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だ。これらは社会基盤として定着したといって
も過言ではないであろう。そして，こうした環
境の変化は単なるインフラの普及というレベル
に留まらない。情報通信関連のサービスも急速
に発展してきた。特にここ数年の動きは著しい。
例えば，08年には，現在も拡張し続けるソー
シャル・ネットワーキング・サービス（以下SNS）
の代表格であるツイッターとフェイスブックが日
本で相次いでサービスを開始した。また同年に
は，第3世代以降の携帯電話やスマートフォン
に位置情報の通知が義務付けられ，これらの
機種は現在，全体の9割を超える状況となって
いる。この他，M2M通信サービス1）やGIS（地
理情報システム）2）利用の拡大など，デジタル化，
クラウド化の後押しを受け，現在，情報通信の
分野は，サービスの重層的発展ともいえる状況
が続いているのである。

  1. はじめに

防災や減災を考える上で，過去の災害の経
験や得られる教訓は極めて重要な存在である。
無論，災害情報のあり方も例外ではない。史
上初のマルチメディア時代の災害として位置付
けられた阪神淡路大震災以降，災害情報につ
いては様 な々議論や政策がとられてきた。

しかし，ポスト東日本大震災の災害情報を展
望するにあたり，我々は，単なる経験の延長
線上ではなく，これまでの既成概念や価値観を

“乗り超える”ことを迫られている。理由は，加
速度的に進む情報通信環境の変化にある。

阪神・淡路大震災が起きた1995年から今回
の大震災が起きた2011年までのわずか16年間
に，1割にも満たなかったインターネットの世帯
利用率と携帯電話の世帯普及率は90％に及ん

「震災ビッグデータ」をどう生かすか
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デジタル化，クラウド化を受け，ここ1 ～ 2 年，「ビッグデータ」という言葉が存在感を増してきている。ビッグ
データとは，SNSの書き込みやウェブサイトのアクセスログ，携帯電話やスマートフォンのGPS情報など，既存の
技術では管理することが困難な大量のデータのことで，大震災後，これらのデータを災害時の人命救助や物資
支援のために活用しようという動きが強まっている。こうした中，2012 年9月12日から1か月半，グーグル社とツ
イッター・ジャパン社の呼びかけで「東日本大震災ビッグデータワークショップ」が行われた。

ワークショップでは，GPS情報などを用いた主要ターミナル駅周辺の避難誘導シミュレーションや，ツイッター
でデマ拡散を防ぐためのシステムなど，様々な提案が出された。NHKも参加し，災害報道をツイートデータで補
完するシステムの提案などを行った。

本稿では，まず，新たに誕生してきた，いわゆる“震災ビッグデータ”という存在が，災害情報の議論や政策
の中でどのように位置付けられるかを確認する。その上で，ワークショップの報告をきっかけに，ビッグデータが
今後の災害情報にどのような進化をもたらすのかを展望する。
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その結果，SNSの書き込みやウェブサイトの
アクセスログ，携帯電話やスマートフォンのGPS
情報など，大量で多様なデータ，つまり「ビッ
グデータ」がリアルタイムに生成・流通・蓄積さ
れる環境が，ここ数年，急速に整ってきた。こ
うした事実を踏まえると，東日本大震災とは，
世の中に本格的なビッグデータが存在した初め
ての大規模災害だと位置付けることができよう。
そして“震災ビッグデータ”の存在は，これまで
の災害情報の歴史に地殻変動をもたらし始めて
いるのである。

こうした動きを受け，国では「IT防災ライフ
ライン推進協議会 3）」を設け，2013年夏までに，
災害時に官と民が協力してビッグデータを活用
する枠組みを作ろうというアクションプランを示
している。また，民のレベルでも，その活用や
連携を模索しようと，2012年9月12日から，「東
日本大震災ビッグデータワークショップ4）」とい
う取組みが行われた。日本屈指のビッグデー
タ所有企業であるグーグル社とツイッター・ジャ
パン社（以下ツイッター社）が呼びかけ，11団
体がデータを提供し，研究者やデータ分析者，
学生やジャーナリストなど500人以上が参加し
た。大震災の時に存在した震災ビッグデータを
改めて一堂に集め，人命救助や物資支援などに
寄与できる新たな時代の災害情報システムの構
築，コンテンツの提案をしていこうという取組
みに対し，NHKもデータ提供者，分析・研究
者という2つの立場で参加した。

しかし，課題も顕在化してきている。官・民
の連携の前に，まず官の間でデータのフォー
マットなどの統一ができていないという課題 5），
また，新たな情報発信主体である市民・民間
の情報における信頼性やプライバシーの問題な
どである。

人材の問題もある。ビッグデータを扱うには
高いスキルが必要だが，そうした人材は極めて
限られている。また，彼らは分析の専門家では
あっても必ずしも災害情報に詳しいとは限らな
い。一方で，実際に災害情報を扱ってきた行政
やマスメディアの人間，災害情報を研究する専
門家の間で，ビッグデータの意味や利活用の意
義を理解できている人間がどの位いるかといえ
ば，自戒を込めて言えば，まだ少数と言わざる
を得ない。

本稿ではまず，震災ビッグデータの存在がこ
れまでの災害情報の議論や政策の流れの中で
どのような位置にあるのかを確認する。その上
で，ワークショップから提出された，震災ビッ
グデータを活用した新たな提案（NHKの提案
も含む）を紹介し，その可能性と課題について
論じる。これらを通じ，震災ビッグデータが今
後の災害情報にどのような進化をもたらす可能
性があるのかを考えていきたい。

  2. ビッグデータ時代の災害情報

災害情報とビッグデータについて論じる前
に，そもそもビッグデータとは何かについて触
れておきたい。

2.1　ビッグデータの時代
2.1-1　なぜいまビッグデータか

まず，ビッグデータという言葉はいつ頃から
使われ始めたのか。世界においては，2010
年2月のイギリスの週刊誌『エコノミスト』6）が

「データの産業革命」として取り上げたこと，日
本においては2011年1月，データ分析企業
大手の日本テラデータ社長が，年頭所感 7）で

「ビッグデータ元年」という言葉を使ったことが
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エポックとされている 8）。そして，2012年の『情
報通信白書』に，初めてビッグデータという言
葉が登場した 9）。

次に，なぜこれほど注目が集まっているの
かだが，2012年4月に総務省の情報通信審議
会のICT基本戦略ボードに提出された「ビッグ
データの活用に関するアドホックグループ」の
資料によると，ビッグデータを活用すると，製
品開発に必要な消費者動向，メンテナンスの
時期や内容，不正の予兆の把握など，将来的
に講ずべき施策がわかるため，事業を効率的
に実施することが期待されるという10）。また，
ビッグデータに関する数々の著書を持つ野村総
合研究所イノベーション開発部上級研究員の
城田真琴氏によれば，ビッグデータの活用に
は，①過去・現状の把握，②パターンの発見，
③予測，④最適化の流れがあるという11）。

言い換えれば，ビッグデータ活用は，景気
の先行きが不透明な時代の，企業の“先読み”
ツールとして，また，コンプライアンスが厳しく
求められる時代の，組織の“リスク回避”ツー
ルとして注目が集まっているといえよう。この“先
読み”“リスク回避”という要素は，災害という
非常時においては，一企業や一組織
の範囲を超えた，社会全体にとって極
めて重要な要素となる。このことから
も，ビッグデータ活用と災害との親和
性は高いと推察することができる。

2.1-2　ビッグデータの『3つのV』とは？

次に，ビッグデータの要素とは何で
あろうか。“ビッグ”という言葉のイメー
ジから，量や大きさを想像しがちだ
が，一般的には『3つのV』という要
素で語られることが多い12）。　

3 つのVとは，『Volume（多量性）』『Variety
（多様性）』『Velocity（流動性）』である。多量
性はデータの総量，多様性はデータの種類，
流動性はデータが生成されるスピードを示して
いる。以下，3つについて簡単にその概要をま
とめておく。

まず『Volume』，データの総量である。全
世界では2011年の1年で，デジタルデータは
約2ゼタバイトの量が生成・蓄積されており，
2016年にはその量は8ゼタバイトにまで拡大す
るという13）。1ゼタバイトとは，メガ，ギガ，テ
ラという耳馴染みのある単位をはるかに超え，
10 億テラバイトに相当する。もっと日常に近
い所で量のビッグさを実感するため，例えば
ツイッターの書き込み件数で見ると，2012年
10月の日本の1か月間のツイート総数は14億
3,257万件に上るという14）。

