしてい

に使う。さらに高知

ません。個人資料を受けつけてきた Yahoo! の

県とか三重県とか，

写真保存プロジェクトは，2014 年に受け入れを

あるいはバンダ・ア

終了しました。冒頭

チェとか，別の地域

で申し上げた，後世

だけど同じ問題を抱えている地域が使う。一般

に伝えるためのアー

の日本人がなんとなく使うとか，世界でなんとな

カイブですが，その

く見るということはない。目的を持って，意志

持続性には様々な課

を持った人たちが使っていくことがアーカイブに

題があり，そのとき，

とって重要だと思います。

デジタルアーカイブ

ただし，そこには三つの壁がある。一つは

は誰が 支えるのか，

「権利の壁」。肖像権，著作権，所有権などで

その公共性とは何か

す。これらの権利に制限を加えないと，みんな

が問われていると思います。
コメンテーターの吉見さん，ここまで，前半
の議論を聞いてどのように感じましたか。

が使えるようにならない。次に「予算の壁」で
す。山口さんもおっしゃったように，関心が薄
れていくにつれて予算が削減されると，続けら
れなくなる。どうやってサステナブル（持続可

吉見：とても刺激的な議論です。まず，東北大

能）な仕組みを作るか。三番目に「組織の壁」。

学，多賀城市，国立国会図書館，NHK という

図書館と放送局，自治体とそれぞれ違う組織

4 つの異なる組織が抱えている問題や悩んでい

が，アーカイブ化してきたが，なかなか壁を越

ることが大変似ている。そして，面白いのは，

えられない。
（検索だけでなく）違う組織が蓄

国立国会図書館のアクセス数が月に大体 30 万

積したアーカイブコンテンツを，国レベルでど

件，NHK のアクセス数が大体 20 万件で，同じ

のように統合することができるのか。大きな問

ぐらいだということです。

いは「災害に関するアーカイブ資料は誰のもの

私たちの社会にはアーカイブという，非常に

か」ということです。集めたものは，今持って

新しいメディアが出現しつつある。これは放送

いる人たちのものなのか，それとももっと開い

とは違うということです。
「放送，テレビは見る

てオープンにしていこうというときに，それを持

もので，アーカイブは使うもの」です。そして

つ主体はいったい誰なのか。ぜひ議論したい。

「誰が，どのように，何のために使うのか」が決
定的に重要です。使う主体は，例えば学校で

山口：吉見さんご自身は，震災アーカイブは誰

す。多賀城高校の話が出ていましたが，学校

のものなのか，主体は誰だと思っていらっしゃ
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いますか。
吉見：抽象的な言い方ですが，パブリックです。
マスとも，国民一般とも違う。
山口：“公共”という意味ですか？
吉見：でもその公共は，例えば多賀城高校の生
徒たちであり，高知県や台湾やバンダ・アチェ
の人々，市民でもあり得るわけです。

