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はしがき
東日本大震災から早一年が経過しました。犠牲になられた多くの方々のご家族に謹んで
お悔やみ申し上げます。また日本中、世界中の人々の応援はあるものの、今なお、家を流
され再興もままならず、仕事を失い、仮設住宅での生活を余儀なくされ、放射能の恐怖に
さらされ故郷を離れなければならない皆様のことを思うと心は痛むばかりです。一刻も早
い復旧・復興を願うと共に、心よりお見舞い申し上げる次第です。
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災は私たちが長い間忘れていた日本人の優しさ、互い
に助け合う心、苦難を冷静に受け止めそしてそれを克服する強靭さ等々を思い出させてく
れた。またこれらは世界の多くの人々の賞賛の的となり、暖かい慰め、激励、沢山の支援
を戴くこととなった。そして同時にこのことは日本人が自己の将来を悲観的に見る事や、
あるいは過去の歴史をあまりにも自虐的に捉える傾向に対して、今の日本が世界の国々か
らどの様に受け止められているかを改めて私たちに知らせてくれることにもなった。
そうは言うものの被災地の復旧・復興への歩みは遅く現地の当事者・関係者の苛立ちに
は著しいものがある。私たちは目前の喫緊の復旧作業と同時に 10 年、50 年、100 年の単位
で日本の各地に必ずやってくるであろう大災害への備えを同時に行っていかなければなら
ないのである。
災害発生時の最前線の各地方自治体、自衛隊、警察、海上保安庁、消防庁から町や村の
消防団に至るまでその働きは目覚ましく人々の涙を誘う感動を与えた。そして側面からこ
れらの働きを支えたテレビ、ラジオ、電話、携帯電話、新聞など情報・通信インフラの働
きも忘れることはできない。更にこれら既存のメディアに加えて、ここ 10 年の間に急速に
発展を遂げている新しい通信網「インターネット」の上に構築されたメール、ブログ、ミ
ニ放送局、ツイッター、フェイスブック等の所謂ソーシャルメディアと呼ばれる新しい情
報通信インフラの働きを見逃すことはできない。
行方不明の家族を探し続ける大勢の人がいた。その人たちの為に、山と積まれたがれき
の中から得られる個人の情報を手作業で集めよう考えた人が現れた。あまりにも莫大な作
業に途方にくれながら、ツイッター、フェイスブックを通じ「安否情報に関するデータベ
ース作成」の協力を求めた。結果はあっという間に数百人の「インターネット上の参加者」
が集まり瞬く間に「安否情報データベース」は構築されることとなった。
三陸沖は宝の海である。ここを拠点として魚類の養殖、海産物加工、漁業者が事業を営
んでいたがその多くは跡形もなく津波に攫われた。事業を再開しようにも既存の金融業者
は担保のないものを相手にはしない。そこに現れたのがベンチャキャピタルである。彼ら
はソーシャルメディアを駆使した。双方向通信を可能とする SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）やミニ放送局を使って全国の視聴者に再出発事業計画、資金の必要性を
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訴えた。事業主の人柄や事業計画に賛同する小さな投資家たちの多くは 10,000 円程度を出
資し結果として数千万～1 億円程度の資金で迅速なスタートが可能となった事業が多く現
れた。
気仙沼で約 450 名の方がヘリコプターで 2 日間にわたり救出された劇的な出来事を記憶
されている方は多いであろう。元保育所々長の林小春さんは 0～5 歳園児 71 名を近くの公
民館へ避難させた。津波は 2 階付近まで押し寄せ子供たちは 3 階、屋上で震えている。悪
いことに海上火災の火の手が真近に押し寄せて来る。同じく児童を帰宅させ終え、公民館
に避難した障害児福祉施設園長の内海直子さんは「もうダメかも知れない」とロンドン在
住の息子さんに携帯電話でメールした。それを受けた息子さんは「子供たちの救出依頼」
とこの内容を広く「拡散」してくれることをツイッターで発信した。これを見た或る人が
一面識もない猪瀬東京都副知事に「息子さんの依頼内容」をツイッターで送った。副知事
の迅速果敢な決断により東京都所管のヘリコプター3 機が直ちに現地に派遣され、71 名の
幼児を含む 446 名の人々が救出されたという快挙である。
東日本大震災で活躍したインターネット、ソーシャルメディアについてはすでに多くの
書物が出版されている。本調査・研究においても同大震災に対してどのように役に立った
か、まず広く事例を拾い上げ、それがどのような技術によって成し遂げられたものである
かを整理した。そしてそれらの技術はどのような発展経過を辿ってきたものであるかを振
り返りさらにその将来を展望する。
情報・通信インフラの活躍は著しかったとはいうものの不満、後悔も多く残った。例え
ば通信基地局が流された、極度に集中したトラフィックに耐えきれない、自治体間の既存
情報システムの連携が不十分であった等々である。
今後も情報・通信システムの技術面での進歩は発展し続けるであろう。過去の反省に加
えて、その成果を活かし必ず何時かはやって来る大災害時の被害軽減に、本調査・研究が
少しでも貢献できれば幸甚であります。
平成 24 年 3 月
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本報告書の概要
本報告書の第 1 章から第 5 章までの各章ではそれぞれ次のテーマを扱う。
第１章

震災とソーシャルメディア

未曾有の被害をもたらした今回の東日本大震災においては、インターネット上で急速に
普及しつつあるソーシャルメディアが情報の発信力・伝播力・拡散力により、ボトムアッ
プの形ながらも被災者の安否確認、復興活動支援、被災者・企業の復興・再建支援などに
大いに活用された。本章ではまず今回の東日本大震災の被害状況を概括するとともに、前
回の大震災である阪神・淡路大震災および過去の自然災害との対比においてその災害規模
の甚大さを再確認した後、本報告書の背景となるインターネットの普及状況、ソーシャル
メディアの定義およびその普及状況について述べる。
第２章

震災で活躍したソーシャルメディア

震災時に固定電話や携帯電話が利用出来ない状況でも、インターネットをベースとする
ソーシャルメディアは多くの人々の努力によって稼働し、驚くべき力を発揮した。震災直
後から日本国内・世界各地から暖かな励ましがソーシャルメディアを通じて寄せられ、被
災した人達を勇気付けた。避難生活が始まると食料、給水、道路、医療、燃料など生活に
必要な情報にもソーシャルメディアが活用された。ソーシャルメディアは被災地の自治体、
政府、報道機関、公共機関等でも活用された。また、ボランティアも救援物資などの支援
にソーシャルメディアを活用した。本章では、ソーシャルメディアが如何に活躍したかに
ついて、ソーシャルメディアが使われた局面と客観的データを交えて述べる。
第３章

ソーシャルメディアの活用事例

本章では東日本大震災における被災者支援及び復興支援に関するソーシャルメディア
の活用事例について述べる。被災者支援については、安否情報、募金活動、災害情報、公
共情報、自動車通行情報、物品支援、教育支援、およびボランティア活動に関する事例を
取上げ、復興支援については、復興に向けた支援及び再興企業への支援に関する事例を取
上げる。
第４章

ソーシャルメディアを支える技術

ソーシャルメディアを支える技術は多岐に亘るが、本章ではまずソーシャルメディアを
支える主要な技術であるインターネット技術について述べる。続いて、ソーシャルメディ
アでは重要な端末となっているスマートフォンについて、そしてそうした機器で用いられ
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るソフトウェア技術とハードウェア技術について、更にソーシャルメディアのアプリケー
ションを動作させるクラウドコンピューティングについて述べる。
第５章

これからのソーシャルメディア

東日本大震災ではソーシャルメディアの重要性が認識された。テレビ放送は津波襲来、
火災発生の被災地の映像を放送し日本中の視聴者に悲惨な被災地の様子を伝えた。一方ソ
ーシャルメディアは個人間の連絡手段として安否確認、物資支援などに利用され、マスメ
ディアでは成し得ない大きな役割を果した。しかし、ソーシャルメディアはデマや誤報が
拡散しやすい欠点やインターネットを使えない人も多くいるなどの課題もある。スマート
フォンなどの情報機器が普及し、多くの人々が簡易、安価にソーシャルメディアを利用で
きるようになれば、暮らしを支え、災害時にも役立つ重要な社会基盤となる。本章では、
社会基盤として、これからのソーシャルメディアの役割、普及や課題、そしてソーシャル
メディアを活用した災害対策と復興について述べる。
付録

ソーシャルメディアが果たした役割（俯瞰）

本付録は本報告書の第２章、第３章に挙げた事例を俯瞰するようにまとめたものである。
時系列的に震災発生直後のソーシャルメディアの活用状況から順に復旧・復興に向けた活
用状況を示している。

本書での商標に関して
本書において記載されております画像その他、記載されている会社名、製品名等の固有
名詞は各社の登録商標または商標です。

iv

目次
はしがき ...........................................................................................................................ⅰ
本報告書の概要 ................................................................................................................ⅲ
本書での商標に関して......................................................................................................ⅳ
第１章
１．１

震災とソーシャルメディア ................................................................................. 1
東日本大震災の被害状況 ................................................................................. 1

１．１．１

東日本大震災の被害概要 ....................................................................... 1

１．１．２

最近の世界の自然災害 .......................................................................... 3

１．２

ＩＴの発展と利用状況 ..................................................................................... 4

１．２．１

過渡期のＩＴ利用 ................................................................................. 4

１．２．２

インターネットの利用状況 ................................................................... 6

１．３

ソーシャルメディアの発展と利用 ................................................................... 9

１．３．１

ソーシャルメディアとは ....................................................................... 9

１．３．２

ソーシャルメディアの利用 ..................................................................17

第２章
２．１

震災で活躍したソーシャルメディア ..................................................................23
震災におけるソーシャルメディアの果した役割 .............................................23

２．１．１

マスメディアとソーシャルメディアの役割 .........................................23

２．１．２

震災でのソーシャルメディア...............................................................33

２．１．３

ソーシャルメディアが与えた影響........................................................49

２．１．４

ソーシャルメディアを流れる歪んだ情報 .............................................55

２．２

東日本震災支援の活動 ....................................................................................60

２．２．１

震災における通信・インターネットインフラの状況 ...........................61

２．２．２

耐え抜いたインターネット ..................................................................63

２．２．３

乗り切ったデータセンタ ......................................................................66

２．２．４

通信設備の被災と復旧 .........................................................................67

２．２．５

被災地への支援活動 .............................................................................69

２．２．６

震災における IT の全体状況.................................................................69

第３章
３．１

ソーシャルメディアの活用事例 .........................................................................73
被災者支援に関する事例 ................................................................................73

３．１．１

安否情報...............................................................................................73

３．１．２

募金活動の事例 ....................................................................................78

３．１．３

災害情報...............................................................................................84
v

３．１．４

公共情報の事例 ....................................................................................94

３．１．５

自動車通行実績情報 .............................................................................99

３．１．６

物品支援.............................................................................................101

３．１．７

教育支援.............................................................................................114

３．１．８

被災地支援のボランティア活動 .........................................................118

３．２

復興支援に関する取組みの例 .......................................................................126

３．２．１

復興へ向けた支援 ..............................................................................126

３．２．２

再興企業への支援 ..............................................................................131

第４章

ソーシャルメディアを支える技術....................................................................135

４．１

ソーシャルメディアと特徴 ...........................................................................136

４．２

インターネット.............................................................................................137

４．２．１

なぜインターネットは災害に強いか ..................................................137

４．２．２

インターネットの最新技術 ................................................................138

４.３

スマートフォン、携帯電話.............................................................................140

４．３．１

携帯電話.............................................................................................141