次に『Variety』，データの種類である。図1
は，前述したアドホックグループにおいて，ビッ
グデータの例として出されたものである。種類
の豊富さはわかるが，これだけではビッグデー

図1　代表的なビッグデータの種類

総務省「ビッグデータの活用に関するアドホックグループの検討状況」資料より
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タならではの多様性の特徴を十分につかまえる
ことは難しい。

そこで筆者なりに，ビッグデータの多様性へ
の理解を深めるため，大きく3つの特徴を提示
してみる。
1）ライフログ

ライフログとは，「利用者のネット内外の活動
記録が，パソコンや携帯端末等を通じて取得・
蓄積された情報 15）」である。図1を見ても，こ
れがビッグデータの一大要素であることは間違
いない。筆者はそれを更に，個人データと地図
データに分類した（図2・図3）。

2つに分類した理由は，前者が新商品開発
やターゲティング広告など，主に人々の“傾向”
の分析に用いられるのに対し，後者は交通渋
滞の可視化や都市計画図の作成など，人々の

“動態”を空間的に把握することを主としている
ためである。災害との関連で考えると，後者の
データの方が，被害状況の把握など活用度が
高いと思われる。
2）ソーシャルデータ

2つ目は，SNSの書き込みなどに代表される
ソーシャルデータである。このデータには，人々
の行動やメッセージが心情と共に記録されてい
る。1）のライフログが“人の動き”そのものを
捉えるデータであるとするならば，ソーシャル
データは人の“心の動き”を含めて捉えられる
データであるといえよう。　

このソーシャルデータは，“鳥の目”“虫の目”
双方から眺めることができるのが特徴である。
長年にわたりソーシャルデータの分析を手掛
け，大震災後のツイッター分析も行う日本IBM
東京基礎研究所専任研究員の村上明子氏によ
ると，ソーシャルデータを人々の心に埋め込ま
れたセンサーとみなし，そこから世の中の“空
気”を読み取ることもできるし，特定の事象・
状況に焦点をあてて分析を行えば，人々の関心
やニーズに接近することもできるという16）。

しかし，このデータは書き込みという特質か
らも明らかなように，行動履歴をデバイス側が
自動記録するライフログのような“動かぬ証拠”
ではない。そのため，災害時のような人命に関
わる非常時には，情報の信頼性という課題が
重くのしかかってくる。ツイッターにはデバイス
のGPS 機能と連動させ，緯度経度を付けて発
信する機能もあり，そこには同様の特質が備
わっていると言えるが，ツイート総数に占める
割合はごくわずかである17）。こうしたSNSの信
頼性という課題は，ワークショップで最も多く
取り上げられたテーマであったため，章を改め
て述べたい。

図 2　ライフログ（個人データ）

図 3　ライフログ（地図データ）

（左）東日本大震災ビッグデータワークショップ　「渋谷プロジェクト」資料より
（右）ITS Japan HPより
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3）非構造化データ

3つ目は，ビッグデータの8割を占めるとされ
る18）非構造化という特徴である。これは，見出
し・項目・値などが付いた定型フォーマットへ
の入力システムが整備されている構造化データ
に対し，映像や音声，メモ書きなど，構成する
要素が多様で，容易に分類化・体系化しづらい
データのことを示す。こうしたデータはこれまで
は定性的な活用に留まっていたが，クラウド化
で蓄積が容易となり，かつ分析ツールが普及し
たことで定量的な活用が見込まれ，データとし
ての価値が急速に高まっているのである。

今回NHKでは，プロジェクトに総合テレビ
の放送音声書き起こしテキストを提供した。こ
れも，そのままでは定量的活用が困難なデー
タであることから，非構造化データの1つであ
るといえよう。　

最後の3つ目のV，『Velocity』，データ生成
のスピードである。これは，例えば鉄道系の
ICカードの乗車履歴やコンビニエンスストアの
ポスデータ，個 人々のウェブのアクセス数などの
積み上げを想像しただけでも，その速さは想
像に難くない。ツイート数についても，全世界
で1秒あたり1万件を超すこともある19）。

このことは，災害時に超高速で流れるデー
タをリアルタイムでつかまえることができれば，
これまで以上に迅速な災害対応ができる可能
性があるということを示唆している。

　
2.2　新たな災害情報の可能性

ここまで見てきたように，情報通信環境の
変化に伴い，社会の中で次第に大きな存在感
を示し始めているビッグデータであるが，災害
のような非常時には，どのような存在感を示し

得るのだろうか。ワークショップの報告の具体
的な紹介と課題の検証に入る前に，これまで
の災害情報の議論と政策の流れの中に，震災
ビッグデータの存在を位置付けておきたい。

2.2-1　東日本大震災以前の災害情報

図4は，東日本大震災以前までの社会にお
ける災害情報の大まかな流れをまとめたもので
ある。このうち，災害情報を巡る議論や政策
において最も力が注がれてきたものは，市町村
の域内レベルでの情報流通を確保するための
インフラの整備であった。なぜなら災害対策
基本法においては，住民に災害情報伝達を行
う責任は市町村にあり，また住民の情報ニーズ
も，何丁目何番地といったできるだけ身近な情
報に集中するからである。また，被害が大きけ
れば大きいほど，停電や通信・交通網の断絶
などから，情報伝達のエリアが限られてしまう
という物理的な制約があるということも，その
理由にあげられるであろう。

例えば，阪神・淡路大震災が起きた1995年
から東日本大震災が起きるまでの間の，全国
の市町村における防災行政無線（同報系）の
整備率は，58％から82％へと伸びている。ま
た災害時に強いとされるラジオ局であるコミュ
ニティー放送局は，市町村との第3セクター，
公設民営，資金サポートなどの形をとりながら，
30局から255局へと8倍以上に増えている。ま
た携帯事業者による緊急速報のメールサービ
ス 20）も，2007年12月から緊急地震速報に加え
て，市町村などによる地域別の災害避難情報
の伝達が行われるようになってきていた。

では，それ以外の災害情報，つまり，市町
村をまたぐ情報や全国レベルの広域災害情報
はどこが担ってきたのか。これは主として中央



7

省庁とマスメディアであった。市町村に対して
は，停電や通信・交通網が断絶しても外部へ
情報が発信できるよう，衛星電話や無線の配
備などの政策が進められてきたが，こうした
情報を都道府県などと連携してとりまとめたり，
被害が甚大な被災地の情報を収集するのは，
初動期に救援・支援以外の目的で被災地に入
ることを許されるマスメディアの役割であった。
インターネットの普及に伴い，中央省庁がネット
上に直接情報を発信するようになってからは，
市民は省庁のHPやマスメディアを通じ，広域
災害情報を入手していたのである。

2.2-2　東日本大震災における災害情報

東日本大震災では，以上のような枠組み
にはなかった市民や民間からのデータ，つま
り震災ビッグデータがネット上に数多く流通し
た。その内容は，2.1で述べたようなSNSの
書き込み，携帯電話のGPS情報，車のカー
ナビゲーションなどから発信されるプローブ情
報（通行実績情報）など，市町村の域内情報
から日本全国をカバーする広域情報まで，ま
さに大量で多様な内容であった。そしてこれ
らの情報は，ネット上に構築されたプラット
フォーム，つまり，行政，マスメディアの情報

と共に横断的に閲覧できる災害情報まとめサ
イト21）や，GISなどを活用した災害情報地図
上で共有された 22）（図5）。

2.2-3　ポスト大震災の災害情報の議論

こうした災害情報の新たな展開を受け，内閣
府の「防災情報の活用に係るプロジェクトチー
ム」では，「行政機関の情報伝達網とマスコミ
という従来の情報伝達手段に加えて，ウェブを
利用した情報伝達メディアの果たす役割が増
加」と指摘，行政は民間団体による災害情報
サービスとの連携などの取組みを進める必要
がある，との提言を行った 23）。また，先に触
れた，IT防災ライフライン推進協議会も同様
の流れで対策を進めようとしている。

こうした議論の一方で，「災害時にネットは
機能するのか」といった批判や，「災害情報伝
達にはやはり耐災害性が強いラジオが最適で
ある」という議論も根強い 24）。大震災後，30
局近い臨時災害放送局が開設され，多くの地
域でコミュニティー放送局の開局が模索されて
いるのもその証左であるといえよう。

確かに，大震災においては，電話は固定・
携帯ともに通話不能な地域が広範囲に及び，
社会基盤として期待されたインターネットの脆

図 4　東日本大震災以前の災害情報 図 5　東日本大震災における災害情報
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弱さも露呈した。先に触れた，IT防災ライ
フライン推進協議会のアクションプランには，