「東日本大震災アーカイブ：The East Japan Earthquake Archive」

第 1部はここまでとし，吉見さんから問題提

ることができる。

起された「アーカイブは誰のものか」という議論
渡 邉：クリックする

は，第 2 部の後半で行うこととした。

と， ある方 が 震 災

Ⅲ シンポジウム第 2 部
震災アーカイブの「これから」
lll-1 データ活用の可能性

当日どんな体験をさ
れたのか，どのよう
に生きていこうとし
ているのか がわか

第 2 部の震災アーカイブの「これから」では，

ります。海の上にも

デジタルアーカイブならではのデータ活用という

見える小さな点は，

視点から何ができるのかを探る。まず“データ

Twitter 社から提供

16）

”というデータアーキ

いただいた位置情報がついた震災当日のすべて

テクチャーの実践から4つの取り組みを，首都

のツイートのデータです。塩釜周辺を拡大すると

大学東京の渡邉英徳准教授に紹介いただいた。

一つだけツイートのマークがあります。クリック

を紡いで社会につなぐ

すると，3 月 11 日の夕方 5 時ごろ。
「みんな生

○ デジタル地球儀にマッピング

きてるか？」と一言だけ書いてあります。今我々

〜時空間データを紡いで社会につなぐ〜
渡 邉さんの東日本大 震災アーカイブ

17）

は，

は，そのときに感じたことをそのままインターネッ
ト上に焼きつけられる時代に生きているのです。

ウェブのデジタル地球儀の上に，Twitter社，
ウェザーニューズ 18），朝日新聞社 19），FNN 東日

○ 犠牲者の行動を可視化 〜災害分析〜

本大震災アーカイブ 20）から提供された4 種類の

2016 年 3月公開の「忘れない」21）は，岩手日

異なる証言，写真，映像といった資料を，時

報とのコラボレーションで生まれた震災犠牲者

間と空間の情報をもとにマッピングしたもので，

の行動を記録したアーカイブである。点が一人

マウスの操作で，時間と空間を移動しながら見

の人を，伸びる線が移動を表している。岩手日
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聞いてくれる。しかも自分の語った証言が，
マッ
プに載って世界中に発信されていく様子を目の
前で見ることができる。若者の中には，戦争に
あまり興味がなかったけれど，デジタルアーカ
イブは面白そうだと思って入ってくる子もいる。
大切なのは，いろいろな興味の深さや年齢の
人が一つのテーブルに集って，明るく戦争の話
震災犠牲者の行動を記録したアーカイブ「忘れない」。線は
犠牲者の移動を表す。線が集まった場所は陸前高田市民体
育館（グレースケールでも見やすくなるよう点と線を一部加筆）。

をする場が作れていることです。戦後 70 年経っ
て，明るく話せるようになったのかもしれませ
ん。昨年（2015 年），インドネシアのバンダ・ア

報の記者が 5 年をかけて遺族にインタビューし，

チェで同じように日本とインドネシアの学生が集

県内 1,300人分のデータを集めた。

まって，津波の記憶をどう未来に継承していく
べきかについてワークショップをしました。ノリ

渡邉：たくさんの線が集まってくる場所は，陸

ノリの学生もいました。ここでも，津波から 10

前高田市の市民体育館です。避難所に皆さん

年以上経って，楽しく震災の記憶の検証が行え

逃げた。でも亡くなった。岩手日報がこのデー

る状況になってきたようです。東日本大震災も，

タを集めた一番のねらいは，教訓になるという

先ほど多賀城市の話を聞いて，かなりそういう

ことです。亡くなった方々の行動の軌跡。淡々

動きができる段階になったのかなと感じました。

と線が引かれていくだけですが，ここから我々

デジタル地球儀に，いろいろな出典元の資

は，いざ災害が起きたときに何をすればいいの

料を重ねることで，吉見先生が指摘された組織

かを学ぶことができる。未来のためのアーカイ

の壁は突破できるかもしれない。利活用の面で

ブです。宮古市の田老地区を見ると，線が動

は面と向かって一緒に作っていくのが一番です。

いていません。防潮堤があるから，みんな逃

ウェブへのアクセス数よりも，いかにたくさんの

げなかったのです。

方が直接参画できたかが重要だと思います。

○ アーカイブで体験者と若者が出会う

山口：今村さんは，渡邉さんのアーカイブを，

デジタル地球儀にデータをマッピングして，

災害研究の立場からどうご覧になりましたか。

アーカイブを作るという渡邉さんの手法は，長
崎市の被爆者のデジタルアーカイブ「ナガサキ・
22）

今村：インスパイアされました。まさに防災の

」から始まった。今もアーカイブを

真価です。人的被害の低減に役立つ災害分析

囲んで被爆者の方を招いて，自身の体験を話し

ができます。実は，これまで地震や津波など自

てもらいながら，その活用法を若者と一緒に考

然現象の記録はデータとしてありましたが，我々

えるワークショップを行っている。

人の行動や社会の脆弱性については記録として

アーカイブ

残っていなかった。渡邉さんのアーカイブでは，
渡邉：被爆者の方にとっては，若者に語れる。
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「そのとき，誰が，どう行動したのか」が時空間