４．３．２

スマートフォン ..................................................................................145

４．３．３

携帯インフラの今後の発展とスマートフォンを取りまく課題 ...........153

４．４

ソフトウェア技術 .........................................................................................156

４．５

ハードウェア技術 .........................................................................................166

４．５．１

コンピュータ技術 ..............................................................................166

４．５．２

高速通信技術......................................................................................171

４．６

クラウド .......................................................................................................172

４．６．１

災害とクラウドコンピューティング ..................................................172

４．６．２

クラウドコンピューティングとは......................................................173

４．６．３

クラウドコンピューティングを支える技術 .......................................178

４．６．４

クラウドコンピューティングの将来 ..................................................180

第５章

これからのソーシャルメディア .......................................................................183

５．１

ソーシャルメディアによる情報発信.............................................................183

５．２

ソーシャルメディアの普及 ...........................................................................185

５．３

ソーシャルメディアの新たな展開 ................................................................186

５．４

ソーシャルメディアの課題 ...........................................................................188

５．５

ソーシャルメディアによる安全安心社会をめざして ....................................192

５．５．１

ソーシャルメディアとの連携.............................................................193

５．５．２

教育・訓練・育成へのソーシャルメディアの活用 .............................195
vi

５．５．３

救済と復興への対応 ...........................................................................196

５．５．４

優れたボランティア団体の支援システムの標準・恒久的なサービス化

................................................................................................................................198
５．６

おわりに .......................................................................................................199

付録
ソーシャルメディアが果たした役割（俯瞰）.............................................................200
参考文献 .....................................................................................................................202

vii

viii

第１章

震災とソーシャルメディア

未曾有の被害をもたらした今回の東日本大震災においては、インターネット上で急速に
普及しつつあるソーシャルメディアが情報の発信力・伝播力・拡散力により、ボトムアッ
プの形ながらも被災者の安否確認、復興活動支援、被災者・企業の復興・再建支援などに
大いに活用された。本章ではまず今回の東日本大震災の被害状況を概括するとともに、前
回の大震災である阪神・淡路大震災および過去の自然災害との対比においてその災害規模
の甚大さを再確認した後、本報告書の背景となるインターネットの普及状況、ソーシャル
メディアの定義およびその普及状況について述べる。
１．１

東日本大震災の被害状況

１．１．１

東日本大震災の被害概要

警察庁は 2012 年 1 月末日現在のデータとして、東日本大震災における死者・行方不明
者の数は、死者 15,850 人、行方不明者 3,283 人、また重軽傷者は 6,011 人であると発表し
ている。大津波や大地震に襲われた岩手県から千葉県までの太平洋沿岸を中心に、1 都 1
道 10 県で死者・行方不明者が出て、1 都 1
道 18 県で負傷者が出た。日本国内で起きた
自然災害で死者・行方不明者の合計が 1 万
人を超えたのは戦後初めてである。
警察庁はまた、同年 1 月末日現在で、全
壊 12 万 8,612 戸、半壊 24 万 4,071 戸、全
半焼 281 戸、床上浸水 2 万 425 戸、床下浸
水 1 万 5,506 戸、一部破損 67 万 4,811 戸の
被害が出たと発表している。特に岩手・宮
城・福島 3 県の沿岸部では、津波によって
多くの住宅が流され、全壊戸数は宮城県で
8 万 3,894 戸、岩手県で 2 万 185 戸、福島
県で 2 万 30 戸にのぼった。
東日本大震災： 2011 年 3 月 11 日 14 時
46 分 18 秒（日本時間）、宮城県牡鹿半島

図 1.1-1

の東南東沖 130km の海底を震源として発生

本震における日本各地の震度分布
（出典：気象庁）

した。日本における観測史上最大規模のマ
グニチュード 9.0 を記録し、震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約 500km、東西約
1

200km の広範囲に及び、震度 3 以上の地域も図 1.1-1 のように近畿から北海道にまで広が
っている。
この地震により、場所

表 1.1-1

東日本大震災と阪神・淡路大震災の被害の比較

によっては波高 10m 以上、
最大遡上高 40.5m にも上る

地震と発生日

大津波が発生し、東北地方
と関東地方の太平洋沿岸部
に壊滅的な被害をもたらし
た。
阪神・淡路大震災：
1995 年（平成 7 年）1 月
17 日 5 時 46 分、淡路島北

死者

東日本大震災1

阪神・淡路大震災2

2011 年 3 月 11 日

1995 年 1 月 17 日

15,8５0 人

6,434 人

行方不明者

3,283 人

3人

重軽傷者

6,023 人

43,792 人

全壊・半壊住宅

372,683 棟

249,180 棟

一部損壊住宅
被害額

67 万棟
16 兆 - 25 兆円

39 万棟
9.9 兆円

部の北緯 34 度 36 分、東経
135 度 02 分、深さ 16km を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生した。各地の震度
は、 震度 7 が神戸市須磨区鷹取、長田区大橋、兵庫区大開、中央区三宮、灘区六甲道、
東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙川付近等のほぼ帯状の地域や、宝塚市の一部及
び淡路島の東北部の北淡町、一宮町、津名町の一部の地域であり、震度 6 は 神戸、洲本で
あった。表 1.1-1 に今回の東日本大震災と阪神・淡路大地震の被害状況を比較した。
国内の自然災害
との比較： 2011 年
（平成 23 年）版の防
災白書によれば、第
２次世界大戦が終了
した 1945 年から現
在までに記録された
我が国の自然災害に
よる死者・行方不明
者の数は、図 1.1-2
のように報告されて
いる。今回の地震は、
これら過去のいずれ
1

2

図 1.1-2

国内の自然災害による死者・行方不明者数統計
（出典：平成 23 版 防災白書）

東日本大震災の死者・行方不明者・重軽傷者の数は、警察庁緊急災害警備本部、平成 24 年 3 月 5 日付
け広報資料「被害状況と措置」による。また、被害額の推定は内閣府平成 23 年 3 月 23 日の月例経済報
告等に関する関係閣僚会議の「震災対応特別会合資料」による。
阪神・淡路大震災の死者・行方不明者・負傷者の数は消防庁平成 18 年 5 月 19 日発行の「阪神・淡路大
震災について（確定報）」に、また同被害額は兵庫県の平成 17 年 10 月の調査報告書「阪神・淡路大震
災の復旧・復興の状況」（1995 年 4 月 5 日現在の推計値）による。

2

の自然災害と比べても、その死者・行方不明者の数が群を抜いて多かったことがわかる。
１．１．２

最近の世界の自然災害

世界の自然災害による死者・行方不明者の状況が 2010 年（平成 22 年）版の防災白書に

図 1.1-3

20 世紀以降における世界の主な自然害
（出典：平成 22 年版 防災白書）

紹介されている。図 1.1-3 に示すように、20 世紀における死者・行方不明者の数が 5,000
人以上の自然災害は 53 件あり、そのうち最大の自然災害は、1970 年のバングラデシュの
3

サイクロン被害で、50 万人の死者・行方不明者が報告されている。2 番目に大きかった災
害は、1976 年の中国・天津～唐山の地震で 25 万人、3 番目は 2004 年に起こったスマトラ
島沖地震・インド洋津波の 23 万人、4 番目は 2010 年のハイチ地震の 22 万人となっている。
これら自然災害の死者・行方不明者数は東日本大震災のそれに比べると一桁以上多いこ
とがわかる。
１．２

ＩＴの発展と利用状況3

１．２．１

過渡期のＩＴ利用

阪神・淡路大震災が発生した 1995 年（平成 7 年）頃は、コンピュータを遠隔から利用
すると言っても、今ほど便利な状況ではなかった。日本でインターネットの商用4が始まっ
たのは 1993 年 11 月のことである。大学など一部の先進的なユーザが Web サーバを自ら設
置して利用する段階であり、Web5 のブラウザも極めて初期の段階のものであった。
当時、コンピュータを遠隔からアクセスし、メールの交換や情報の共有を行う通信の仕
組みをコンピュータ通信と呼んでいた。端末がパソコンなのでパソコン通信6とも呼ばれた
が、通信方法はインターネット利用以前の形態であり、電話回線にモデムを介してパソコ
ンを接続し、遠隔からセンタのコンピュータにアクセスする形であった。アクセスの仕方
もそれぞれのパソコン通信会社固有の方法に従ってテキスト（文字・アルファベット・数
字）ベースで通信するものであった。
情報共有は「電子掲示板（BBS）7」や、これに類似した「電子会議室」と呼ばれる話題
ごとの書き込み順に並んだ電子ログ（記録）を通じて行われた。こうした「電子掲示板」
ないし「電子会議室」では参加人数が増えると誰が誰に話しているのか追いかけるのが極
めて大変になった。メール交換もサービスの初期には異なるサービス会社では実現されて
いなかった。阪神・淡路大震災は丁度、従来型のコンピュータ通信からインターネット通
信の時代に移る過渡期に生じた震災だったと言える。
それでは、このようなパソコン通信やインターネットは震災当時どのように利用された
のであろうか？
パソコン通信 Nifty-Serve の震災ボランティアフォーラムにアクセスした人の数は、最
終的な延べ人数でも約 25 万人程度であったと言われる｡ これは延べ人数であり、一人が 2
3

IT（Information Technology 情報技術）は広く情報の処理・通信・応用技術全般を指す。最近進展が
著しいインターネットや携帯電話関連の技術を意識して、2004 年頃から通信を強調した ICT（Information
and Communication Technology）という言葉も広く使われるようになった。IT と ICT はほぼ同義語であ
る。
4
IIJ（Internet Initiative Japan；1992 年 12 月に設立）が認可を得て 1993 年 11 月、日本で初めてイ
ンターネット接続サービスを開始した。
5
Web は WWW（World-Wide Web）を省略した呼称として今日最も一般的に用いられる。他に W3（ダブリュ
ウ・スリー）などの略称もある。
6
NEC の‘PC-VAN’や富士通の ‘Nifty-Serve’ が代表的であった。
7
BBS は Bulletin Board System の略。

4

～3 回アクセスしたとすれば、Nifty-Serve 会員 (1995 年夏に 100 万人を突破) の 10％程
度の参加人数に相当する。しかし、実際の利用者の数はこれよりも遥かに少なかったであ
ろう。震災当時はまだネットワークが使える人は少なく、1995 年 4 月頃の統計でも、パソ
コン通信が震災に役に立った人は、朝日新聞の調査で 0.5％、兵庫県の調査でもわずか
0.4％であったとされている｡パソコン通信の利用内容は、被災者と支援ボランティアの間、
あるいはボランティア相互の連絡用であり、会議室、掲示板、同報メール、個別メール等
により文字ベースで情報が交換された。
一方、当時 Web を運用していた神戸市立外国語大学のサーバへは、神戸市内の状況を写
真で伝えたこともあり、地震発生後 20 日間に 50 ヶ国から約 36 万件のアクセスがあったと
言われる｡これは当時の Web サーバへのアクセス数としては非常に大きな数字であったと
想像される｡ 因みに、今回の東日本大震災でヤフー（Yahoo）は 3 月 14 日の１日だけで過
去最高の 23 億 6500 万 PV8を記録している。
また、神戸大学の Web サーバでも当初アクセスが集中 (毎日 2,000 件程度)した。しか
し、震災から時を経て大学本来の業務が回復しても大学の情報ボランティアや教官には時
間的余裕が持てず、Web 情報が更新されないままとなり，その結果アクセス数は徐々に減
少したと言われる｡これは、当時の Web
ページには今日の SNS9のように利用者
が簡単にページに書き込みが出来る機
能がなく、サーバの運用者が Web ペー
ジを書き変えないかぎり新しい情報の
追加ができなかったためであると思わ
れる。
現在、神戸市外国語大学や神戸大学
の当時の Web ページを確認することは
出来ない。ただ、神戸大学附属図書館
の震災文庫