「SNS等のインターネットを活用した様々なサー
ビスが有効に機能」と書かれているが，ワーク
ショップの報告からも，東北沿岸部の被災地
でSNSが活用できた地域はかなり限られてい
たと推察され 25），インターネットが激甚被災地
でどこまで“有効に機能”したかについては，
過大に評価しすぎない見方が必要であることは
指摘しておきたい。

しかし，大震災後，通信インフラの耐災害
性強化対策が進められ 26），また，新たな放送
波を活用した，ホワイトスペースやV-Lowマル
チメディア放送の実証実験も，災害情報伝達
を主軸に置きながら進行している27）。情報政策
が横串に統合されていないので将来の見通し
は立ちにくいが，今後も情報通信環境の進化
が続くという流れだけは間違いないであろう。

だとするならば，災害情報を発信する役割
を担う主体は，いま見えているネットワークや
デバイスの姿に囚われ，現時点での限界から
災害情報を狭く発想するのではなく，萌芽が
見えた新たな災害情報の可能性を最大限追求
していくことに注力すべきではないだろうか。
極端に言えば，今後の情報通信環境の進化
によっていかなるネットワークやデバイスが誕
生したとしても，その時，1人でも多くの被災
者を救える有益な災害情報コンテンツが作ら
れていれば，それを新たなネットワークやデバ
イスに最適化させていけばよいだけの話なの
である。

いずれにせよ，震災ビッグデータという存在
は，市町村の域内のインフラ整備に軸足が置
かれてきたこれまでの災害情報の議論や政策，
もしくは中央省庁やマスメディアが主軸を担っ

てきた広域災害情報のあり方を大きく変革する
可能性を秘めているというのが，筆者の現状
認識である。

  3. 震災ビッグデータをどう生かすか

ここからは，グーグル社とツイッター社の呼
びかけによって行われた「東日本大震災ビッグ
データワークショップ」の具体的な内容に触れ
ていきたい。

3.1　提供された「震災ビッグデータ」
まず今回のワークショップで提供されたビッ

グデータについてまとめたのが表1である。2.1
に示した特徴に従うと，①②がライフログ（個
人データ），③④がライフログ（地図データ），
⑤⑥がソーシャルデータに当たる。これらの

表1　ワークショップに提供されたビッグデータ

提供会社 内容 期間 データ量

① グーグル 検索トレンド 震災後
１週間 計測せず

② ビットリー 短縮 URL データ 3.19
ギガバイト

③ ゼンリン
データコム

GPS 付き携帯電話
などで集計した
地域ごとの人口や
混雑統計

3/8 ～
3/17

1.8
ギガバイト

④ 本田技研工業 カーナビを通じた
車の通行情報

震災後
１週間

50
メガバイト

⑤ ツイッター・
ジャパン

全ての日本語
ツイート

震災後
１週間

32
ギガバイト

（約1億 7,900万件）

⑥ ウェザー
ニュース

一般の会員から
寄せられた被害や
ライフライン関連の
投稿

3/8 ～
４/29

10
メガバイト

⑦ 朝日新聞 本誌掲載記事 震災後
1 週間

10
メガバイト

⑧ JCC
在 京テレビ 6 局の
放送内容要約書き
起こし

震災後
1 週間

10.8
メガバイト

⑨ NHK 総合テレビの放送
内容書き起こし

震災後
24 時間

2
メガバイト

⑩ レスキュー
ナウ

鉄道運行情報・
ライフライン・被害
情報など

震災後
1 週間

8
メガバイト

⑪ 日本気象協会 地 震・津 波 警 報，
アメダス情報

1.6
メガバイト

東日本大震災ビッグデータプロジェクトＨＰより筆者作成
（参考）データ量の単位：キロ＜メガ＜ギガ＜テラ＜ペタ＜エクサ＜ゼタ
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データの一部は，大震災当時からウェブ上でア
クセス可能であったが，これだけ生データに近
い形で，そして体系的に閲覧できる枠組みは
存在していなかった。

これらのデータは，グーグル社とツイッター
社が各社各団体に個別に交渉し，その結果集
められたものである。ワークショップ呼びかけ
人の1人，グーグル社の賀沢秀人氏は，「新た
に登場したビッグデータなどが本当に震災時に
有益だったか検証するため，当時の情報空間
を再現したかった。また，こうしたビッグデー
タと，多くの人が情報源にしているマスメディア
などの情報をどう連携させていくか考えるきっ
かけも作りたかった」とし，こうした観点から
データ提供の依頼先を決めたという28）。

NHKに対しては，ワークショップが開始さ
れる4か月前の2012年5月に依頼があった。
依頼内容は当時放送された映像の公開であっ
たが，NHKでは権利処理の問題などから難
しいと判断，代わりに自らの災害報道を検証
するため作成していた放送の書き起こしテキス
トの提供を提案した。NHKだけでなく，デー
タ提供団体は，それぞれワークショップの趣
旨や社会的意義には賛同したものの，データ
の個人情報やユーザーとの契約関係，著作
権・肖像権などの問題をクリアするため，組織
内で相当な時間を要したという29）。このワーク
ショップに至るプロセスを通じ，個々の組織が
持つデータを公開・共有することの重要さと困
難さの双方を痛感させられた。

3.2　報告の多くがツイッター関連
こうして集められた震災ビッグデータは，

2012年9月12日からネット上で広く一般にアク
セス可能となった。それからわずか1か月半後

にデータ利用終了，最終報告会開催というスケ
ジュールを組んだワークショップ事務局に対し
ては，短期間でどこまで成果が挙げられるの
かという批判もあった 30）。しかし10月28日の
報告会には，研究者やエンジニア，ジャーナリ
スト，学生，NPOの人達など50 組が参加する
に至り，終日かけての分析・研究の成果披露
となった。

報告のうち半数以上を占めたのが，ツイッ
ターをメインに据えた内容であった。更に8割
以上のチームが，報告に何らかの形でツイッ
ターの分析・研究を用いていた。これは，ワー
クショップ以前から様々な形で震災時のツイッ
ター分析が行われていたが，一部のツイートし
か活用できないという限界があり31），そうした
中，今回初めて大震災後1週間分の全日本語
ツイート，約1億7,900万件が無償で公開され
たためと推察される。

3.2-1　1 億 7,900 万ツイートの全容

ここからは，報告会の大半を占めたツイッ
ターの分析・研究を紹介していきたい。その
前提として，大震災後1週間のツイートの全容
を，情報環境が専門の三重大学教授の奥村
晴彦氏の報告から確認しておく。　

まず，約1億7,900万件のツイートが誰によっ
てつぶやかれたかであるが，報告によると369

報告会当日の会場の様子

JANUARY 2013
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万人，つまり日本人の人口のわずか2.9％の人達
によるものだったという。更にそのうちの4.2％，
つまり15.5万人が全ツイートのおよそ半分をつ
ぶやいていた。また，その中でも多かったのは
ロボットの短縮型の「bot」と呼ばれる自動つぶ
やきで，中でもグーグルの安否情報確認サイト，
パーソンファインダー宮城県版のbotが最も多
く，1週間で1万5,635ツイートつぶやいていた。

また，リツイートと呼ばれる他人の書き込み
の引用は，全ツイートのうちの21.4％を占めて
いたという（図6）。この数字をどう見ればいい
かであるが，今ワークショップの参加者でもあ
る東京大学の荒牧英治氏らの研究報告 32）によ
ると，2011年3月の地震発生以前までのツイー
トのサンプリングデータ，つまり平時における
リツイート率は7.6％であったという。これと比
較すると，今回の報告で奥村氏から提示され
た大震災後1週間のリツイート率は，平時に比
べ非常に高かったことがわかる。リツイート率
が高いということは，それだけ，ツイッター上
に同じ内容の情報が広まり，個々の情報が埋
没しやすいということを意味する。また奥村氏
からは，リツイートされやすかった内容は，情
報よりも情緒的なものであったという実態が併
せて紹介された。

これらのデータを提示した上で，奥村氏は，
「震災時のツイッターのデータは，平時以上に
偏りが大きくみられ，そこから，みんなが震災
時どういうことを考えていたかわかると考える
のは間違いだ」と，データリテラシーの専門家
ならではの警鐘を鳴らした。この発言の真意
は，“だから，分析・研究には意味がない”で
はなく，“だからこそ，分析・研究の技術が問
われる”というメッセージだと会場の参加者達
は受け止めていた。