的に一目でわかる。そしてもう一つ。防災はひ

くのか。信頼感を形成していくプロセスがパブ

とごとではだめで，
“自分ごと”にしなければい

リックを作っていくのです。二つ目は，小野さん

けません。高校生や若者とワークショップでアー

もおっしゃったことです。デジタルアーカイブと

カイブを作ると，彼らは災害や戦争を体験して

言うと「どんどんバーチャルに」と思いがちです

いないのだけれど，自分で取り入れて，何かを

が，むしろ逆です。僕らは「バーチャルからリ

生み出そうとする。これは先ほど言った「共感

アルへ」，あるいは「メディアからフェイストゥー

からアクション，行動」につながっています。こ

フェイスへ」向かう必要がある。地域や教室や

の取り組みに注目したいと思います。

ワークショップなど，そういう場をどれだけ作る
ことができるかが，デジタルアーカイブにとって

諏訪：渡邉先生のアーカイブは活用型，私ども

極めて重要です。三つ目は，デジタルアーカイ

の“ひなぎく”は蓄積型です。図書館に例えれ

ブが発展するために必要な“共有の可能性”を

ば閉架式の図書館で，書架は全部奥の書庫に

感じました。日本とインドネシアとか，被爆者と

あって見えない。でもやっぱり，人は，いっぱ

若者など，違う文化や世代，社会的背景の人々

い資料が目の前に広がっている状況を求めます

がどれだけデータを共有していくことができる

し，一つの体験として大事です。ですから，ど

か。何が共有の可能性を開くのか。根本にある

ちらも必要だと感じました。

のは死者だと思います。戦争も，災害において
も，死んだ人たちとのつながりが，今度は未来

小野：私たち多賀城市では，せっかくデジタル

を作る可能性になる。死者に媒介される共有

化したアーカイブですが，アナログに戻して使っ

性。そこまで行くとアーカイブに未来があると感

ています。写真をパネルにしたり，証言資料を

じます。

印刷して地域コミュニティに持っていって，みん
なで回し読みをしたりしています。デジタルデー

今村：吉見先生が“死者に媒介される”と言い

タをアナログな感じの一人ひとりが身近に感じ

ました。まさに追悼と鎮魂が，復興構想 7 原

られる素材として使うことが非常に大切だと思

則の原点です。我々は，ある意味生き残った

います。

わけです。亡くなった方たちの鎮魂をする。ま
た将来，大きな災害が起こる可能性が，我が

吉見：渡邉さんのプレゼンテーションは，素晴

国にも世界にもあります。それに対して，残っ

らしいと思います。一つは，亡くなられた方々

た我々が何をしなければいけないのか。それ

がどういうルートで避難したかを，一つひとつ

こそが原点だと思います。

岩手日報の記者たちが聞いてデータができ上
がったという点です。そのプロセスに感動しま
した。先ほど，パブリックが主体なんだと言い

○ リアルタイム情報と統合
〜災害情報伝達〜

ましたが，パブリックの基本は信頼感です。つ

ここまでは，過去に起きた出来事を記録する

まり，データを集める人間と提供する人間，使

アーカイブを見てきたが，デジタル地球儀にリ

う人間，人間の間の信頼感がどう形成されてい

アルタイムデータをマッピングすることで，今を
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「台風リアルタイム・ウォッチャー」（右の写真は拡大して掲載）

NMAPSで，2015年関東・東北豪雨の3日間の風の流れや
鬼怒川流域に線状降雨帯が形成される様子を示した。

記録し，伝えることもできる。災害情報伝達へ
の活用である。
渡邉さんが作った「台風リアルタイム・ウォッ
チャー 23）
」は，リアルタイムの気 象データに，
全国のウェザーニューズの会員から寄せられた
写真付きの災害や天気の投稿を自動的にマッ
ピングしていくLOD の実例である。写 真は，