10

では、図 1.2-1 に示すよ

うに震災発生時から今日に至る復興の
状況に関する写真や資料のアーカイブ
を整備し、そのリストを公開している。
図 1.2-1

8

9
10

神戸大学付属図書館

震災文庫

PV（Page View）：ホームページ訪問者の延べ数。
神戸市立外語大学のカウント単位の‘件’と同一かは不明。
SNS: Social Networking Service 第 1.3.1 項参照。
出典：神戸大学附属図書館の震災文庫 参照 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/index.html
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１．２．２
（１）

インターネットの利用状況

インターネットの発展
平成 23 年版情報通信白書11によれば、我が国のインターネット利用者数は平成 9
年（1997 年）の 1,155 万人から平成 22 年の 9,462 万人と 13 年間で 8.2 倍に拡大し
た（図 1.2-2 参照）。しかし、平成 15 年（2003 年）を境に利用者数の伸びは鈍化し、
平成 22 年現在、対人口普及率で 78.2%に達し、飽和状態にある。

図 1.2-2 インターネット利用者数
出典：総務省 平成 23 年版 情報通信白書

（２）

インターネットを利用する端末
平成 23 年版情報通信白書によれば、個人がインターネットを利用する端末は、
平成 23 年１月現在、携帯電話や携帯情報端末などのモバイル端末による利用者が
7,878 万人（前年度比 1.7％減）、パソコンからの利用者は 8,706 万人（前年度比 2.3％
増）となった。しかも、これら利用者の大半がモバイル端末とパソコンを併用して
いることが分かる（図 1.2-3 参照）。

11

出典 総務省 平成 23 年版 情報通信白書
参照 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/html/nc341110.html
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図 1.2-3
出典

総務省

インターネットを利用する端末の種類

平成 23 年版 情報通信白書

（３）

インターネットアクセス環境の変化

１）

ナローバンドからブロードバンドへ

（通信利用動向調査12）

自宅のパソコンからインターネットにアクセスする方法としては、平成 14 年に
全ユーザの 70.6％がナローバンド回線を利用していたが、平成 22 年には 77.9％の
ユーザが DSL13や FTTH14、
あるいはケーブルインタ
ーネット等のブロードバ
ンド回線を利用するよう
になった（図 1.2-4 参照）。
図から分かるようにナロ
ーバンド・ユーザとブロ
ードバンド・ユーザ両者
の割合が平成 15 年（2003
年）頃を境に逆転してい
る。

平成 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

年

図 1.2-4 インターネットアクセス環境の変化
出典 総務省 平成 23 年版 情報通信白書

12

13

14

平成 22 年通信利用動向調査（世帯編）p.54
参照：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR201000_001.pdf
DSL: Digital Subscriber Line 加入電話回線の周波数帯域のうち通話に使用していない上部帯域を使
う。もっとも広く使われているのは ADSL（Asymmetric DSL）方式で、使用頻度の高い下り回線のデー
タ速度を早くし（8～40Mbps）、上り回線の速度を遅く（数百 kbps）して帯域を有効活用している。
FTTH： Fiber To The Home 電話局から加入者までを光ファイバで結び、電話や広帯域 データ、CATV
サービスを提供する広帯域デジタル通信。データ速度 100Mbps に対応。

7

２）

ブロードバンド利用における回線形態の多様化
平成 23 年版情
報通信白書によれ
ば、ブロードバン
ド通信の利用者は
平成 16 年末から
平成 22 年末にか
けてほぼ倍加し、
全体で 3,459 万契
約に達した（図
1.2-5）。
このうち有線
通信では従来の電
話線利用の DSL か

図 1.2-5 ブロードバンド回線の契約者推移
出典：総務省 平成 23 年版 情報通信白書

ら、光ファイバ利
用のより広帯域な FTTH への乗換えが進んでいる。一方、無線通信では、携帯電話
や携帯端末のデータ利用に適した広帯域の無線アクセスである BWA 15 の契約者が
徐々に増加していることが分かる。
３）

携帯 IP 接続16の拡大
また、携帯電話や
携帯端末から直接イ
ンターネットに接続
できる携帯 IP 接続
サービスが平成 11
年から開始され、電
子メールの送受信や
携帯向けインターネ
ットサイトの閲覧が
ダイアルアップなし
で直接できるように
なった。さらにパケ
ット定額サービスが
提供され、携帯イン

15

16

図 1.2-6 携帯ＩＰ接続サービス累計契約数の推移
出典：総務省 平成 23 年版 情報通信白書

BWA (Broadband Wireless Access)：米国 IEEE802.16 委員会で標準化が行われている広帯域の携帯端
末向け無線データ通信の総称。WiMAX や次世代 WiMAX がある。本報告書第 4.3 項参照。
IP (Internet Protocol): インターネット上のアドレスに従って相手側にデータパケットを確実に届
けるためのプロトコル（規約・手続き）。

8

ターネットは急速に拡大している。平成 23 年版情報白書によれば平成 22 年末現在
の携帯 IP 接続サービスの契約数は累計で 9,560 万契約に達している（図 1.2-6 参
照）。この数値は、既に説明したインターネットの利用者数 9,462 万人（図 1.2-2）
を上回っている。契約数＝利用者数でないことに注意が必要である。
１．３

ソーシャルメディアの発展と利用

１．３．１
（１）

ソーシャルメディアとは

ソーシャルメディアの定義
ソーシャルメディアとは「ソーシャル（社会の、社交の）」という言葉が示す通
り、インターネット上で個人と個人との交流を可能とするメディアで、新聞やテレ
ビ放送のようなマスメディアと対照的なメディアとして位置づけられる。
ソーシャルメディアの定義は専門家の間でも意見がわかれる。ウィキペディアの
定義は「ソーシャルメディアは、誰でもが参加できるスケーラブル17な情報発信技
術を用いて、社会的インタラクション18を通じて広がっていくように設計されたメ
ディアである」としている。一方、フランスのアンドレアス・カプラン教授とマイ
ケル・ヘンレン助教授が発表した論文“Users of the world,unite! The challenges
and opportunities of social media”ではソーシャルメディアを「Web2.0

19

の思

想的及び技術的基礎に基づいたインターネット上のアプリケーション群であって、
UGC（User Generated Contents）の創造と交換を可能にするものである」と定義

20

している。
マスメディアの情報発信は一般的にマスコミと呼ばれる大企業（報道機関）が中
心であり、報道機関が作成した番組や記事を、特定の個人ではない不特定多数の
人々を対象として双方向的でなく一方的に配信している。
ソーシャルメディアの情報発信の主体は個人であり、コンテンツも個人が作成し、
発信者と受信者の間でインタラクティブな会話が起こる。マスメディアがトップダ
ウンの情報発信であるのに対してボトムアップの情報展開が行われる。マスメディ
アに対する個人の影響力は限界的で余程の事がない限り受信側の個人の意見や意
向は反映されることはないが、ソーシャルメディアでの発言は自己責任であり、直
接的で、場合によっては発言が厳しく追求されることがある。
ソーシャルメディアは人が制御するコラボ型情報網として機能し、人から人へと
バケツリレー式に情報が伝達され、ピラミッド型に情報伝達されるマスメディアと
17
18
19

20

スケーラブル（scalable）：数が可変にできること、ここでは参加人数を指している。
インタラクション（interaction）：相互作用のこと。
Web 2.0: 2005 年、米出版業者 Tim O`Reilly 氏によって提唱されたインターネットの利用概念で、ソ
フトウェアのバージョン概念とは異なる。Web 技術の進歩とともにインターネットの利用方法が従来
と大きく変わり、次の世代に移ったことを７つの要素を用いて表現した。
Business Horizons Volume 53 Issue1, January-February 2010, Pages 59-68

9

比較すると情報発信は圧倒的にソーシャルメディアが早いし、情報拡散速度も早い。
現場からの即時性のある情報伝達は時にマスメディアに勝り、一刻を争う災害時に
は大変有用となる。
（２）

ソーシャルメディアの分類

パーソナル

ブログ

SNS
例

コラボプロジェクト
パブリック

例

コンテンツコミュニティ

ウィキペディア

低

例

YouTube

ソーシャル世界
仮想
ゲーム社会

ソーシャル・プレゼンス/メディア・リッチネス

図 1.3-1
出典

フェイスブック

仮想

高

ソーシャルメディアの分類

Users of the world,unite! The challenges and

opportunities of Social Media

ソーシャルメディアはコミュニケーション方法、コンテンツの種別、利用者間の
つながりの強さなどに特徴がある。ESCP EUROPE ビジネススクールのカプラン教授
とマイケル・ヘンレン博士は論文 The challenges and opportunities of Social Media
で、ソーシャルメディアを図 1.3-1 のように縦方向にパーソナル／パブリックの度
合いを、横方向にソーシャル・プレゼンス／メディア・リッチネスの度合いを取り、
全体を 6 つの形態に分類している。
本報告書が調査する範囲は、これら 6 つの要素のうち、ブログ、SNS、コラボプ
ロジェクト、コンテンツコミュニティの 4 つとし、仮想ソーシャル世界、仮想ゲー
ム世界は本報告書の調査範囲外とする。
以下、調査の対象になる４つの要素について簡単に説明を加えておこう。
ブログ： 各界の著名人から一般市民まで様々の人が、個人の日記的なものから、
意見表明の場として時事問題などについて論説する Web サイトの総称である。他人
のブログの記事に自身のブログへのリンクを作成するトラックバッグ機能などを
通じて相互にリンクされたコミュニティが形成される。
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS21）：インターネット上に形成される
コミュニケーションの場であり、多くの人が参加し相互にコミュニケーションを行
い、同じ価値観を共有することによりコミュニティが形成される。言わばコミュニ
ケーションに軸を置くソーシャルメディアである。日本のミクシィ（mixi）や米国

21

SNS: Social Networking Service の略。
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のフェイスブック（Facebook）が有名である。いずれも会員制であるが、ミクシィ
が匿名なのに対して、フェイスブックは実名と写真登録が原則になっている。ツイ
ッター（twitter)は個々のユーザが「ツイート（tweet）」と呼ばれる短文（140 字
以内）を投稿、閲覧できる通信サービスである。
「マイクロブログ（極小のブログ）」
として分類されているが、ゆるいつながりの場が発生するので、本報告書では広い
意味で SNS の 1 つとして分類した。
コラボプロジェクト：

文字通りインターネットを通じて共同で構築するプロジ

ェクトであり、ウィキペディア（ウイッキ）はその代表的なものである。後述する
震災支援を行う多くのコラボプロジェクトのサイトがまさに被災者と支援者がコ
ラボレート22するサイトとして立ち上がった。
コンテンツコミュニティ：

単に自作の文章や写真、映像を発表する場から、そ

れを通じて他の利用者と交流する場として発展したコンテンツを軸とするソーシ
ャルメディアと言える。ユーチューブ（YouTube）、ユーストリーム（Ustream）等
が代表である。
また、これらの要素をソーシャルメディアが今回の東日本大震災において果たし
た役割や機能の面から眺めてみると、
「ソーシャルネットワーク系」
「コンテンツ系」
「知識集約系」「被災者支援系」に整理できる。
・