3.2-2　救援・支援にどうつなげるか

被災地からの人命救助や緊急支援の要請を
如何に的確に把握し，如何に迅速に対応につ
なげるかというのは，災害情報において最重要
なテーマである。その示唆となる報告を2つ紹
介したい。

1つは，被災地などからの要請をより効果的
に発信していくための問題提起，もう1つは，
そうした要請の声をより確実に救援団体につな
いでいくためのシステムの提案である。

1）ハッシュタグをいかに機能させるか

ハッシュタグとはツイッターで特定のテーマ
を書き込む際に用いる，文字列の前に「＃」を
付けるインデックスのようなものである。ツイー
トにそのタグが付いていれば，後からそのタ
グ付きツイートだけを取り出すことが可能であ
る。ツイッター社は地震発生の翌日，地震関連
の公式タグを設定し，その活用を呼びかけた。
東京工業大学助教の村井源氏によれば，累
積利用者数が最も多かったのは，救援を求め
る「#j_j_helpme」，次が，安否情報に関する

「#anpi」であったという（図7）。しかし「#j_j_
helpme」については，リツイートの上位10 位の

三重大学　奥村晴彦教授の報告より

図 6　大震災の日本語全ツイートの内訳
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うち，周知目的が8つを占めており，ハッシュタ
グから救援情報を抽出しても，そこから救援を
求める情報源そのものにはなかなかたどり着け
ないという課題があったことが指摘された。

また報告では，市町村名などの地域タグが
自発的に生まれ，犠牲者が大きい市町村ほど
そのタグが使われていたという事実が示され
た。村井氏は今後に向けた提言として，今回
の大震災で設定した地震関連の公式タグの周
知徹底と，自治体ごとの公式タグの設定を呼
びかけた。2つのタグをかけあわせることによ
り，的確な救援につながる情報発信が可能に

なるのではないかという問題提起であった。

2）要請を“言いっぱなし”で終わらせない

報告会では，分析・研究だけでなく，具体
的なシステムの提案も数多く行われた。図8に
示した，（独）情報通信研究機構（以下NICT）
が開発した『災害対応質問応答システム』もそ
の1つである。

これは，災害時に思いつく様々な質問に対
し，ツイートや掲示板，ブログなどのネット上
の文書から，信頼性が高いと思われる回答
を自動で抽出してくるというシステムである。
NICTによると，このシステムの主要なユー
ザーイメージとして救援団体を考えているとい
う。報告者の鳥澤健太郎氏は，ツイッターな
どのSNSにおける救援や支援を要請する書き
込みの多くが“言いっぱなし”になっており，
救援団体や行政にうまくつながっていなかった
ことが今回の大震災の大きな教訓であるとし
た。その上で，こうした要請をシステムの回答
として登録していくことで，被災者と救援団体
を，システムを通じてつなぐことができるので
はないか，と提言した（図9）。

（独）情報通信研究機構の報告より

東京工業大学大学院　村井源助教の報告より

図 7　大震災におけるハッシュタグツイートの実態

図 8　『NICT 災害対応質問応答システム』
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3.2-3　デマや混乱をどう防ぐか

次に紹介するのは，報告の中で最も多かっ
たデマを扱った内容である。デマや流言と災
害との関係は，関東大震災以降，社会学的な
災害研究の主要な柱となるほど大きなテーマで
あったが，東日本大震災においては，その広
がりが口伝えではなく，SNS上での拡散という
新たな現象として我々の前に現れた 33）。

報告が進むにつれ，拡散されたのは必ずし
も悪意を持ってねつ造された情報ではなく，む
しろ“善意の心配”故の情報が多数であり，そ
れが故により問題は複雑かつ困難であるとい
う思いを参加者間で共有するに至った。また，
これらの情報を総称してデマと呼んでいいの
か，そもそもデマの定義とは何か，についても
大きな議論を呼ぶこととなった 34）。但し，報告
会では多くの発表者が，これらの情報をデマ
と総称していたため，本稿でもデマと表現を統
一しておく。

報告の中では，デマを拡散するツイートの中
に，「もどかしい」「いたたまれない」など，善意
の心配の発露ともうかがえる内容のキーワードが
頻出していることから，こうした内容を抽出する
ことで，デマを自動的に感知できないかというア

イデアが出された 35）。また，デマをリツイートしよ
うとするとアラートが発せられるシステムの提案
もなされた 36）。ただ，災害時には予測不能な出
来事も多く，たとえこうしたシステムが構築され
たとしても，機能しない状況も十分に考えられる
ことから，ここでは，マスメディアの役割とリテラ
シー向上という観点から2つの報告を紹介する。

1）マスメディアはデマを食い止められるか

大震災においてツイッターを通じて広がった
デマの中で最もよく取り上げられる 37）のが，コ
スモ石油の千葉製油所で火災が発生した事
実が，「爆発によって有害物質が雨と共に降
る」という情報として広まったというものであ
る。ジャーナリストの藤代裕之氏他5人のチー
ムでは，今回，このデマツイートの拡散状況を
目視で分類した。報告によると，コスモ石油
が11日の18時28分にHP上に「工場で火災が
発生した」という内容をアップした15分後の18
時43分，デマの起点となるオリジナルデマツ
イートが発信されたという。そこから少なくとも
1,700回以上がリツイートされ，更にそれらを引
用したツイートや改変したツイートによってデマ
が拡散していった（図10）。

図 9　『質問応答システム』のねらい

現在のSNSでの情報伝達 情報伝達の自動確認
コミュニケーションの双方向性の担保

（独）情報通信研究機構の報告より
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チームでは，NHKの放送書き起こしテキス
トによって，NHK総合テレビが当日の22時10
分から5回にわたり，この件で「有毒ガスのお
それなし」という内容の報道を行っていたこと
を確認した。しかし，この報道を情報源とした

“デマ打ち消し”のツイートが，生まれたものの
ほとんどリツイートされないままであったことが
報告された。一方，マスメディアでデマ収束の
役割を果たしたと見られるのが，12日の16時
13分の朝日新聞のウェブサイト，asahi.comに
よる，「コスモ石油が否定『火災で有害物質降
る』のメール連鎖」という報道であったという。

藤代氏はこの2つのマスメディアの報道を比
較し，特にデマの拡散期においては，正しい
情報をそのまま伝えるだけではデマを収束させ
ることは困難であり，今後はデマが流れている
ことに触れた上で，それを打ち消すような報道
に努めるべきである，と問題提起した。その
ためにも，マスメディアでは，デマを中心に，
SNSでいまどんなことが話題にされているか，
その全体像を把握しておくべきであるという問
題提起も併せて行われた 38）。

2）情報の真偽をマップで見極める

デマツイートや真偽が不明確なまま広がるツ

イートに対し，打ち消しや反論を唱える内容の
ツイートを自動検出するシステムを作ったのが，
東北大学の乾・岡崎研究室であった。報告で
は，これらのツイートから，主だった賛成・反
対の両論の意見をテーマ別に抽出し，様々な
見解を一目で確認できる『言論マップ』が紹介
された（図11）。このマップの参照により，安
易なリツイートを食い止め，デマの拡散を防げ
るのではないかとの提案であった。

この他，報告では，ツイッターで燃油が不足
していると支援要請した仙台市の病院のケース
が紹介された。この病院の場合，要請がすぐ
支援につながったのはよかったものの，問題が
解決したことをツイッターで知らせた後も要請の
拡散が収束せず，大きな混乱となってしまった。
報告者の岡崎直観氏は，「今後，混乱を恐れて
被災者が支援要請をためらうようなことがあれ
ば，ある意味デマよりも深刻だ」と指摘した。

図10　デマツイートの拡散状況

図11　『言論マップ』

賛成と反対の意見の両方を
提示するサイト構築

ジャーナリスト藤代裕之氏他 5 人の報告より

東北大学　乾・岡崎研究室の報告より

種

オリジナル
引用

改変
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3.2-4　小括

京都大学防災研究所巨大災害研究センター
教授で，内閣府の「防災情報の活用に係るプ
ロジェクトチーム」の座長でもある林春男氏は，

「20 世紀は，マスメディアが人々に情報を受け
取る権利を解放したが，21世紀は，インター
ネットが人々に情報を発信する権利を解放し
た。災害情報も官から民の時代になる」と語っ
ている 39）。約1億7,900万ものツイートは，そ
の中身やつぶやいた人数はともかく，“発信す
る権利を解放された”人々の被災時の切実な
声であったことは間違いない。