2015年関東・東北豪雨での鬼怒川の水位変化をNMAPS
で可視化したもの。『NHKスペシャル』で災害分析に利
用された。

2015 年 9月の関東・東北豪雨のデータをアーカ

あらゆるビッグデータを重ね合わせ短時間で映

イブしたものだ。

像化するもので，リアルタイムデータから，災害
が迫っていることを視聴者にいち早く伝えるこ

渡邉：リアルタイムと過去のデータのアーカイブ

とができる。2015 年関東・東北豪雨の際にも，

の両方をお見せしました。デジタルアーカイブで

気象情報やニュース，番組の災害分析や解説

もあるし，リアルタイムに災害の状況を速報して

で使われた。

くれるサービスでもある。つまり，デジタルアー

「アーカイブは過去を振り返るだけではなく，

カイブは過去の記憶を保存しておくものという

近い将来の災害に備える減災報道に欠かせな

見方もできるし，実は今，この世に生きている

い」とNMAPS の担当者は語る。

我々に降りかかる災害を減らすことにもつながっ
ているのです。

渡邉：NMAPS は，テレビで流すための分析
や伝達が目的です。スタッフが調べた結果を，

○ データジャーナリズム「NHK NMAPS」

短時間にわかりやすく，ある方向でシンプルに

NHKでは，渡邉さんと意見交換しながらデー

見せる位置づけです。一方，先ほど吉見先生が

エヌマップス

タジャーナリズムの取り組みとして，N MAPS

おっしゃったことに非常にぐっときたのですが，

（ニュース・マッシュアップ・アドバンスト・プロー

ネットのアーカイブは使ってもらう，つまり探索

ブ・システム）を開発した。NMAPSも，デジタ

してもらわなければいけない。答えは示唆する

ル地球儀に気象データなど，時空間情報を伴う

かもしれないけれど，自分でデジタルアーカイ
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ブの中を旅していただいて，そこから発見する。
複雑でもいい。災害はそれだけ多面的なのです。
旅してもらえるようにデザインすることが重要だ
と思います。
山口：テレビとネットでは，
「見てもらう」と

出典

みらいサポート石巻

「使ってもらう」で，設計思想が違うというこ
作った。

とですね。

みらいサポート石巻の中川政治さんが，アプ

○ アーカイブデータを復興に活かす
リアルタイムデータに続いて，リアル（現実）
とアーカイブデータをつなぐAR（拡張現実）と

リの復興観光への効果を検討したところ，AR
アプリ導入後，震災学習プログラムの利用者
数が増加していた 25）。

いう技術を使った「石巻津波伝承 AR」24）アプ
リを，山口が映像に合わせて紹介した。宮城

山口：小野さんは，同じ被災自治体として石巻

県石巻市では，多くの人が亡くなり，鎮魂の場

を，すぐ近くで見ていらっしゃると思います。

となる追悼公園が作られる。その公園での利
用も見据えて，公益社団法人みらいサポート石

小野：石巻は本当に甚大な被害を受けました。

巻というNPO が，震災学習や復興ツアーで使

行政の力には限界があり，住民の方々が自ら復

えるアプリを作った。誰でもスマホやタブレッ

興といっても，とても大変なことだと思います。

トに無料でダウンロードすることができる。

そこに NPO の支援があると，これからのまち
づくりも活気あるものになると思います。多賀城
市も実は，NPO や東北大学のご支援をいただ
いて「はじまりのごはん」や毎年の減災市民会
議での「まち歩き」をやっています。NPO の支
援は，とてもありがたいと思います。
今村：震災学習やツアーで被災地に人を呼び，
経済を活性化させることは復興に必要なことで