ソーシャルネットワーク系

電話やメールに代わる会話、口コミ、ライフラ
インとしての連絡手段、世界とのコミュニケー
ション

・

コンテンツ系

津波などの衝撃的な映像や被災者の思いの伝達、
動画ストリーミング、動画・静止画アーカイブ

・

知識集積系

震災関連の正しい情報の伝達、情報の「まとめ
サイト」

・

被災者支援系

被災者への物品支援などの直接的支援（必要な
物資を、必要量、必要な人へ）、被災者と支援
者相互のコラボレート、など

以上から、ソーシャルメディアが単なる情報発信、情報交流の場を提供するのに
留まらず、とりわけ今回のような非常時・災害時において、人と人とのコラボレー
ションによる情報の共有と利用の新しい形態を生み出し、変化をつづけている媒体
であることがわかる。
（３）

ソーシャルメディアの利用状況
ソーシャルメディアの利用状況について世界的に統一された客観的な統計数値
はいずれの調査機関からも公表されていない。数値を出す方法としては各メディア

22

コラボレート：Collaborate 協力・協調する
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運営会社から出される発表値から推定する場合と、ソーシャルメディアのトラフィ
ックなどを分析して算出する方法がある。前者の場合、有効な利用者数23は判らな
いので参考の範囲で取り扱う必要がある。
１） 世界におけるソーシャルメディアの利用状況
Websweet.info によると、世界のソーシャルメディアの利用者数を事業者別に比
較すると表 1.3-1 のようになる。利用者が最も多いのは米国のフェイスブックであ
り、
表 1.3-1 ソーシャルメディアの利用者数
順

ソーシャル

位

メディア

1

フェイスブック

約 8 億 3398 万人

米国

2

Qzone

約 5 億 6300 万人

中国

3

ツイッター

約 5 億 2009 万人

米国

約 3 億人

中国

4

新浪微博
(Sina Weibo)

概略利用者数

事業者
所在地

5

gree

約 1 億 9000 万人

日本

6

V Kontakte

約 1 億 5000 万人

ロシア

7

Badoo

約１億 4056 万人

ロシア

8

renren

約 1 億 3700 万人

中国

9

Linkedin

約 1 億 3500 万人

米国

10

開心網

約 1 億 2000 万人

中国

17

ミクシィ

約 2623 万人

日本

出典：webtweet.info「21 の主な SNS のユーザ数調べ」（2012 年版）
次いで中国の Qzone、米国のツイッターと続く。日本のミクシィは 17 位(但し、
gree など日本のゲーム系 SNS２社を除くと 15 位)にランクされている。

23

他社との競争のため、自社に都合の良い尺度での数字が発表される場合がある。
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一方、ソーシャルメディアの国ごとの勢力図はどのようになっているであろうか。

図 1.3-2 世界のソーシャルメディア勢力図
出典 VINCOS BLOG (CC-BY-SA による引用)
参照：http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

図 1.3-2 は VINCOS
BLOG が Alexa & Google
Trends の Web サイトの
データをもとに 2011 年
12 月時点で作成した世
界のソーシャルメディア
24

勢力図である。この図

から、世界の国々で、そ
の国で最も人気の高いソ
ーシャルメディアがいず
れであるかを色により識
別することができる。ブ

図 1.3-3 主要国ソーシャルメディア別利用順位
（黄色は順位を上げたソーシャルメディア）
出典 VINCOS BLOG（CC-BY-SA による引用）

ルー色の国はすべてフェ
イスブックが 1 位で、最近ブラジル、モンゴル、日本もフェイスブックが 1 位とな
った。しかし、ロシア（V Kontakte）、中国(QZone)などの国々では、フェイスブッ
ク以外のソーシャルメディアが一位になっている。
VINCOS BLOG によれば、主要国の国ごとのソーシャルメディアの利用順位は図
24

図では SNS の意味で‘ Social Networks’を使っている。
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1.3-3 に示すようになる。多くの国でフェイスブックが支配的であるが、ツイッタ
ーや Linkedin も上位に進出していると報告している。
図 1.3-4 に Social Bakers によるフェイスブックの国別利用者数の集計結果を

示す。

図 1.3-4

フェイスブックの利用者数 （2012 年 3 月 4 日現在）
出典：Social Bakers
（http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
のデータをもとに作成）

フェイスブックの利用者は 2012 年 3 月 4 日現在、世界合計で 8 億 3,852 万人
であり、この内、第 1 位の米国が 1 億 5476 万人と群を抜いている。第 2 位はイ

ンドネシア 4,586 万人、第 3 位はブラジルの 4,418 万人となっている。図には
現れていないが、日本は 23 位 860 万人以上と集計されている。日本については
以下でもう少し詳しく見ることにする。
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２）

日本におけるソーシャルメディアの利用状況
日本ではフェイスブックよりツイッターやミクシィの方が早くから利用されて
来た。図 1.3-5 はニールセン・ネットレイティングス社が調査した日本国内の家庭
や職場のパソコンから主要 SNS を訪問した訪問者数の推移（2010 年 10 月から

2010 年

2011 年

図 1.3-5 日本の主要 SNS 訪問者数の推移
出典：ニールセン・ネットレイティングス社
http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/sns-report-Oct-2011.html
（このデータの著作権はネットレイティングス株式会社に帰属しています）

＜図の注１＞ミクシィのデータは濃い緑線の数値と薄い緑線（参考値）の２本が表示されて
いるが、これはニールセン社が 2010 年 11 月から集計処理方法を変更したことによるもの
であり、ミクシィへの訪問者が減ったことを意味するものではない。具体的には、ミクシィの
サイト外でミクシィの「いいね」ボタンを利用しただけで実際にミクシィのサイトを参照して
いない場合を 10 月から除外するよう集計したことによる。このため 2011 年 10 月前後で
のデータの不連続性はなく、実際には堅調に推移していると思われる。

15

2011 年 11 月まで）を示している。学校やカフェ等からの利用は対象になってい
ない。また、パソコンの機種は Windows に限られ、MAC（アップル社製パソコン）
や携帯電話、スマートフォンからのアクセスは含まれていない。
この統計によれば震災が発生した 3 月 11 日にはツイッターとミクシィの訪問
者数が一時的に急増していることが分かる。フェイスブックでも震災当日の訪問者
数の増加が伺えるが、むしろ長期の増加傾向が顕著である。フェイスブックのこの
増加傾向は震災の前後半年間に会員数そのものが増加し、会員相互の訪問が活発化
するなどの要因が加わったためであると想像される。
なお、この統計が対象としている訪問者数は会員数や登録者数とは異なっている
ことに注意されたい。例えば同一人物が職場のパソコンと家庭のパソコンの両方か
ら利用した場合、訪問者数としては別に集計されるからである。また、フェイスブ
ックの場合、会員でなくても企業がフェイスブックに公開しているページにアクセ
スした場合も訪問者として集計される。
ソーシャルメディアの利用内容は不明であるが、一人あたりの訪問回数や訪問時
間の統計値をネットレイティングス社はロイヤリティインデクスとして発表して
いる。（図 1.3-6 参照）

この統計によればミクシィ

の訪問者数は他ＳＮＳより少ないが、ひと月当たりの利用時間や訪問頻度は圧倒
的に多いことが分かる。

図 1.3-6

2011 年 10 月 日本の主要 SNS の利用状況（ロイヤリティ指標）
出典 ニールセン・ネットレイティングス社

http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/sns-report-Oct-2011.html
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１．３．２

ソーシャルメディアの利用

今回の東日本大震災における具体的な利用事例については後の第２章、第３章で詳細が
述べられるので、ここではソーシャルメディアが利用される場面やその特性、マスメディ
アとの補間関係などについて言及する。
（１）

自然災害におけるソーシャルメディアの利用
大きな自然災害が発生するとテレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアが一斉に
報道を開始するが、ソーシャルメディアは従来のそうしたメディアが行えない役割
を担う。
大きな災害に巻き込まれた時、我々が真っ先に行うのは肉親や友人の安否確認や
救命救助である。電話が使用できればよいが、大規模な災害の場合、固定電話や携
帯電話は災害地以外でも公衆電話を除き一般の通話が規制されて連絡がとれなく
なる。これに対してインターネットは規制されることはなく、通信できないエリア
も部分的であり、インターネット上で展開されるソーシャルメディア（ツイッター、
フェイスブック、ミクシィ等）が安否確認や救命救助の連絡に利用される。
安否確認や救命救助関連の情報に次いで重要なのは避難場所、交通手段、飲食料、
燃料など生活に関する情報であり、情報を知っているかどうかが被災者の生活に大
きく影響を与える。ソーシャルメディアは、大震災時の生活情報の伝達にとって極
めて有用なインフラとなる。
また災害により生活基盤を失い支援を受けるとしても、日常生活の必需品や道具
が要求通りに支給される訳ではない。生活の上で必要な物を支援して欲しいと思う
被災者側と、被災者を支援したいと思っている支援側の双方がコラボレートできる
手段としてもソーシャルメディアが有効になる。

（２）

ソーシャルメディアの海外における利用事例
東日本大震災におけるソーシャルメディアの活用については後の章で述べるの
で、ここでは海外の利用事例について触れる。
ソーシャルメディアは、東日本大震災より以前に発生したハイチ地震やニュージ
ーランド地震（クライストチャーチ市）などで有効に使われるようになった。
Web アプリケーションの中でも特に注目される Google Person Finder25は、地震
を含む自然災害の発生時に消息不明となった人々を登録・検索するソフトウェアで
あり、ハイチ地震に対応するためグーグル社内のボランティアにより開発された。
多言語に対応しており、さまざまなソーシャルメディアと連携する中でその有効性
を発揮してきた。
米国で発生した 9.11 攻撃やハリケーン・カテリーナの際には、異なった組織が

25

第 3 章参照
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同じような消息不明者の搜索サイトを互換性のない形式で立ち上げたことがあっ
たが、Person Finder のもとで、データ交換用に PFIF データ標準26を用いることに
より、CNN や New York Times 等、他のサイトのデータを総合的に集約することが
できた。Google Person Finder には後に、衛星写真、避難所場所、道路状況、停電
時間などの災害情報が追加された。
2011 年 2 月 22 日ニュージーランドのクライストチャーチ市で発生した直下型地
震ではソーシャルメディアが災害情報インフラとして活用された。ツイッターに特
定のハッシュタグ（地震情報 「 #eqnz」、安否情報 「 #eqnzcontact」）を用い
て、地震情報の伝達と安否情報の共有が迅速に行われた。
ま た 、 地 元 住 民 の 有 志 が 被災地の復
旧状況を把握するため、図 1.3-7 に示した
ような Web ページの「クライストチャーチ･
リカバリー･マップ27」を立ち上げ、位置情
報を添えた情報の共有を促し、可視化を可
能にした。雑多な情報が非常に分かりやす
く整理され、状況を容易に把握することが
できる。携帯電話の無料ショートメッセー
ジやツイッター、電子メール、および Web
ページの入力フォームから情報をレポート
することができる。危険地域、水・食料が
供給されている場所、あるいは医療サービ
スや公衆電話、インターネットが利用でき
る場所などの欄を選択すると、集められた
情報が地図上に現れ、クリックによりさら
に詳細な情報にアクセスすることが可能に
なっている。またこのサイトには、関連す

図 1.3-7 クライストチャーチ･
リカバリー･マップ

る様々な情報サイトへのリンクが目立つ場
所に掲載されており、災害情報センタとしての役割を果たしている。28

（３） マスメディアを補完したソーシャルメディア
東日本大震災発生直後からソーシャルメディアも情報の発信源となり、テレビ放
送も緊急放送に切り替えて震災放送を行い、両方のチャネルを通じて日本国内と世
界に情報が伝わった。ソーシャルメディアはこのような状況下で、以下に述べる双