しかし，事実を見極めながら取材し，情報を
わかりやすく確実に届けることを生業とするマス
メディアに身を置いてきた筆者は，ワークショッ
プ当初，真偽が確認できない内容にあふれ，情
報より情緒に流れがちなSNSが，災害情報とし
ての役割を今後どの程度担い得るのか，なかな
かイメージをつかむことができなかった。しかし，
SNSへの価値観や既成概念を排してツイートを
読み込み，また数々の報告に触れるうち，これ
までのマスメディアでは捉えきれていなかった，
世の中を覆う空気と極めて個別的なニーズの把
握という，“鳥の目”と“虫の目”を通じた新たな
災害情報の姿が眼前に浮かび上がってきた。

また今回の大震災は，マスメディアとソ－シャ
ルメディアが相互補完しあう「間メディア性」が
見られたとの指摘がなされるが 40），マスメディ
アとして，今後こうした相互補完をより進めて
いくため何が必要かという点から見ても，これ
らの報告には多くの学びがあった。ツイッター
活用についてはNHKプロジェクトでも報告を
行ったので，4章で改めて紹介したい。

ただ，いずれの報告にも共通して気になった
のが，分析・研究のねらいや志は意義深いのだ

が，そのシステムが誰を対象にしたものなのか，
提案がどこに向かって発せられたものなのかが，
あまり明確に示されていなかったということで
あった。ワークショップは報告の場であるため，
実用化の道筋は今後の議論に委ねるということ
なのかもしれないが，誤解を恐れずに言えば，
こうしたシステムや提案が単なる分析や研究で
終わるようなら，データ提供者の一員として，い
ささか残念な感は否めない。報告をどれだけ実
践につなげていけるか，その議論を待ちたい。

3.3　マッピング＆マッシュアップ
報告会では，ツイッターに関する内容の他，

データを地図化したり，それらを重ねあわせる
ことで，把握できていない状況や埋もれてい
る課題を顕在化させていこうという内容が多く
見られた。こうした“マッピング＆マッシュアッ
プ 41）”は，ビッグデータならではの取組みであ
る。以下，被災状況の推定，救援ルートの把
握，避難誘導の最適化という3つの観点から
報告を紹介したい。

3.3-1　被災状況の推定　

どの地域の被害が深刻か，どんな被害がも
たらされているか，発災直後にその全容を把握
する手段としては，報道機関のヘリコプターに
よる空撮映像などがこれまで大きな役割を果た
してきた。しかし当然のことながら，飛行範囲
や目視による発見には物理的限界がある。今
回のワークショップでは，こうした限界を，様々
な種類のライフログの地図化によって乗り越え
ていこうという試みが紹介された（図12・図
13・図14）。

図12は，ゼンリンデータコムが提供した，
携帯のGPS情報をもとに人の混雑統計を表し
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たデータから作成した地図である。大震災発
生前と比べ，発生後に東京の山手線エリアの
どの辺りで人口が増加し，混雑が増している
か，確認することができる。

図13は，東北地方について，大震災後の緯
度経度付きツイートの密度（左）と平時の夜間
光の強さ（右）を比較した地図である。両者が
ともに人間の活動指標を示すと考えることで，
ツイートの発信数や発信時刻から被害などの様
子を推測できるとした。

同様の発想は車がどの道路を通っ
たか，その通行実績を示すプローブ
情報でも試みられた。今回のワーク
ショップには，本田技研工業（以下
ホンダ）がインターナビ42）という会員
向けカーナビサービスと契約するユー
ザーのデータを提供したが，災害時
交通流監視システム研究会 43）の八木
浩一氏は，このデータを用い，道路
に対してどの位のデータがあがってい

るか，5キロメッシュごとに比率を割り出し，通
常時より比率が下回っている箇所を地図に示し
た（図14）。

比率が下回っている箇所は，通常より車の通
行量が少ない，もしくはないということを示し，
震災で道路に何らかの被害があったことが推察
される。地図によると，津波被害があった沿岸
部だけでなく，茨城県の水戸周辺で，顕著に
その傾向が表れていたことが確認された。

3.3-2　救援ルートの把握

続いて八木氏は，自らが所属する研究会で
開発した『BumpRecorder 44）』という段差測定
の無料アプリを活用して行った調査結果を紹介

図14　大震災直後の道路通行実績の落ち込み
（4月最終週≒平常時との比較）

図12　東京山手線エリアの混雑状況

図13　緯度経度付きツイートを用いた被害想定

オムロンソーシアルソリューションズの報告より

空間情報ユニット（from 博士カフェ）の報告より

災害時交通流監視システム研究会・八木浩一氏の報告より

（人口増加率） （人口増加人数）
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した。その結果から，プローブ情報による地図
から推察した同じ水戸周辺の道路で，地割れな
どによる段差が大きい箇所が集中していたこと
が明らかとなり，推察が裏付けられた形となっ
た（図15）。八木氏は，こうした2つのデータ
を地図に重ねあわせることにより，災害時に救
援ルートを示せる精度の高い災害交通情報を生
み出せる可能性を示唆した。

3.3-3　避難誘導の最適化

また『渋谷プロジェクト』と題した報告では，
実際に首都直下地震を想定し，そのケースス
タディとして東京の渋谷の避難誘導のシミュ
レーションを行った。まず，渋谷のどこに何人
位の人がいて，時間と共にどう変化していくの
かを，混雑統計データから把握する。次に，
ツイートデータから，渋谷について人々がどのよ
うなことを話題にしているか，その中で対応し
なければならない課題は何か，課題の具体的
内容とは何かを分析し，避難誘導戦略に生か
すというものである（図16）。

これらの分析をもとにした大震災当日の23
時の対策マップイメージが図17である。当時，
渋谷駅周辺にはまだ4万人以上の人がおり，ツ
イッターによって銀座線で混乱が起きているこ
とが把握できた。これらの情報を踏まえ，行

政はじめ対応にあたる機関が，警備員の配置，
各種お知らせの張り紙の場所，避難所開設プ
ラン，HPやツイッターで流す情報の内容などを
最適に判断できるのではないか，と提言した。

3.3-4　小括

『渋谷プロジェクト』の報告を行った個人参
加の平本健二氏は，内閣官房政府CIO補佐
官の横顔を持つ。実際に東日本大震災の際に
ツイッターの分析を行い，当時から震災ビッグ
データの活用に高い可能性を感じていたとい
う。平本氏によれば，ワークショップで提示し
た地図に類似したものは，ネット上に公開され
ているデータからも8割方無料で構築できると
いう。重要なのは，地域向けには加工されて
いない様 な々広域データの中から，自分の地域

災害時交通流監視システム研究会・八木浩一氏の報告より

図15　東北・北関東で4,600kmを走行調査

図16　『渋谷プロジェクト』コンセプト

図17　『渋谷プロジェクト』対策マップイメージ

「渋谷プロジェクト」の報告より

「渋谷プロジェクト」の報告より
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に必要なデータだけを取り出し，自らの手で災
害情報を加工・作成していこうというマインドで
あり，こうしたデータに向き合うマインドを行政
職員に広めていくことが自分の役割だ，と報告
を締めくくった。これは行政職員だけでなく，
これまで災害情報を担ってきたマスメディアの
人間にも今後求められるマインドだと感じた。

また，ツイッター報告の小括で，“鳥の目”“虫
の目”を通じた新たな災害情報の姿が見えたと
したが，データの地図化によっても，レンズに
たとえれば“広角”と“魚眼”の2つの視点を
同時に得ることができることを今回改めて実感
した。災害時には，情報はわずかな“点”し
か収集できないことも多いが，ここから“線”や

“面”につなげて状況を把握しようというのはな
かなか困難である。しかし，こうしたマッピン
グ＆マッシュアップの発想は，災害情報をまず

“立体”で捉え，そこから“点”を見ていこうと
いう逆の発想である。こうした新たな視点が加
わることで，より豊かな災害情報システムやコ
ンテンツ構築への道が開かれていくのではない
かと大きな可能性を感じた。

  4. NHK の災害報道にどう生かすか

4.1　災害報道の進化を目指す3つのマップ
NHKではこのワークショップ参加にあたり，

編成，報道，技術，研究所などによる横断プ
ロジェクトを結成した。プロジェクトでは，大
震災の災害報道においてNHK自らが課題を
確認したテーマ，もしくは，外部から指摘され
たテーマについて，ビッグデータを活用しどう
改善していくか，という視点で議論を行い，3
つの地図の制作に至った。具体的には，①ツ
イッター活用の課題を解消するための『ツイート