出典

みらいサポート石巻

す。アーカイブと現場をつなぐ。AR を使いな

その場所に行って地図をタップすると，アー

がら当時に戻り，現在，また将来の計画も見ら

カイブデータをICT で呼び出し，現在の様子

れる。住民だけではなく，外から来ていただい

と震災直後の様 子を見 比べることができる。

た方にも復興には何が必要なのかを考えていた

アプリには，音声と文字で被災者の証言も収

だく機会になります。中川さんをはじめ NPO の

録されている。海外から来る人のために英語

方は，実はほとんど東北以外の方です。我々

版と台湾で使われている中国語（繁体字）版も

は被災地で努力していますが，中だけですと限
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界もある。外から新しい考えや風を吹き込んで

地域の人々が使えるのかどうかがアーカイブの

いただくことも大事です。いい例だと思います。

根本問題です。皆さんご承知のように NHK は，
巨大なコンテンツホルダーです。震災の映像も

渡邉：今日の最初の話から通底しているのです

過去の災害についても，NHK ほど持っている

が，震災のデジタルアーカイブは，震災に興味

組織は世界的にもないと思います。では，公

がある人が見るわけです。でも，この AR や僕

共放送である NHK のコンテンツは，いったい

らが作っているものは，
「何だろう？」って思う人

誰のものなのかという問いが当然発生します。

をどれだけ巻き込めるか。それがユーザーの広

NHK の巨大なコンテンツを，誰が，どうすれ

がりにもつながるし，
アーカイブの寿命（持続性）

ば使えるようになるのか。学校とか防災とか，

にもつながると思います。誰にとっても決して愉

いくつかの目的にはオープン化すべきだと思い

快な記憶ではない。2011 年以降に生まれた子

ます。そのためにどうハードルを越えることが

どもにとっては，そもそも
“自分ごと”ではない。

できるのか。ガイドラインはどう作っていけば

でも街角で，人々がタブレットをかざして歩い

いいのか。NHK と自治体，様々な公的な団

ていたり，ワイワイ言ったりするのを見ると，私

体が共有するガイドラインを作れるかが，日本

もやりたいと思うかもしれない。最初から
「厳粛

の公共アーカイブにとって決定的に重要になっ

な気持ちで立ち会いなさい」っていうのは，若

てきます。

者にとっては重荷です。そうではなくて「面白そ
う！」というところがあっても不謹慎ではないと

倉又：NHK 東日本大震災アーカイブスは，映

思います。そこが，すごく共感するところですね。

像を見ていただくことはできますが，現行法制
の中では，ダウンロードしたり，二次利用した

lll-2「アーカイブは誰のものか」
データの活用を進めるオープン化
渡 邉さんのアーカイブやNHKのNMAPS，

りすることはできません。一方，学校の授業で
利用する条件で番組を選定し，無償で DVD を
提供するティーチャーズ・ライブラリー 26）という

石巻のARアプリを通して，アーカイブのデータ

取り組みや，映像を分析して論文を書きたいと

活用の防災・減災・復興への貢献や可能性が

いう研究者にアーカイブを利用していただく学

見えてきた。こうした利活用を進めるためには，

術利用トライアル 27 ）という取り組みがあります。

オープン化の議論が欠かせない。第 2 部の後

決して門戸を閉じているわけではなく，現状で

半では「震災アーカイブは誰のものか」という第

できることを少しずつやっています。ただ本格

1部での吉見さんの問題提起を受けて，改めて

的にやるためには，法整備が必要かと思います。

議論を始めた。
渡邉：僕が先ほどお見せしたデジタルアーカイ
吉見：まず，改めて強調したいのは，
「見られる」

ブのソースコードは，実はオープンソースとして

ことは，テレビの時代の話であり，アーカイブ

公開 28）しています。GitHub という SNS 29）上に

では，
「使える，二次利用できる」かが決定的

あります（SNS の画面を投影）。面白いのは，

だということです。教育のために，防災のために，

どれだけの人がダウンロードして，その後，ど
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んなふうに開発を独自に行ったかを見ることが