26
27

28

PFIF: People Finder Interchange Format, 2005 年カテリーナ Person Finder Project で採用された。
出典 http://eq.org.nz/
(プロジェクト終了で現在は閲覧できない)。“Ushahibi” のプラットフォー
ムを使用している。
現代ビジネス“ソーシャルビジネス最前線”http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2176
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方向性、UGC 性、再利用性などの特徴によりマスメディアを補完し、ある場合には
マスメディアには出来ない報道力を発揮した。
双方向性

29

:

地震のニュースは瞬く間に世界中に広がり、人々に大きな衝撃を

与えると同時にインターネット上に大きな反響を引き起こした。ソーシャルメディ
アはその双方向性ゆえに、世界中の人々の思いや行動を受け止めると同時に自ら行
動に参加する場を提供することができた。一方向の情報発信しかできないマスメデ
ィアに対し、ソーシャルメディアは双方向性の力を発揮してこれを補完したと言え
る。
UGC 性

30

：

ソーシャルメディアのコンテンツは多くの人々によって生成される

ので、テレビ放送や新聞報道記者の数を圧倒的に上回り、瞬時に多様で大量の情報
が発信される。被害が広域に広がり、紙面や放送時間が限られているマスメディア
は、一部の被災状況の報道に偏ることが避けられない。
UGC 性を表現する例として福島県南相馬市の桜井市長の場合を上げることができ
よう。桜井市長がソーシャルメディアを利用し南相馬市の現状を訴え救助を求めた
映像は世界の人々から閲覧された。その反響は大きく、市長自身、Time 誌が選ぶ「世
界の影響力のある 100 人」にも選出されるなど、マスメディアでは成し得ない報道
力を発揮した。
他の例として宮城県名取市の
佐々木市長の場合を取り上げよ
う。同市長に対して、横浜市民
放送局のポートサイドステーシ
ョンが震災発生後約 3 週間後に
iSPP 31 のメンバとともに行なっ
たインタビュー映像 32 がソーシ
ャルメディア（YouTube）上で公
開された。映像の一場面を図
1.3-8 に示す。市長室で寝泊り
して災害対応の最前線で指揮を
取り続けられた佐々木市長の政
府、市職員、あるいは市民への
力強いメッセージは大きな反響
を呼んだ。
29

30
31
32

図 1.3-8 名取市佐々木市長

出典

YouTube

・マニュアルに頼るな、ポリシーに従って行動せよ
・気の毒な被災者からわがままな被災者への転換
・災害時の行政の役割は被災者の自立を促すこと

双方向性：新聞やテレビなどのように情報の伝達路が一方向だけでなく、逆方向の伝達路も合わせ持
っていること。電話や電子メール、ソーシャルメディアがこの性質を持つ。
UGC: User Generated Contents の略。個人が作成・発信する情報コンテンツのこと。
iSPP: Information Support Pro bono Platform 情報支援プロボノ・プラットフォーム
東日本大震災プロの証言 No.1「佐々木いそお名取市長に聞く」
http://www.youtube.com/watch?v=po1Djm74zFg&feature=player_embedded
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再利用性：

テレビ報道は録画しない限り放送内容は消滅してしまい役立つ情報

を再利用出来ない。使い捨てでは災害時には不十分である。テレビ朝日は YouTube
に一部のテレビニュースを投稿し、見逃したニュースを視聴者が後で見られるよう
にした。福島テレビは YouTube の公式アカウント「いっしょに歩こう！ふくしま」
により県内の情報発信を行なっている。
図 1.3-9

は YouTube に投稿され

た福島テレビニュース：
「HUMANBAND
on Route3.11 福島」の 2012 年 3 月
11 日付け映像である。日の出の時間
に、いわき市荒磯海岸で東日本大震
災の被災 1 周年を記念し行われた追
悼イベントであり、福島だけでなく
津波に襲われた沿岸の各地で行わ
れた追悼イベントを含んでいる。
また、ICHB 宮城朝日テレビは東

図 1.3-9

HUMANBAND on Route3.11 福島

日本大震災の特別放送番組を投稿している。
NHK は東日本大震災の情報を配信したが、現在はこれを中止し、代わって「東北
ふるさとニュース」33を公式 Web サイトとして公開し、東日本大震災関連ニュース
の再配信（Adobe Flash Player ベース映像）を行なっている。地震発生時、津波に
襲われる各地の様子、救助活動、ボランティア活動、避難所の様子、鉄道・工場の
再開、復興の様子、天皇皇后両陛下の被災地御訪問など、貴重な映像の記録約 120
本が、2012 年１月現在も閲覧することができる。
（４）

ソーシャルメディアにより伝えられた日本
ソーシャルメディアにより、東日本大震災の被災状況に関して様々な状況が日本
から世界に伝えられた。
・

控えめで辛抱強く乏しい食料を分かち合いお互いに助け合って不自由な生活に
耐える被災者の様子

・

公務員や準公務員の人達が被災者のために真摯に職務を遂行する様子、首都圏
では交通機関の混乱にも関わらず大勢の帰宅困難者が整然と行動する様子

・

首都圏などで交通渋滞に巻き込まれても譲り合う車

・

地震で散乱した商品を棚に戻し勘定を済ませる買い物客

・

パニックにもならない日本人の落ち着いた行動
勿論、これらの情報がソーシャルメディアだけによって伝えられたという分けで

はない。従来型のテレビや新聞も多くの情報を発信した。しかし、ソーシャルメデ
33

参照 http://www3.nhk.or.jp/news/touhoku_furusatonews/
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ィアでは情報が受信者に伝わるだけでなく、伝わった瞬間に再発信されて一大反響
となりうるのである。
今回は特に「震災時でも冷静に行動できる日本人」、
「必ず立ち上がる日本」、
「Pray

for

JAPAN」などの励ましの言葉となって返信され、我々自身、日本人であることの誇りを感じ
ることができ、復興への思いを一層強くすることとなった。

21
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第２章

震災で活躍したソーシャルメディア

震災時に固定電話や携帯電話が利用出来ない状況でも、インターネットをベースとする
ソーシャルメディアは多くの人々の努力によって動作し、予想していなかった役割を果た
すことができた。震災直後から日本国内・世界各地から暖かい励ましがソーシャルメディ
アを通じて寄せられ、被災した人達は孤立していない事が分かり勇気づけられた。被災者
も「くよくよしていられない、がんばっぺし。」など復興への思いを伝え、ソーシャルメデ
ィアが心の支えや励ましに大いに役立った。避難生活がはじまると食料、給水、道路、医
療、燃料など生活に必要な情報にも、ソーシャルメディアが利用された。このソーシャル
メディアの活用は大いに評価され、被災地の自治体、政府、報道機関、公共機関等はソー
シャルメディアを利用して情報発信を行なった。また自治体から届けられる救援物資だけ
では生活出来ない被災者にはソーシャルメディアを通じて物資やボランティアの支援が行
われ、ソーシャルメディアは個別の問題解決の分野で大いに力を発揮した。
２．１

震災におけるソーシャルメディアの果した役割

２．１．１

マスメディアとソーシャルメディアの役割

震災発生時から復興までの過程を、震災直後の混乱時、救済・復興半ば、復興への長い
道程に分け、マスメディアとソーシャルメディアが果した役割、これから果すべき役割を
考察する。
（１）

震災直後の混乱時
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分

東日本大震災が発生した時、テレビ放送、ラジオ

放送は通常放送を緊急放送に切り替えた。マスメディアの緊急事態即応力により、
多くの人々は地震や津波情報をテレビ、ラジオから得る事が出来た。一方通信手段
である固定電話や携帯電話は規制が行われ通じにくくなったが、被災地を除きイン
ターネットと SNS は安定して動作し、安否確認、連絡などに利用され、全世界と通
信することも出来た。

１）

ラジオ・テレビの地震報道
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分

東日本大震災が発生した時、テレビ放送、ラジ

オ放送は通常放送を緊急放送に切り替えた。マスメディアの緊急事態即応力に
より、多くの人々は地震や津波情報をテレビ、ラジオから得る事が出来た1。
1

東北地方太平洋沖地震発生時の全テレビ局同時マルチ映像
http://www.youtube.com/watch?v=eOrAwvJLKxo
2011.3.11. 東日本大震災発生時の RFC ラジオ福島の実況
http://www.youtube.com/watch?v=PK86VKfLQXU
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今回の東日本大震災では、ツイッターやミクシィなどの SNS が大きな役割を果た
したが、多くの被災者は「インターネットは何の役にも立たなかった。」としてお
り、それが被害を受けた地域の人々の実感である。サーベイリサーチセンタが 2011
年 4 月 28 日に発表した被災地のアンケート調査によれば、地震発生後の情報源と
して役立ったものはラジオ（50.8％）、新聞（12.6%）、口コミ（11.1%）、テレビ（8.6%）
で SNS は 0.4%であった。
被災地では復旧関連情報や行政機関からの情報を提供する臨時災害 FM 局が、震
災当日の 3 月 11 日に花巻市が設立したのを皮切りに相次いで 29 局設立された2。臨
時 FM 放送局の立ち上げのため、日本財団は資金提供などの支援活動を行なった。
これに関連し携帯ラジオ 4 万 2 千個を被災者に配布している。
臨時災害放送局は地元の人々により運営されているので、視聴者との距離感が近
く安心感を持って利用された。道路や交通、停電状況など生活に役立つ情報や、大
船渡市出身の歌手新沼謙治さんが同市のミニ FM 局「おおふなと さいがいエフエム」
に出演し住民にエールを送るなど癒しにも役立っている。3
２）
①

ツイッター
混乱時も安定して稼動
携帯電話と公衆電話を除く固定電話は通信規制となったが、インターネットは停
止しなかったので、ツイッターを利用して肉親や知人の安否確認や交通情報の連絡
に利用できた。仲間や家族とオンラインで出会えることは大きな安心感となって、
これ以降も大切なコミュニケーション手段として利用され、日本のツイッター利用
が一気に高まった。
ツイッターはサービスが停止することなく稼動し地震発生から 1 時間以内に東京
だけで毎分 1200 件以上のツイートが投稿され、11 日の利用者投稿数は約 3300 万件
で通常の約 1.8 倍に達した4。地震発生翌日（3 月 12 日）の新規加入者数は 57 万 2000
人にものぼり多くの人がツイッターを通じて情報発信をおこなった。5
NEC ビッグローブによれば 2011 年 2 月 28 日から 3 月 6 日の間、娯楽関連のツイ
ートが 57％、交通 7％、地震 5％であったが、3 月 11 日は地震 72％、交通 8％であ
ったと発表している。3 月 11 日を契機にツイッター利用が直ぐに震災関連に切り替
わった様子が読み取れる。

2
3
4
5

「東日本大震災」に伴う臨時災害放送局の開設状況
DIAMOND ONLINE メディアにも多様性を 震災で見直された「地域メディア」の実力
http://diamond.jp/articles/-/12384
NEC ビッグローブ 東日本大震災におけるツイッターの利用状況について
http://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2011/04/27-1
NHK 放送文化研究所 東日本大震災に見る大災害時のソーシャルメディアの役割
http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/domestic/133.html
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②

広域性と高速性
米ツイッター社は 6 月 29 日（現地時間）、ツイートがいかに高速に幅広く世界に
波及するかを示す例として、東日本大震災の際のツイートの流れを視覚化した動画
を公開した。3 月 11 日の東日本大震災の際、1 秒当たりのツイート数は 5 回にわた
って 5000 件を超え、地震発生後日本からのツイート数は 500％増加したという。6
図 2.1-1 は地震発生前後 1 時間の
日本からと日本へのリプライの流れ
を示す。
ピンクが日本のユーザへのダイレ
クト返信を、黄色が日本からのダイ
レクトリプライを表している。