マップ45）』，②“報道空白”という指摘に向き合
うための『報道カバレッジマップ』，③空撮映
像をより効果的に活用するための『スカイマッ
プ』である。以下1つずつ，地図制作の背景と
なった議論と共に紹介していく。

4.2　『ツイートマップ』
4.2-1　大震災でのツイッター活用の課題

大震災の災害報道の課題としてまず議論し
たのが，ツイッター活用についてであった。

NHKでは大震災当時，広報局，報道局の
生活情報部と科学文化部などでツイッターを
使った情報発信を行っていたが，同時に報道
局ではツイッターやブログなどのネットから情
報を収集し，放送で紹介するという取組みも
行った。代表的な例は，宮城県気仙沼市役所
危機管理課のツイートであったが，ツイートは
真偽の見極めが難しいため，まずはこうした公
的機関の情報を中心に収集した。しかし，ツ
イートの中には緊急性の高い救援要請などが
散見されたため，こうした情報については「ツ
イッターに掲載されている情報」というクレ
ジット付きで放送で紹介したり，参考情報とし
て取材現場に伝えていった。

震災時にツイッターの担当をしていた報道局
のメンバーからは，ツイッターから必要な情報
を抽出，分類するのに時間がかかること，こう
した取組みを行う要員が少なかったことなどの
課題が出された。

4.2-2　放送局ならではのツイート分類

こうした課題を解決していくため，プロジェ
クトでは，ツイートを手作業でなくできるだけ
自動で分類・抽出できるシステムの開発を行う
ことにした。

JANUARY 2013
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分類に関しては，まず被災者やその周辺者
からの発信と推察される「拡散希望」と書か
れたツイートの1％サンプリングに対し，似た文
章をまとめあげるクラスタリング作業を行った。
その上で，その分類項目を，放送局が取り上
げるべき内容という角度から検討し，自然言
語処理の技術も使いながら，被害実態，孤立
情報，支援物資要請などに再分類した。

4.2-3　放送で紹介すべきツイートの発見

次に，この分類項目別にツイートを自動抽出
し，それをリアルタイムに表示できるシステム
の構築を行った。これにより，様々な角度から
被災状況が捉えられると同時に，ツイートに市
町村名が書き込まれていれば，分類項目とか
けあわせて，地域ごとの細かい状況が確認で
きるようにした。

更に，緯度経度付きツイートや，写真が貼ら
れているツイートに関しては，それを分類項目
ごとに地図上にプロットする『ツイートマップ』
の作成も行った（図18）。膨大なツイートの中
から，内容，緯度経度付き，写真付きと，よ
り絞り込んでいくことで，信頼性の高い，そし
て放送する必要性の高いツイートを見つけ出し
やすくできるのではないか，と考えた。

4.3　『報道カバレッジマップ』
4.3-1　報道空白という指摘

次に議論したのが，報道の偏りや，報道空
白地域の存在という指摘についてであった。
大震災後，マスメディアに対しては，研究者や
視聴者からこうした指摘が数多くなされた 46）。
そしてこれらの指摘は，その後の分析，研究
で，事実としても裏付けられている 47）。

しかし大震災当時，NHKの報道現場にお
いても，こうした問題についての自覚は大いに
あった。実際に，どの地域を報じ，どの地域
を報じていないのかについて地図化しようとい
う動きもあったという。しかし，自動分類され
ていない原稿を手作業で地図化するというの
は，混乱を極める緊急報道の現場では到底で
きるものではなかった。

実はこうした指摘は，今回の大震災だけで
なく，阪神・淡路大震災時から，「災害情報の
ドーナツ化現象」として問題とされていた48）。
しかし，指摘は具体的な改善策に結びつくこと
はなく，そしてそれは大震災後の指摘について
も同様であった。プロジェクトでは，東日本大
震災以上の広域大規模災害の危険性が叫ばれ
る中で，報道現場にこうしたシステムを整備す
ることは急務ではないかと考えた。

4.3-2　内容分析の進化

プロジェクトでは，このシステムを『報道カ
バレッジマップ』と名付けた。この考え方は，
放送された音声書き起こしテキストから，どの
地域が言及されたのかを自動抽出し，分類さ
れた地域ごとにその頻出数を地図上にプロット
していくというものである。地域の分類は市町
村レベルとした。

NHK放送文化研究所でもこれまで，こうし

図18　NHKツイートマップ

NHK プロジェクト報告より
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た報道空白地域を探るため，放送における言
及頻出数のカウントを，テキストマイニングの技
術を用いて行ってきた49）。しかしこの手法では，
同じ内容が繰り返されるリフレイン原稿や，気
象庁による津波や地震震度の観測情報の地名
読み上げがそのままカウントされてしまう。筆
者が目視で大震災後 24時間分の書き起こし原
稿を確認した所，宮城県女川町は21回放送で
地名が言及されているが，半数以上が女川原
発関連の似かよった内容の原稿であった。ま
た岩手県釜石市の原稿は，およそ3割が津波
や震度の観測情報であった。

より的確に，どの地域が“報道空白”になっ
ているかを把握するためには，どの地域で被
害の実態が報じられているか，どの地域の情
報が更新されているかを捉えていかなければ
ならない。プロジェクトでは，こうした問題意
識のもと，独自に開発したフィルタリング技術
を用いることで，頻出数の総数からリフレイン
原稿や津波・震度の観測情報の言及数を取り
除く作業を行った 50）。

4.3-3　報道現場で活用できる地図に

こうして作成されたデータの地図化について
は，ワークショップ参加者の1人でマッピング
デザイン技術を持つ首都大学東京准教授の渡
邉英徳氏 51）に協力を仰いだ。一刻一秒を争う
報道現場において実際に活用されるようなシス
テムにするには，瞬時にわかりやすく状況を把
握できる地図にすることが重要だからであった
（図19）。

また，この作業の他，音声書き起こしテキス
トから中継，空撮，ロボットカメラの映像情報
を分類し，地図化することも同時に取り組んだ。

この報道カバレッジマップ実現に向けた現

時点での最大の課題は，以上のような分析と
地図化をリアルタイムに近い形で実現するた
め，放送した音声を放送直後にテキスト化でき
るか，という点にある。この点については，ク
ローズドキャプション 52）や音声自動認識システ
ムの活用など，今後様 な々選択肢を模索してい
く必要がある。

4.3-4　ツイート情報とのマッシュアップ

仮にこの報 道カバレッジマップによって
NHKの報道で伝えられていない地域が把握で
きれば，その地域の情報を，先に紹介したツ
イートの地域分類やツイートマップからピンポイ
ントで拾い出すことも可能となる。
図20は，大震災から24時間の間のツイート

で，「孤立」に分類されたものの中に市町村名
が含まれているものの数を表したものである。
NHKによる報道が少なかった，宮城県の亘
理町，東松島市，南三陸町に言及したツイート
がかなりの数に上っていたことが今回確認され
た。その中には，緯度経度や写真付きのもの

NHK プロジェクト報告より
※白い円の範囲が報道されている地域

図19　NHK報道カバレッジマップ

JANUARY 2013
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も存在した。写真と共に，「津波が来た直後。
自宅2階から撮影。未だに冠水していて取り残
されています。救助お願いします！！宮城県亘
理郡亘理町荒浜地区」とツイートされているも
のもあり，こうしたツイートは，NHKで取材の
参考や，被害実態を表す情報として報じる必
要があると同時に，消防や警察など，救援機
関と共有すべき内容でもあると感じた。

4.4　『スカイマップ』
4.4-1　空撮映像の効果的活用

最後に議論したのが，ヘリコプター
による空撮映像に関してであった。今
回の大震災では，NHKのヘリは震災
直後から被災地を飛行しながら中継
を続け，仙台湾に津波が押し寄せる
瞬間を捉えるなど，その活躍は高く評
価された 53）。一方で，津波が来る前
の穏やかな海や沿岸部の映像を伝え
ることにより，避難しなければならな
い人達を却って安心させてしまったの
ではないか，との指摘もあった 54）。

NHKでは，空撮映像に地
図情報を重ねあわせる『スカ
イマップ』というプロジェクト
が発足し，大震災後に運用を
始めていたので，このプロジェ
クトと連携して，ビッグデータ
活用の議論を進めた。

4.4-2　避難情報伝達への試み

図21が，今回のワークショッ
プで試みとして提案したスカイ
マップである。大規模な津波
に襲われた宮城県気仙沼市本

吉町をモデルに，避難情報伝達に関するシミュ
レーションを行った。紙面上は画像キャプショ
ンにしているが，実際の報告では，空撮の中
継映像に，地図情報，そして後述するいくつか
のデータを重ねあわせながら報告した。