形でライセンスの定義をしています。NHK が

できることです。もうこんなにたくさんの人がダ

撮った映像や音声，CG 素材 5,000 本を自由に

ウンロードしています。HFU という人は，国土

ダウンロードして作品を作ってもらう。メディア

地理院の人です。一研究室で作ったソースコー

リテラシーのためのサイトで，作品の公開もで

ドを国土地理院の方がダウンロードして，僕と

きます。

は関係なく独自の開発をしているのです。つま
り，このプログラムは，一研究室で維持し続け

山口：今後，クリエイティブ・ライブラリーに震

る必要もないのです。アーカイブのコンテンツ

災の映像を加える考えはありますか。

やプログラムをこのクリエイティブ・コモンズと
いうライセンスで公開すれば，たくさんの人が

倉又：はい。今，放送法改正に伴って，何が本

権利はちゃんと守ったうえで，独自にどんどん

当に必要なインターネットサービスなのか，NHK

広げてくれる。明日，僕が死んでも大丈夫です，

の中で検討が行われていて，クリエイティブ・ラ

たぶん。

イブラリーのありようについても検討しています。
なくす方向ではなくクリエイティブ・コモンズと

山口：データやプログラムをオープンにすること

いうようなライセンスにするとか，さらに追加す

で，インターネットの世界で使われ，持続性が

る素材の中に震災の映像を入れるなどというこ

担保される。放送の世界と違うところですね。

とも，議論はしていきたいと思います。

クリエイティブ・コモンズは，ネットにおける一
つの公共性のあり方を示しているのでしょうか。

lll-3 震災から10 年後のアーカイブ
震災アーカイブが作られたときと，5 年後の

渡邉： はい。クリエイティブ・コモンズは，イ

今とでは，アーカイブをめぐる状況は変わって

ンターネット向けの著作権で，いろんな指定が

いる。シンポジウムの最後に，震災から10 年後

できます。名前だけ載せればいいとか，本当

に震災アーカイブをめぐる状況はどうなっている

にパブリックドメイン

30 ）

でどう改編してもいいと

か，各アーカイブはどうあってほしいかを聞いた。

か，いけないとか。フレキシブルな権利を明記
できます。それを受け継げば，次の人は，自由

今村：予算が厳しい中，アーカイブがどう評価

に使ってもいいし，再配布してもいい。そうい

されるかによって，その持続性が変わると思い

う形でどんどん広めることができる。実際の法

ます。ウェブはアクセス数で比較されます。テレ

律との兼ね合いがあるとは思いますが，NHK

ビは視聴率ですね。でも，アーカイブはどれだ

がクリエイティブ・コモンズという形をとれれば，

け使われているかです。ダウンロードされ活用

と思います。

されている例が何件あるのか。これを示して国
民に必要性を訴え，ご理解いただきたいと思い

倉又：東日本大震災ではありませんが，私ども
31）

ます。大学教員は昔は論文数が評価の対象で

をやって

したが，今は引用数です。そういう形で健全な

います。クリエイティブ・コモンズに極めて近い

アーカイブが，10 年後にまとまっていければい

の部でクリエイティブ・ライブラリー
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を保証していくか，国の機関として一番重要な