図 2.1-1

震災直後ツイートフロー1

図 2.1-2

震災直後ツイートフロー2

図 2.1-2 は地震発生後 1 時間に日
本からのツイートがリツイートされ
る様子を示す。
オリジナルのツイートは赤で、リ
ツイートは緑で表している。

３）

Yahoo！JAPAN

東日本大震災後初めての月曜日（3 月 14 日）に、「Yahoo！JAPAN」の 1 日のペー
ジビュー（PV）は 23 億 6500 万を記録していた。これまでの記録を 3 億 3500 万上
回る数字だ。一方で、宮城県など被災地からのアクセスは普段の 4 割ほどに落ち込
んだという。日本最大のポータルサイトの PV は、震災の影響の大きさと被害の深
刻さを物語っている。
４）

ミクシィ
ミクシィの代表的な機能は日記だが、地震直後はミクシィボイスの投稿数は普段
の約 8 倍に達した。「明けましておめでとう」の投稿が殺到する年始でも普段の 2
倍程度である。ミクシィボイスへのアクセスは翌日の昼には落ち着いてきたが、し

6

twitter blog
Global Plus 2011 年 6 月 29 日
http://blog.twitter.com/2011/06/global-pulse.html
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ばらくは通常の 2～3 倍多い状態が続き、ミクシィは急きょサーバを増やしアクセ
ス集中に耐えた。
ミクシィ日記の投稿数は 3 月 12 日に急増、特に宮城、福島、岩手など地域ごと
のコミュニティには、被災者の書き込みが相次ぎ、東北地方の投稿は普段より 44％
増えた。
コミュニティのトピックや情報は交通、医療、物資提供、仮設住宅など様々、ス
ーパの品揃えや行列の待ち時間、個人商店の営業時間といったローカルな話題や、
「津波で海水に浸った床を掃除するコツ」「紙おむつを手作りするには」などノウ
ハウの共有もあった。
友人や知人の実名や年齢、当日の服装などを詳細に明かして安否確認を求める投
稿は、震災から 1 カ月経過した 4 月も後を絶たず、カジュアルでライトなコミュニ
ケーションに使われてきたミクシィが生死に関わるコミュニケーションに使われ
ているのを見て「グーッと背中に緊張が走る思いだ。」と原田副社長は明かした。7
4 万 2000 人が参加しているコミュ
ニティ「◆宮城県◆今、心を一つに
……」では、
「愚痴です。スルーして
ください」と被災者が思いを発露す
る投稿や、
「くよくよしていられない。
頑張っぺし」と方言で書いた投稿な
ど、3 月 11 日以降 2600 件以上の書
き込みがあり、2004 年からある宮城
県のコミュニティは震災の話題一色
となり被災者と共感する場にもなっ
た（図 2.1-3）。
図 2.1-3

◆宮城県◆今、心を一つに‥

のページ8

3 月 16 日、友人（マイミクシィ）が最後にログインした時間から安否確認する機
能を追加し、新たに開設した「友人のログイン状況」ページをパソコン、携帯電話
向け「mixi モバイル」とスマートフォン向け「mixi Touch」から閲覧でき、友人・
知人の安否を簡易な方法で確認するのに役立った。
7
8

出典 ITmedia 地震、その時 mixi は
http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1104/15/l_mmi_mixi_02.jpg
出典 ITmedia 地震、その時 mixi は 「頑張っぺし」
集まる被災者の声、飛び交う超ローカル情報
http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1104/15/l_mmi_mixi_03.jpg
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（２）

救援・復興半ば
震災直後の混乱がまだ続く中、被災者の避難所生活が始まった時には、SNS は伝
達手段から世界中と震災情報を共有できる情報インフラとなった。一方被災者の救
援・復興を目的としたサイトが次々に立ち上がり、ソーシャルメディアは物資を支
援する事だけでなく被災者と支援する人の、心と心とを繋ぎ被災者の心の支えとな
った。
SNS 各社の緊急対応により SNS は情報インフラとしてマスメディアにも利用され
るようになった。

１）

マスメディアによるソーシャルメディアの利用
SNS はマスメディア各社のサイトとリンクして、被災地域でのローカルなそして
世界の人々に日本の状況を発信できるグローバルな情報インフラとなった。
・

Ustream によるテレビ・ラジオ番組の再配信
従来、テレビ局は番組の再配信を著作権により許可しなかったが、この非常事
態において人命救助に役立ち、また日本の状況を世界に発信する事は、報道機関
の使命であるとの判断で、震災当日に NHK と TBS が、その後フジテレ等 13 のテレ
ビ・ラジオ放送局が Ustream のライブストリーミングにより番組再配信を実施し
た。

・

福島民報は、震災の 2 日後にツイッターのアカウントを開設し、給水所や避難
所、学校の休校情報など、生活情報を配信した。開設からわずか 2 日で 6,600 の
フォロアを集めており、地元住民にとっての貴重な情報源となった

・

共同通信社は、3 月 16 日フェイスブック（2011 年当時世界で 6 億の利用者）
にフェイスブック会員でなくとも閲覧できるフェイスブックページを開設し、英
文ニュースや被災地の写真を多数掲載し、日本の現状を海外に向けて伝えるよう
になった。

２）
①

ツイッター
情報インフラとなったツイッター
ハッシュタグは状況に応じて即時的なコミュニケーションルート構築に使われ
るが、ツイッター社は 3 月 12 日日本語版公式ブログで震災関連情報に関する推奨
ハッシュタグを公開した。
#jishin: 地震一般に関する情報

#311care: 医療系被災者支援情報

#j_j_helpme :救助要請のみ

#311sppt: 支援、救援物資が必要な被災者の
方々の生の声のみ

#hinan :避難情報
#anpi :安否確認

#311pet: 被災したペット、動物救済
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ツイッター社は東日本大震災
（当時は東北地方太平洋沖地震と
呼んでいた。）に関し推奨ハッシュ
タグの使用、ツイッター募金、携
帯用特別サイト作成の通知、拡散
させる場合公式リツイートの推奨、
情報源を確認した正しい情報発信
による誤情報拡散防止を呼びかけ
た（図 2.1-4）。
ハッシュタグの内、#jishin、
#j_j_helpme、 #anpi が特に多く
図 2.1-4 ツイッター社の公式ブログ
出典 twitter blog 東日本大震災に関して
が何十回とリツイートされた結果、 http://blog.jp.twitter.com/2011/03/blog-pos
t_12.html
震災情報の共有化が定着した。ツ
使用され、ハッシュタグツイート

イートを共有する人は単に右から左へバケツリレーで情報伝播するだけでなく、情
報の加工や追加により、様々な役割で情報発信と伝播に協力するコラボレーション
型の、マスメデイアには出来ない情報網として機能した。
②

ツイッターを流れた情報
・

テレビ放送より信頼された原発事故情報
原発事故に関する正確な情報が公開されず国民が不安に感じている中、専門家
がツイッターを利用して情報発信をおこなった。
東大病院の医師をはじめ、原子力工学、理論物理、
医学物理の専門家による放射線治療担当チームが、
それぞれの立場から福島第一原子力発電所の事故に
関する正しい知識を提供し始めた（図 2.1-5）。
専門家が SNS を利用した事により、官製の発表に
ならざるを得ないテレビ放送に比べ SNS への人々の
信頼度が向上した。
図 2.1-5 東大病院専門家の放射能知識
に関するツイート

・

官庁、自治体、公共機関のオフィシャルな情報発信
NHK 広報局（NHK 広報局公式アカウント）、気象庁の地震速報（earthquake_jp）

は地震発生直後からリアルタイムで常に最新情報を流し続けた。以降朝日新
聞、47NEWS（全国 47 都道府県・52 参加新聞社と共同通信の内外ニュース）か
らの地震情報がツイートされた。ツイッターが情報基盤として認知され、官
邸、地方自治体、気象庁、防災科学技術研究所も公式アカウントにより情報
28

発信をおこなった。9
・

気仙沼市はツイッターで災害情報を発信している。

東京電力の電気使用量情報
東京電力は電気使用量情報が
リンクされたツイートを定期的
に発信し、そこから電力の使用
状況データを外部のコンピュー
タから読み取る事ができるよう
にした。公開されたデータを利
用し、わかりやすく加工した
Web サイトやアプリケーション
が、パソコンやスマートフォン
等向けに相次いで登場した
（図 2.1-6）。

３）

図 2.1-6 YAHOO が公開した電力使用メータ
出典 YAHOO 電気予報
http://setsuden.yahoo.co.jp/tokyo/denk

被災地からの情報発信
多数の人々が、津波の襲来や震災地域の状況の貴重な映像や写真を撮影していた。
故郷が破壊される映像を見るのは悲しく、見るに忍びないがこの災害を風化させた
くないとの思いで、映像をニコニコ動画や YouTube に投稿した方が多かった。
マスメディアであるテレビ放送は映像内容や放送回数が限定されるが、ソーシャ
ルメディアであればそのような制限はなく、街をのみ込む津波、地震により建物が
倒壊した街の様子を発信し世界中の人はかたずをのんで見守った。10

被災地の状況をテレビ放送が取材する場合、第三者の眼で被写体をみてしま
うしテレビでは放映できない映像制約もあるが、ソーシャルメディアによる被
災者と同じ目線に立った一次情報を見る場合は心を揺さぶられることが多い。
マスメディアでは一件毎の支援内容を報道できないのに比べ、ソーシャルメデ
ィアでは支援を受けた被災者の感謝と率直な喜びの様子を伝える事ができる。
テレビでは外向に編集された報道となる傾向にあるが、ブログはテレビでは報じ
られないような情報が投稿され、被災者の厳しい生活の実感のこもった様子が伝わ
る。
「がんばれ東北」11は被災地の県毎に被災者の方のブログを集めて公表している。
そのブログの中の「夢の実現へ
き恐怖

きむら社会福祉士事務所」は「光なき不安

音な

障害者たちの３．１１」という題で「津波は音も無くきた。」、「介護でき

る人がいないと視聴覚障害者は避難できない。」、「視聴覚障害者は避難所に居づら
い。」、「居づらい避難所から自宅へもどったところ津波に襲われた。」等、視聴覚障
9

togetter 『平成 23 年東北地方太平洋沖地震』ニュースまとめ(158)：10/28-11/03
http://togetter.com/li/110435
10 Youtube
大船渡市が津波にのみ込まれ男性が慟哭
http://www.youtube.com/watch?v=N58tJucmVbU
11 クチコミ係長
がんばれ東北 http://www.hottolink.co.jp/kakaricho/research/japan/tohoku.html
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害者がかかえる多くの課題が述べられている。12
紹介したい動画やブログは多いが特に以下 3 件の動画とブログを紹介しておく。
697 UNKNOWN HEROES - 知られざる英雄たち - 東日本大震災の復興に
http://www.youtube.com/watch?v=m5MPg_QzP4s
岩手の少女、天国の母へ涙のトランペット
母親をなくした少女が招かれて東京オペラシティでプロの音楽家と演奏
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=KmBXnP7AuYw
漁師の徒然なるブログ
家も船も失った魚師が漁船を支援され再び漁師を始める
http://blog.goo.ne.jp/heiun