まず，立方体に見えるデータは，大震災当
日の14時台のGPS情報をもとにした混雑統計
データである。このデータを重ねただけで，津
波が来る直前に，海に近い陸前小泉駅や小金
沢駅に多くの人がいたことがわかる。そして，
その下側の地面に海水が覆っているように見え

図 20　「孤立」×市町村名ツイート（発災後 24 時間）

図 21　NHKスカイマップ

NHK プロジェクト報告より

NHK プロジェクト報告より

（件）

（日時）



21

るのは，気仙沼市が当時公表していたハザード
マップである。このマップを重ねると，人口集
中箇所に津波が来る可能性があることを一目で
知らせることができる。更にこの地域には，10
メートル以上の大津波警報が発令されたため，
15メートルの等高線データも地図上に示してみ
た。実際の津波の浸水域は，ほぼこの線と重
なる結果となった。

このシミュレーションを制作した最大のねら
いは，避難対象地域にいる人達に，どのよう
な映像情報を提供すれば避難行動への動機
付けが行えるかを考えることにあった。その
背景には，津波警報が発せられても多くの人
がなかなか行動に移さないという数々の調査
報告 55）や，今回の大震災で避難のタイミング
が遅れたが故に亡くなってしまった人々がいた
という厳しい現実に対する問題意識があった。

課題としては，空撮による中継の対象地域
でしかこうした内容を放送できないということ
がある。ただ，この試みは津波来襲前の“穏
やかな海”を放送する以外に何ができるかとい
う，プロジェクトとしての1つの問題の投げか
けでもあった。

4.5　今後に向けて
当然のことだが，以上のようなシステムの構

築と運営にはコストがかかる。また，前述した
ように報道カバレッジマップ実現には課題も残
されている。更にスカイマップに関しては，報
告後の反応として，こうしたコンテンツを全国
放送で流すよりも，個別の地域ごとにカスタマ
イズしたものを，データ放送やワンセグ，ネッ
トなど別なルートで流した方がいいのではない
か，という指摘もなされた 56）。プロジェクトで
はこれからNHKの関係各所に対して報告を行

い，災害報道へのビッグデータ活用の理解を
広めていく予定であるが，こうした場で，更に
議論を深めていきたいと考えている。

  5. 震災ビッグデータの今後

最後に，震災ビッグデータ活用に向けた今
後の課題と議論の方向性について触れておき
たい。

5.1　データ提供の今後
今回のワークショップにデータ提供を行った

組織のうち，そのいくつかでは，すでに今後
のデータ提供のあり方を検討し始めている所
もある。例えばツイッター社の場合，災害時
においてのみ，API制限なく全てのデータを
非商業的に提供できる枠組みが作れないか検
討中であるという。またホンダは今回の大震
災で，自動車メーカー各社が ITS Japan57）を
通じて行ったプローブ情報の共有及び提供が，
震災後1週間以上過ぎてからであったことを鑑
み，今後は発災直後の避難や救援から生かし
てもらえるよう，迅速な情報共有と提供の枠
組みを業界横断的に模索していきたいとしてい
る。また，NHK及び在京キー局の生放送の
音声要約テキストサービスを行うJCCでは，東
日本大震災時には無償で希望する被災自治体
に要約情報を提供してきたが，今後需要があ
れば，より詳細なテキストデータを自社のHP
で公開することも検討したいとしている。

ただ，こうしたデータ提供については，平時
においては，各組織がそれぞれ有償もしくは
顧客サービスとして行っているものであり，提
供及び無償公開はあくまで非常時限定である
というのが前提である。ワークショップ終了後

JANUARY 2013
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のデータ提供者ミーティングでは，非常時とは
どのレベルからなのか，その判断はどこで決め
ておくのか，データのフォーマットやその細かさ
などを含め提供と共有の枠組み（プラットフォー
ム）をどうするのか，官民連携のイメージなど，
それらが決まらなければ，どんなデータをどこ
まで提供するという議論にはなかなかならな
い，という意見も飛び出した。

5.2　人命救助における官と民の連携
こうした震災ビッグデータ全体のプラット

フォーム構築の前に，すでに動き出している官
民連携の動きもある。中でも最も進んでいるの
が人命救助の分野である。

ワークショップ開始日と同じ2012年9月12
日，首都直下型地震に備え，茨木県の守谷
サービスエリアの防災拠点化に向けた実証訓
練が行われた。そこではホンダのプローブ情
報が活用され，警察庁，自衛隊，NHKも参
加した。プローブ情報については避難，救援
に直接関わる情報であるため，こうした官民
連携の動きは加速していくと思われる。

また消防庁では現在，SNSからの119 番通
報の活用可能性を探る検討会 58）が設けられ，
2013 年春に何らかのビジョンを提示する予定
で議論が行われている。課題は，いたずらや
なりすましをどう防ぐか，そして，全国レベル
で収集した膨大なデータをどうやって各都道府
県に振り分けるかなどである。今回の呼びか
け人の1人，ツイッター社の牧野友衛氏は，今
回のワークショップの報告で出された様々なシ
ステムや提案を，こうした議論に生かしていき
たいと語っている 59）。

4.3-4でも触れたが，災害時の指定公共機
関であるNHKでは，これらの官民連携の動

きとどのように関わっていくべきか，そこで扱
われる震災ビッグデータをどのように放送でも
活用していけるか，積極的に考えていく必要が
あると思われる。

5.3　災害情報プラットフォームの姿は？
震災ビッグデータ全体のプラットフォーム構

築については，IT防災ライフライン推進協議
会が2013年夏までのアクションプランとして，

「災害・避難・生活関連情報などの草の根情報
（本人の同意を得た場合の個人の位置情報等
を含む）に関して，リアルタイムでの情報収集・
分類・通報等を行うプラットフォームを官民で
整備」するとしている 60）。しかしこれに関して
は，まだ具体的な姿が見えていないのが現状
である。今回，グーグル社とツイッター社がワー
クショップを呼びかけた背景には，議論を官に
委ねていては，いつまでたってもプラットフォー
ムの構築が進まないのではないかという強い
危機意識があったという。

しかし一方で，グーグルのような海外にもフ
ルオープンなプラットフォームに災害情報が集
まってしまうことに対するリスクを懸念する声が
強いのも事実である 61）。グーグル社の賀沢氏，
ツイッター社の牧野氏はこうした声を踏まえた
上で，公共性の高い行政活用をベースとしたセ
ミオープン（セミクローズド）なプラットフォーム
と，被災者やボランティアなど市民全てが活用
できるオープンアクセス可能なプラットフォーム
と，その2 種類の絵姿を描き，データの提供
のレベルもそれぞれに分けて発想すればいい
のではないかと主張する。

確かに5.1で触れた，ワークショップのデー
タ提供者の議論が典型的なように，プラット
フォームの具体的なイメージがないと，なかな
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か次の議論に進めないのも現実である。しか
し，そこで留まっている限り，データを全て出
すか全て出さないか，という議論を超えられ
ず，次に災害が起きた時，結局はビッグデータ
という宝の“持ち腐れ”に終わってしまいかね
ないというおそれもある。これでは，これまで
の災害情報を巡る様々なプラットフォーム議論
で行われてきたことの繰り返しでしかない 62）。
災害時，1人でも多くの命を救うためには，ど
のような災害情報プラットフォームのあり方が
望ましいのか，このワークショップ開催がきっ
かけとなり，議論が前に向かうことを大いに期
待したい。こうしたことを考えていくためにも，
今後，ワークショップのデータ提供者や参加
者で勉強会を発足させる方向である。

5.4　情報をどう届けるか
2.2-3で，今後のネットワークやデバイスの姿

がなかなか見えないと述べたが，災害ビッグ
データを活用した，特にマルチメディア災害情
報コンテンツを，何を通じどこに届けていくか，
ということを考える上では，今後の情報通信環
境の動向について，しっかりウオッチしていく
必要があると思われる。携帯やスマートフォン，
カーナビなど，移動中の人々の身近に存在する
マイクロメディアに対し，地域情報と広域情報
を視覚的に提供していくことは，今後の1つの
災害情報の姿であることは論を待たない。