いなと思います。

使命です。
小野：震災から 10 年後は，被災自治体が作る
震災復興計画の最終目標年次で，大きな意味

倉又：NHK のアーカイブについても，10 年後

があります。多賀城市でも，たぶん市民の皆さ

をお約束できませんが，心配はしていません。

んの命を守るハード，ソフト，両方のインフラ

これまで，第一フェーズとして，しっかりためる

が一定程度完成している。多賀城の減災アー

ということをやってきました。今後は，少しず

カイブ見聞憶は，それまでの間，多賀城がた

つですが，活用というフェーズをしっかりやっ

どる復興の歩みをずっと記録し，発信し続ける

ていきたいと思います。国会図書館の調査で，

つもりです。災害に立ち向かう市民の歩み。そ

一般的なウェブの 5 年生存率が 40％しかない

れをご支援いただいている全国の皆さんに感

という結果が出ています。ここは超えられるよ

謝の気持ちで発信し続けたい。また，本当に

うにしたいと思います。

命を守る，災害に強いまちづくりをするために，
生活コミュニティを災害に強いコミュニティにし

吉見：私は，必ずしもすべて国の予算にアーカ

て「災い転じて福となす」ことができたと言える

イブ構築を依存するのがいいとは思わない。そ

ようにしたいと思います。

れよりも NHK をはじめ自治体や NPO などの
パブリックな主体が，蓄積したコンテンツを使

渡邉：震災アーカイブは，毎日見るものじゃな

いながら，ある種のネットワークのような形で公

い。ときどき引っ張り出して見てもらう。3 月 11

共的なアーカイブを日本に構築するほうが，経

日が近くなって，ブックマークの奥のほうにな

済的で内容的にも豊かなものができると思って

ると思いますが，アクセスして開いて中をたどっ

います。これから災害アーカイブがどうあるべ

てみる。あ，こういう証言もあったんだと気づ

きかを多くの立場の方が集い検討していくため

いて，その年の記念日がまた過ぎていく。より

に，近く「防災未来アーカイブ研究会」32 ）を立

多くの人の中に，パソコンに，スマホに，保存

ち上げる予定です。

されるといいなと思います。
山口：震災 5 年という節目に，デジタルアーカ
諏訪：5 年後“ひなぎく”がどういう形になって

イブのこれからを展望しました。このシンポジ

いるかは，正直お約束できません。なくなると

ウムを企画したきっかけは，災害の記録や教

いう意味ではなく，国会図書館の中で他のデジ

訓を後世に伝えるために作られたアーカイブが，

タルアーカイブとの関係性をどうするのか。いず

すでに消え始めているという事実に驚いたから

れにせよ震災アーカイブにとって重要なのは永

です。
「見る」ではなく「使える」かどうかが問

続性です。国会図書館の特徴は，一度手に入

われている。そして「使われなければ淘汰され

れた資料を持ち続けることです。幕府の引き継

る，消える」という，シンプルなネットの原理が

ぎ資料まである組織です。失われやすいデジタ

あることがわかりました。我々は，あの地震，

ル資料をいかに長い間アクセスし，使えること

津波，原発事故の教訓をどう活かしていくのか。
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NHK が「生命・財産を守る」という公共放送
の使命をネットの世界でも担おうとするならば，
何が求められるのか。本日いただいたご意見
や議論を今後の「防災とメディア」の研究に活
かしていきたいと思います。ありがとうございま
した。

○ 会場からの意見
・公開されているものだけでなく，震災前後の
各局の放送や自衛隊や警察など政府機関が
撮影した映像をすべて公開し，国民がメディ
アや政府がどう行動したのかを検証できるよ
うにすべきだ。
・デジタルアーカイブを作り，利用を進めるため
には，人材の開発が必要だ。