（３）
１）

復興支援
対応が遅れた従来型の支援
今回の震災は大規模に被害が発生し生活基盤が破壊された被災者が多いため、

支援内容は生活全体（生活物資、医療、教育、仕事、ボランティア、･･）にひ
ろがり、また被災地域が広範囲のため、多種・大量の支援が必要となった。
全国からの救援物資は従来から自治体、社会福祉協議会などを通して避難所に
届けられたが、大規模な災害で作業量が急増し物資の要求に応じて分配してい
く中間的な自治体や社会福祉協議会組織が機能しなくなり、集積所に積まれた
ままであったり、大きな避難所では物資が余っているが、小さな避難所や自宅
避難者には届かない状態であった。13
２）

ソーシャルメディア（Web,SNS）を利用した支援

このような状況でソーシャルメディア（Web、SNS）を利用し、支援の必要な人
と支援をしたいと思っている人を結びつけるサイトが次々に開設された。ソー
シャルメディアは、被災者と支援する人を結び、必要な物を必要な人に直接か
つ迅速に届ける事が出来る情報インフラとして、従来のメディア（TV、新聞、
ラジオ）では出来ない大きな役割を果している。
Web サイトは支援の情報ベースとして位置づけられ、被災者や被災地の情報、
支援要請、被災者からの感謝のお便り等の情報発信、支援記録アーカイブとし
て使用されている。被災者の支援要請はメッセージだけでなく被災者のプロフ
ァイル、被災地の様子、支援の理由など、写真、動画、地図を使い判りやすく
伝えているので、支援したいと考えている人達に共感を得られやすく、募金、
物資、ギフト券などの形で遠方や海外からも支援することが出来る。
12
13

きむら社会福祉事務所 光なき不安 音なき恐怖 障害者たちの３．１１
http://blog.goo.ne.jp/good1949/e/f0d9e1b6eea7eb55b729e5ed3aa71208?fm=rss
3 月 30 日（水）東日本大震災 いわき 物資 競輪場
http://www.youtube.com/watch?v=ntXtBzWWzpU
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３）

支援サイト
支援サイトには、
“被災者を支援したい”との思いが込められており、支援者

と被災者のマッチング方法に支援サイト毎の特徴がある。多くの支援サイトは
マッチングによって支援を受けた被災者の喜びやお礼のメッセージ、写真を支
援者に伝える仕組みを組込んでいる。支援者も自分が支援できた喜びを感じ、
被災者の心の支えとなっている様子が伺え、既存のメディアでは成し得ない役
割を果している。
支援サイトは単に物品の受け渡しだけでなく、被災者と支援者の交流、支援
するボランティア・支援者の交流に利用しているサイトが多数あり、ソーシャ
ルメディアは被災者支援や復興に大いに役立っていると評価できる。
（４）

復興への長い道程
復興への道程は長く険しい。被災者への生活物資による支援はこれからも、被災
者の自立、子供達の成長、地域が必要とする復興への手助けなど、多種多様、広域
かつ長期に必要であるが行政だけでは行き届かない現実がある。ここでも多くのボ
ランティアそれも専門知識を持ったボランティアが必要になる。
東北ライジングでは２００名を超えるビジネス・パーソンと大学生が参加する農
業、漁業から音楽、美容など幅広いジャンルで様々なプロジェクトを立ち上げてい
る。14
9 月 23 日から 10 月 22 日までの 30 日間連続して銀座の文祥堂イベントホールに
て「GINZA30DAYS」を行い約 20 の団体や企業が参加し、復興のための情報共有や新
たなネットワークを作る場となった。プログラムの中に“東北グランマが暮らす町”
があった。このプロジェクトは宮城県大指（おおざし）の漁場で働くお母さんたち
と漁業復興を決意している魚師の皆さんが協同して偶然のきっかけで始まった。そ
の後岩手県久慈市にある有名ブランドの女性スーツや水着を手がけている裁縫街
の人達が合流し、被災地復興を担う地元の皆さんが志を同じくして GINZA30DAYS に
参加した。15
被害を受けた東北は水産業を生計としている地域が多く、「漁業復興はなんとし
ても成し遂げたい。」との思いは強い。「水産業の裾野は広く効率的な復興が必要と
なっている。」との指摘もあり16

、復興を願う地元の人々の熱意を支える仕組みが

必須である。
神奈川県在住の TN さんが“いっしょだよ TOHOKU プロジェクト”を立ち上げた。
「東北が元の元気を取り戻すまで一緒に歩み続ける。」という運動に賛同する人が
バッジ（図 2.1-7）を付け、いつも東北を想いながら個々にできる事を大勢の人が
14
15
16

東北ライジング
http://tohokurising.org/
東北グランマが暮らす町 http://tomodachi.in/contents/img/press_pdf03.pdf
DIAMOND ONLINE 竹井善昭氏 復興の現場にも「見える化」を http://diamond.jp/articles/-/14664
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積み重ね、10 年以上の年月が必要と思われる東北の復興の後押しをするプロジェク
トである（図 2.1-8）。17

図 2.1-7

図 2.1-8

いっしょだよ TOHOKU プロ

フェイスブック

いっしょだよ TOHOKU プロジェクト

ジェクトのバッジ

昨年 6 月に発足したこのプロジェクトに賛同する人が増え、フェイスブックを利
用してコミュニケーションを図っている。賛同者の一人陸前高田市戸羽太市長が成
人式典に参加し絆以上の固い結束を感じた事、環境未来都市の認定を受けたが、な
かなか進まぬ復興への市長の思いが投稿されている。
震災後１年を経て「やっと言葉にできた。」として、被災者の心のメッセージが
投稿されている。被災者がようやく語った貴重な証言の概要を以下に紹介する。
・

津波に襲われた時、位牌を取りに戻ろうとした叔母が迫り来る津波にのまれて
しまった。「私はいいからお前は逃げろ。」と諦めようとする母を「今まで苦労だ
けしてきた母を波にとられてなるものか。」と必死に引っぱって逃げた。

・

あの日の出来事は全てをばらばらにし、故郷さえもなくし言わば全てをなくし
た。
家さえもなくしたが家族全員が無事であることが被災生活を乗り越えられた源

・

であった。
・

一度極地にぶつかると年代を問わず前向きに進めることを痛感した。

・

全国からの温かい支援のおかげで、ようやく歩き始められた。
長期間に渡る復興は容易なことではない。道路、漁港、住宅地等インフラとなる

大きな事業は政府、自治体、地元が中心となり進めていくが、地元産業の復興は担
い手となる人々の熱意と努力が必要であり支援する仕組みが必須である。
政治や行政だけに委ねるだけでなく一人ひとりが復興を考え続け、少しの力でも
17

いっしょだよ TOHOKU プロジェクト

http://ja-jp.facebook.com/isshodayo.TOHOKU.project
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多くの人が復興に寄与することの大切さを、“東北ライジング”と“いっしょだよ
TOHOKU プロジェクト”は教えてくれる。
復興しようとする被災地と支援する国民との社会的な連携を保ち復興を支える
社会基盤としてのソーシャルメディアの必要性を痛感する。
２．１．２

震災でのソーシャルメディア

本項では、東日本大震災関連で利用度が高く、かつ特長のあるメディアの内、ソーシャ
ルメディアに属するものを中心に、ソーシャルメディアと関連性を持って利用されたもの
を採り上げる。
これらのメディアの利用のされ方は様々であるが、最初に、大震災発生時になにがどの
くらい使われたのかを示しておくことが必要である。それには、執行文子氏の下記の調査
報告が参考になる。
・

「東日本大震災・ネットユーザはソーシャルメディアをどのように利用したの
か」18

・

「東日本大震災・被災者はメディアをどのように利用したのか」19

この調査は、インターネットユーザに対して、アンケート調査を実施し、その上でその
中からいくつかの観点でグルーピング（ヘビー、ライトなど）し、さらに２週間程度の期
間のオンライン会議を行って結果をまとめたものである。
被災地と準被災地に分けて、若干時期をずらした調査を行っている。
表 2.1-1 は被災地居住者に対し、表 2.1-2 は準被災地居住者に対してと分けて、震災直
後の１週間に、使用したサイトやサービスは何か？を聞いた結果をまとめたものである。
表 2.1-1

被災後に利用したサイトやサービス（複数回答）

被災地居住（被災５県在住者）のインターネット利用者、2,384 人
サイト区分

18
19

利用度（％）

ヤフーの震災特設サイト

48

県や市町村など自治体のサイト

22

YouTube

22

グーグルの震災特設サイト

22

グーグルまたはヤフーのサイト（震災特設サイト以外）

20

ツイッター

20

ミクシィ

16

ブログ

16

http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2011_08/20110801.pdf
NHK 放送文化研究所、放送研究と調査、2011 年８月号,p4
http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2011_09/20110902.pdf
NHK 放送文化研究所、放送研究と調査、2011 年９月号,p20
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NHK のサイト

13

新聞社のサイト

5

ニコニコ生放送

5

Ustream

4

ニコニコ生放送以外のニコニコ動画

3

フェイスブック

2

表 2.1-2

被災後に利用したサイトやサービス（複数回答）

準被災地居住（関東甲信越など）のインターネット利用者、8,104 人
サイト区分

利用度（％）

ヤフーの震災特設サイト

51

グーグルまたはヤフーのサイト（震災特設サイト以外）

25

ツイッター

20

YouTube

20

グーグルの震災特設サイト

17

ミクシィ

17

ブログ

15

新聞社のサイト

14

NHK のサイト

14

民放テレビ局のサイト

8

ニコニコ生放送

6

Ustream

6

フェイスブック

4

上記の利用度合いを勘案して、本項では以下の項目を取り上げる。

（１）

・

Web 情報サイト

・

ブログ

・

SNS （ ツイッター、ミクシィ、フェイスブック）

・

ウィキペディア

・

同時放送 （Ustream、ニコニコ生放送）

・

ニュース

・

インターネット電話

（Radiko）
（Skype）

Web 情報サイト
Web サイトの一部は、ソーシャルメディアと見做せるものである。
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掲示板型などの形で、Web 運営者やユーザ同士の間で、コミュニケーションを図
れるものがあり、それらがソーシャルメディアに該当する。この Web 上でのコミュ
ニケーション機能は、広く考えると様々なバリエーションがあり、どこまで含める
かに関しては曖昧さが残る。
Web の多くは情報提供型で、ユーザ同士のコミュニケーション機能があると言え
るものは、現状では少ない。しかし、中には、Web 側が提示する情報に関して、あ
る種の選択をユーザ間で決定させるものや、掲示板形式で情報が Web 上に累積され、
ユーザの意見や情報に対して、コミュニケーションを実施できるものがある。
また、最近では、ツイートボタン、いいなボタン、ハテナ・インタフェースなど
を使って、ソーシャルメディアの世界との弱いながらリンクを行えるものが増えて
いる。
これらは、特定の Web の中の全ページで行われているわけではなく、一部のペー
ジにおいて重点的に志向されているようであり、今後もユーザの反応を上手に取り
込む仕掛けが工夫されるにつれ、Web もこの方向へ変って行くことであろう。この
ような理由で、個々の Web を区分することはやめ、Web の震災に果たした役割を概
観しておく。なお、キュレーション20という概念から見れば、Web は、情報空間の重
要構成要素であり、蓄積型のデータの所在場所として、キュレーションの対象の中
心となるものである。
震災発生直後から、政府・各省庁、地方自治体、報道機関など、地震・津波・原
子力事故などに関する各地の被害の状況や対応策に関する報道、被災者への諸生活
支援策などを、多くは、自組織の Web の上に、特設の震災対応のページを設けて、
日々刻々変化する状況を総力を挙げて把握しながら、それに対する対応状況を発信
し続けた。
被災地の医療機関・交通機関は、被災状況や業務の継続・再開に関する現状や見
込みを逐次発信している。民間のサービス事業者、製造事業者も自社の被害の状況
や、業務の再開の見通しなどの情報を発信している。
被災地に対する多くのボランティア活動や支援活動が組織され、それに対応する
Web も素早く立ち上げられ、被災者が必要とする支援とボランティア活動をする人
達との情報共有や活動のマッチングなどに活用された。
原発事故・放射能関連の知識情報に関する有用なサイト、電力不足と計画停電に
関するサイトも、多くの利用者に活用された。
SNS を活用する組織では、Web 情報の更新や所在の案内をツィートし、情報発信
を行った。また、SNS の効用が広く認識され、公式情報発信メディアとして、新た
にツイッターを開始する公的機関が続出した。
20