  おわりに
　
ビッグデータは，その量も質もスピードも，

これまでの人間の常識を覆すほど“ビッグ”な
ものである。それが故に扱える人材も少なく，
未だ多くの人間が，その“ビッグ”さを目前にた

じろぎ，なかなか理解や利活用といったステー
ジに進めずにいるのが現状であると思われる。
しかし今回，ワークショップをきっかけに災害
ビッグデータに触れて筆者が感じたのは，これ
までの体験で得てきた認識や既成概念，価値
観をいい意味で大きく覆してくれる，存在自体
がビッグなものであったということである。今
回は災害情報という観点からビッグデータにつ
いて考えてきたが，今後も情報通信環境が大き
く変化していく中，社会の様 な々所でビッグデー
タがどのように我々の暮らしを変えていくのか，
そこに，映像，音声，テキストなどの多様なビッ
グデータを所有するマスメディアとしてどのよう
に向き合っていくのか考えていきたいと思う。

（むらかみ けいこ） 

注：
1）Machine to Machine 通信の略。人間が介在せ

ずに，ネットワークを通じて機器同士が情報交
換を行うサービスのこと

2）ウェブ上で地図や様々な付加情報を載せ，それ
を地理情報と参照させながら閲覧，検索できる
システム

3）2012 年 6 月 に 官 邸 主 導 で 発 足 し た 協 議 会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/bousai.
html

4）「東日本大震災ビッグデータワークショップ」
http://goo.gl/YCeHf

5）デジタルデータのフォーマットの問題以前に，
2 次利用が不可能な PDF ベースや，紙ベース
での提供に留まる自治体も少なくない

6）『Data,data,everywhere』「The Economist」（2010
年 2 月 25 日付） 

7）日本テラデータ　2011 年 1 月 1 日付プレスリ
リース h t t p : // w w w . t e r a d a t a - j . c o m /
p r e s s / 2 0 1 1 / 2 0 1 1 0 1 0 1 . h t m l

8）野村総合研究所『ビッグデータ革命』（アスキー・
メディアワークス，2012 年 3 月） 

9）『平成 24 年版　情報通信白書』第 1 部第 2 章第
1 節「スマート革命─ ICT のパラダイム転換
─」http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h24/html/nc121130.html

10） 総 務 省 情 報 通 信 審 議 会 4 月 24 日 資 料　
http ://www.soumu.go . jp/main_sos ik i/
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joho_tsusin/pol icyreports/joho_tsusin/
shinjigyo/02tsushin01_03000103.html

11）城田真琴著『ビッグデータの衝撃』（東洋経済
新報社，2012 年）

12）城田前掲書など
13）「Big data : The next frontier for innovation, 

competition, and productivity」（Mckinsey 
Global Institute, 2011 年 5 月）

14）NEC ビッグローブ「ついっぷるトレンド」調べ
15）総務省「ライフログ活用サービスワーキンググ

ループからの報告」資料（2009 年 8 月） http://
www.soumu.go.jp/main_content/000035704.pdf

16）『IT Initiative Day/Big Data & Business 
Analytics Special』における日本 IBM 東京基
礎研究所の村上明子氏による基調講演（2012
年 10 月 16 日）

17）例えば東日本大震災から 1 週間の場合，緯度経
度付のツイート数は 28 万 1,438 件で，ツイー
ト総数 1 億 7,928 万 2,143 件の約 0.156％だった

（ツイッター社発表） 
18）前掲　村上明子氏講演より
19） ad:tech 東京 2012（2012 年 10 月 31 日）のツ

イッター社の発表による TPS（秒間ツイート
数）世界ランキングの 1 位は 2 万 5,088 件。そ
して 5 位までが 1 万件を超えている

20）「緊急地震速報」に加え，国や自治体が 発信す
る「災害・避難情報」や「津波警報」などを携
帯電話へ発信するサービス。2007 年 12 月から
NTT ドコモが「エリアメール」として有料サー
ビスを開始，大震災後，2011 年 7 月から無料サー
ビスに切り替え，その後，他の携帯キャリアも

「緊急速報メール」という名称で相次いで無料
サービスを開始した

21）グ ー グ ル「Cr i s i s  Response」（ht tp : / /
www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/
japanquake2011.html）のほか，ヤフー「震
災情報　東日本大震災」（http://info.shinsai.
yahoo.co.jp/）， 情 報 産 業 の 有 志 の 集 ま り で
結 成 さ れ た「 助 け あ い ジ ャ パ ン 」（http://
tasukeaijapan.jp/），「sinsai.info」（http://www.
sinsai.info/）など

22）ITS Japan 及び国土地理院による自動車通行
実績・通行止め情報（http://www.its-jp.org/
saigai/index-kisei.php），東北地方太平洋沖地
震緊急地図作成チーム（http://www.drs.dpri.
kyoto-u.ac.jp/emt/about.html）や，前掲のグー
グル「Crisis Response」上のグーグルアース
の取組みなど

23）内閣府「防災情報の活用に係るプロジェクト
チ ー ム 検 討 報 告 」http://www.bousai.go.jp/
chubou/suishinkaigi/12/5_hontai.pdf

24）ワークショップでもこうした意見が出された。

例えば「災害データの意味－データから見える
もの，データでないと見えないもの，データで
は見えないもの」（多摩大学情報社会学研究所 
会津泉氏，プラスアルファコンサルティング 坂慎
弥氏）の報告など

25）「位置情報付き tweet による被害状況の随時把
握可能性の検討」（空間情報ユニット （from 博
士カフェ））の報告など

26） 総 務省「大規模災害等緊 急事態における通
信確保の在り方に関する検 討会」最終 報告
書 h t t p : //w w w. s o u m u . g o . j p /m a i n _
content/0 0 0141084 .pdf

27）V-Low マルチメディア放送の実証実験の詳細
は， 推 進 全 国 協 議 会 HP（http://www.vlow.
jp/），ホワイトスペースにおける実証実験例と
しては，宮城県石巻市で行われている「多様な
通信・放送手段を連携させた多層的な災害情報
伝達システムの研究開発」など（http://www.
nttdata.com/jp/ja/news/release/2012/110900.
html）

28）賀沢氏への筆者のインタビュー（2012 年 11 月
27 日実施）

29）データ提供社ミーティングでの発言から（2012
年 8 月 30 日実施） 

30）データ提供者自身の中にも，こうした声が少な
くなかったが，各社のデータ許諾状況などを鑑
み，呼びかけ人の 2 社が最終的に判断した

31）ツイッター社が負荷軽減のために行っている
API 制限のため

32）「東日本大震災における Twitter の利用傾向の
分析」（情報処理学会研究報告　2011 年 9 月）
この分析では公式リツイートは除かれているた
め，奥村氏の報告と単純に比較をすることは難
しいが，公式リツイート数はごくわずかだった
ということであるため比較可能と判断し紹介し
た（http://luululu.com/paper/2011/GN.pdf）

33）荻上チキ『検証　東日本大震災の流言・デマ』
（光文社新書，2011 年 5 月）ほか

34）関谷直也（2008）は，災害時のこうした現象を
大きくは「うわさ」とした上で，更にその中で
も，一時的で社会の広範囲に広がり社会的な影
響をもたらすものとして「流言」と記述するこ
とが多いとしている

35）「震災時におけるデマの拡散と制御に関する研
究」（東京工業大学　高安美佐子准教授のチー
ム）の報告から

36）「災害と医療情報」（東京大学　知の構造化セン
ター）の報告から　 　

37）『 情 報 通 信 白 書　 平 成 23 年 版 』 第 1 部 第 4
節 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h23/html/nc143c00.html

38）NHK 広報局のツイッター「NHK_PR」では，
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コスモ石油の事例も含め，多くのデマと思われ
る内容がツイッター上に流れていることをウ
オッチし，震災当日からデマ全体に対する注意
喚起を呼びかけるツイートを発信し続けた。ま
た「NHK_kabun」でも，放射性ヨウ素の被害
を防ぐためうがい薬に効果がある，という内容
のデマを打ち消す公的機関のリンクをツイート
するなどの取組みを行った

39）第 7 回　日本 ITS 推進フォーラムの講演より
（2012 年 11 月 20 日） 

40）遠藤薫『メディアは大震災・原発事故をどう語っ
たか』（東京電機大学出版局，2012 年 3 月）

41）IT 用語で，複数のサービスや技術をウェブ上
で重ねあわせること

42）http://www.honda.co.jp/internavi/
43）http://traffic-hazard.ddo.jp/xoops/index.php
44）http://www.bumprecorder.com/
45） システム全体の正式名称は「Tweets Deep 

Survey」という
46） 一例として，関谷直也「『災害の社会心理』

から考えるマスメディアの超えるべき課題」
『Journalism』（2012 年 4 月号）
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