2016年4月14日の熊本地震後のスマホの画面。
“前震”のと
きには，NHKニュース同時配信に誘導するタブがあった。

配信が始まっていたのだ 34）。テレビより数秒遅

・ NHK for School 33）のようにアーカイブが教

れるが，ほぼリアルタイムで現地を映し出すテ

育現場で活用されるためには，
アーカイブデー

レビの力。これがネットとテレビの役割分担な

タやアプリを提供し，それを使ってできた教

のかと感じた。ところが 16日未明の“本震”で，

育の成果をシェアできるハブとなるサイトが必

早くもその幻想は砕かれた。スマホのアプリを

要だ。

開くと，
〈NHKニュース映像（ライブ）〉の表示
がなくなっていた。実は，熊本地震をきっかけ

Ⅳ おわりにかえて
〜「その後」熊本地震〜

に，民放各社もネットでのニュースの同時配信
を本格化させた 35）のだ。そのため〈NHKニュー
ス映像〉は，数ある〈ライブ映像コンテンツ〉

文研フォーラムから1か月半後の 4月14日午

の一つに相対化され，アプリのトップ画面から

後 9 時 26 分， 最 大 震 度 7を観 測 する熊 本 地

消えたのである。この場合，編集権はアプリ側

震が 発生した。手元にあったスマホが 鳴り，

にある。

Yahoo!アプリがプッシュ通知で地震速報を伝

シンポジウムの最後に“使われなければ淘汰

えた。テレビをつけると，NHKでは地震発生

される”というネットの原理に触れた。ネット世

時の熊本市内の映像が流れた。画面は激しく

界の競争は激しい。
「生命・財産を守る」という

揺れながら右にパーンし，
“煙”
が上がる熊本

公共放送の使命をネットの世界で果たしていく

城を映し出した。石垣が崩れたのだ。しばら

ことは簡単ではなさそうだ。

くしてスマホの画面を開くと，震度情報の上に
〈NHKニュース映像
（ライブ）
〉と表示があった。
緊急時ニュースをインターネットでも流す同時

渡 邉 英 徳さんの台風リアルタイム・ウォッ
チャーを覗くと，熊本周辺に，建物倒壊や土砂
崩れ，道路の陥没を示す写真付き投稿が，次々
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とアーカイブされていた。デジタルアーカイブは

誰がどう担うのか，引き続き注視したい。

過去ではなく，今に生きる私たちに災害情報を

（やまぐち まさる）

伝えるメディアであることが改めて証明された。
なお，渡邉さんは，研究のためにアメリカ・ハー
バード大学に滞在中で日本にいなかったことを
付け加えたい。データが自動でつながって情報
処理を行うLODだからこそできたのである。
2016 年 3月末， 国 土 地 理 院 が， 地 理 院 地
図 globe の公 開を始めた 36）。 これまで Google
earthなど企業や民間に頼っていたデジタル地
球儀を，国の機関である国土地理院が提供し
始めたのだ。そこに災害情報などを表 示でき
る。さっそく，熊本地震の現地調査に入った
地震や活断層の研究者たちは，被害や地表
に現れた断層の位置，変位の情報を，ウェブ
3D 地図上で共有し，効率的に調査を進めてい
る 37）。様々な研究機関，大学，コンサルタント
会社，研究者から，衛星，航空機，ドローン
などの映像や分析結果が追加され，現地調査
にもフィードバックされる。これらのデータは，
ウェブ上で災害情報としてアーカイブされ，災害
アーカイブがリアルタイムで構築されているので
ある。
デジタル地球儀をはじめとするGIS 地理情報
システム，G 空間情報などのネット上のプラット
フォームの急速な発達は，緊急災害情報の伝
達とアーカイブの境を取り払いつつある。逆に
デジタルハザードマップをアーカイブデータとと
らえれば，そこにリアルタイムの気象や河川，
津波などのデータを統合することで，自動的に
危険度を判断し，その地域にいる人にプッシュ
通知で警告する緊急警報システムを作ることも
可能だ 38）。アーカイブをはじめとしたデジタル
データや新しいネットメディアが防災・減災にど
う貢献し，発達しうるのか，その中で公共性を
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注：

1）この時期の 2013 年 3 月に，NHK 放送文化研究
所では，シンポジウムを開いた。饒辺直・田中
孝宜（2013）
「3.11 震災アーカイブ活用の可能性」
『放送研究と調査』7 月号，p21-39 を参照
2）http://archive.shinsai.yahoo.co.jp/
3）詳しくは NHK 経営計画 2015-2017 年度
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/plan/pdf/2527keikaku.pdf
4）http://shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp/
5）柴山明寛，佐藤翔輔，今村文彦（2012）
「東日
本大震災アーカイブの収集から利活用までのモ
デル構築に関する研究」『日本自然災害学会年
次学術講演会講演概要集』p195-196 など
6）山口勝（2013）
「 大 震 災 から 2 年 被 害 想 定を
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