インターネット上の情報を収集しまとめること、または収集した情報を分類し、つなぎ合わせて新し
い価値を持たせて共有することを言う。語源は、博物館や図書館などの管理者や館長を意味する
Curator からきている。（知恵蔵 2011 による）
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インターネットのポータルであるヤフー、グーグルは、震災対応の特設対応ペー
ジを素早く立ち上げた。
各種の情報の所在を示すまとめサイトが多数存在した。また、まとめのまとめを
名乗るサイトも存在した。大震災対応で新たに立上げられた特長のある Web サイト
としては、表 2.1-3 に挙げるものがある。これらの一部でツイッター・インタフェ
ースがとれるもの、掲示板形式による情報交換を行えるものなどが存在する。
表 2.1-3
サイト名称
ALL311

大震災に関連する情報を扱っている Web
内容

URL

地震・津波・土砂災害などの協

http://all311.ecom-plat.jp/

働情報プラットフォーム
Pray For Japan

日本へのつぶやき

http://prayforjapan.jp/message/

Google

安否情報

http://japan.person-finder.appspo

Person

t.com/

Finder
がんばれ東北

被災地居住者のブログ集

http://www.hottolink.co.jp/kakari
cho/research/japan/tohoku.html

sinsai.info

みんなでつくる復興支援プラ

http://www.sinsai.info

ットフォーム
SAVEJAPAN

エリア別救済支援情報サイト

http://savejapan.simone-inc.com/i
ndex.html

助けあいジャパ

復興対策本部連携プロジェク

ン

ト

自動車・通行実

道路通行可否案内

http://tasukeaijapan.jp/
http://www.google.com/intl/ja/cri
sisresponse/japanquake2011_traffi

績情報マップ

c.html
Google

Crisis

グーグル震災対応特設サイト

http://www.google.com/intl/ja/cri
sisresponse/japanquake2011.html

Response
YahooJapan 東日

ヤフー震災対応特設サイト

http://info.shinsai.yahoo.co.jp/

震災前後の実写像保存

http://www.miraikioku.com/

本大震災・震災
情報
Google 未来への
キオク
ここでは、ポータルとして利用度合いの高かったグーグル、ヤフーの震災特設サ
イトの内容を簡単に紹介する。
36

１）

グーグル
ポータルサイトの震災関連総合情報案内として、 Google Crisis Response を立
上げ、その中で、支援と復興に関する情報、被災地情報、災害に関する情報、募金
と寄付金に関する諸情報をまとめている（図 2.1-9）。
支援と復興に関する情報では、ボ
ランティア関連情報、ビジネスファ
インダ（被災地の店舗・企業の状況
検索サイト）を、また被災地情報で
は、Google 避難所情報、被災地生活
救援サイト、被災地救援ポータルマ
ップ、交通運行状況（Google 自動車
通行実績情報マップ、国土交通省関
連情報など）、また被災地情報では、
Google 避難所情報、被災地生活救援
サイト、被災地救援ポータルマップ、

図 2.1-9

グーグル震災対応ポータル

交通運行状況（Google 自動車通行実
績情報マップ、国土交通省 関連情報など）、被災地メディアニュースを、災害に関
する情報では、原子力発電所事故関連（官邸、原子力安全保安院へのリンク）、医
療に関する情報、放射能に関する医療情報、地図による災害情報所在などを探すこ
とができる。
ここで、被災地救援サイトは、場所別として、各県、各市町村別に、カテゴリ別
として、各種相談窓口、仮設住宅、官公庁、緊急指定避難場所、ガソリン供給、給
水・炊出し、物資の無料配布、食料日用品、車両通行止め箇所、銀行・ATM などに
項目分けがされており、その組合せにより、より詳細な情報の所在へのリンクが張
られている。
ここには、震災発生直後に素早く立上げられた特徴のあるサービスとして Google
Person Finder、自動車通行実績情報
マップなどの利用が可能となってい
る。
ま た 、 GoogleEarth 、 Map 、
StreetView などのサービスで蓄積
された地図情報に関するノウハウが
随所に活用されているのを見ること
が出来る。
また、グーグルは、2011 年 12 月
に、Google

Street View 機能を利

図 2.1-10
37

ヤフー震災対応ポータル

用し、東日本大震災の被災前後の現地の実写画像を見比べられるサービスを公開し
た。同社の復興支援サイト“未来への記憶”でこれを見ることが出来る。
２）

ヤフー（Yahoo!JAPAN）
ポータルサイトの震災関連総合情報サイトを設け、その中で、各種の情報や関連
サイトの案内を行っている（図 2.1-10）。
まず、震災情報、復興支援、節電停電、原発情報、放射線情報に区分される。
震災情報は、災害情報、原発情報、生活情報、交通情報、募金ボランティア情報
からなる。
災害情報は、被災各県別（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）の被災地別支
援情報サイトに展開され、その中で、各自治体公式サイト、生活（ライフライン、
医療、交通情報、相談、原発に関する情報）、住居・避難所・仮設住宅、安否、地
元メディアのニュースなどへのリンクが張られている。
原発情報は、原発事故関連情報、放射能関連情報があり、放射線計測値、拡散シ
ミュレーション、海外機関からの情報などへのリンクが張られている。
生活情報は、ここでは、中央省庁関連の情報、県別に分解されない形の各種横断
的情報（各府省庁の復興関連情報、震災医療情報、銀行保険関係情報、選挙関連情
報など）へのリンクが張られている。
同様な考え方をベースにして、各種の震災関連情報をまとめた有用なサイトが各
方面で作成され維持された。これらは、公共機関、各種団体、個人などにより作成
されている。

（２）

ブログ
ブログは CGM（消費者主体メディア）の代表とされる。総務省・情報通信政策研
究所の調査によれば、2008 年において、日本語ブログ総数は約 1,600 万、内１ヶ月
に一回以上記事の更新が行われるアクティブなブログは約 300 万件となっている。
ブログは、2006 年頃から急速に普及し、UGC（ユーザ生成型コンテンツ）を生む
代表的メディアとして成長してきた。個人や数人のグループで運営され、日々更新
される日記的な Web サイトが多く、内容は、個人の趣味、雑記等を含め多種多様な
ものがある。ブログが普及した要因としては、①テキスト入力で簡単に自分の HP
を作ることができること、②無料で利用できるサービスが用意されていること、③
携帯電話からも更新や閲覧ができること、④トラックバック、RSS 配信機能等コミ
ュニケーションを活性化するツールがあること等が挙げられる。
我が国では、ISP 事業者やポータルサイト事業者の多くが、ブログサービスを提
供しているが、特定カテゴリや地域をテーマにしたもの、個人運営のもの、他のサ
ービスの付帯サービスとして提供しているものなど、規模の小さなブログサービス
事業者も多い。
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総務省の 2005 年度調査では、ブログサービス事業者は 115 社とされている。有
料サービスを提供するものもあるが、大半は無料でブログサービスを提供し広告収
入を収益源としている。
ブログの分類の仕方については、いろいろあるが、自己表現重視型、コミュニテ
ィ形成重視型、社会貢献重視型、収益目的重視型、アーカイブ型などに分けること
がある。
ブログの信頼性に関する問題としては、スパムブログ、スパムトラックバック、
スパムコメント、ブログ炎上などの課題がある。利用者のリテラシーの向上が必要
とされる場面があることは SNS と同様である。
ツイッターのメッセージは、140 字内に限定されるため、詳細内容や蓄積内容の
参照は、ホームページまたはブログと連携させることが必須となる。SNS、特にツ
イッターユーザが非常な勢いで増大している背景にはブログシステム技術の発展
と普及がある。
震災時に多くのブログが、被災地状況、生活体験、支援活動など様々な情報を発
信してきている。具体的にどのようなものがあるかをあげることは難しいが、いく
つかの例をあげる。
・

がんばれ東北21
Web であるが、被災５県に在住する人々のブログの記事を拾いだし、それらを
まとめたものである。もとのブログとのリンクがあるので、いわばブログのリン
ク集という性格も持ったものである。

・

Yahoo!ボランティア・復興ナウ22・・・支援活動中の NPO 団体などのブログの
まとめ読みが出来るサイトである。

・

ネット上でのデマまとめ・荻上式 BLOG23・・・荻上チキ氏運営でデマ情報の紹
介、分析などに詳しい。

・

孫正義さんのツイッター発言まとめのブログ24

・

東大病院放射線治療チーム25
上記の孫氏、東大病院は、いずれも 3 月 14 日～21 日の一週間でツイッター・フ

ォロア数を急増させたアカウント保持者である。東大病院は、原発事故と放射線の
影響がどうなるか不透明な中での情報発信に関心が集中しフォロアが増大したが、
状況の変化とともに落着きを見せたようである。
（３）
１）
21
22
23
24
25

SNS（ ツイッター、ミクシィ、フェイスブック）
各サービスの概要

http://www.hottolink.co.jp/kakaricho/research/japan/tohoku.html
http://shinsai.yahoo.co.jp/fukkounow/
http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/al
http://ameblo.jp/masason-twitter
http://tnakagawa.exblog.jp/
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①

ツイッター
2006 年 7 月に、アメリカの Obvious 社（現ツイッター社）により、開始されたサ
ービスであり、個々のユーザが今行っていること、感じたこと、考えたことなどを
ツイートと称される短文（140 文字以内）を投稿し、それを閲覧できることによっ
て広くコミュニケーションがはかれる通信サービスであり、マイクロブログ、ミニ
ブログといったカテゴリに分類される。ゆるいつながりが発生し、広い意味での SNS
の一つとされることが多い。
メールアドレスなどを登録すれば、誰でも無料で利用可能である。

②

フェイスブック
アメリカのフェイスブック社が運営する SNS で 2004 年にハーバード大学生向け
サービスとして開始され、2006 年 9 月から一般開放され、2008 年には日本語版も
公開された。ユーザ数は、2010 年７月現在、世界で５億人を超え、世界最大の SNS
サイトとなっている。
2012 年 2 月には、米国での株式公開申請を行ったが、2011 年末時点では世界で 8
億 4,500 万人の登録者をかかえていると発表している。13 歳以上であれば無料で参
加できるが、実名登録制である。
77 国語に対応し、世界中で利用されている。

③

ミクシィ26
（株）ミクシィが運営する、日本最大級の SNS である。
2004 年 2 月にサービスを開始している。日本では最も早い時期からサービスを開
始している SNS の一つである。
当初は、既に入会している登録ユーザからの完全招待制を採用していた。2010 年
3 月からは招待なしでも参加できる登録制となったが招待制も引き続き使用してい
る。また、18 歳以下の者の参加は利用規約で参加を禁止していたが、2008 年 12 月
より、15 歳に引き下げられた（17 歳以下は、機能制限あり）。
ユーザ数は、2009 年 9 月現在、約 1792 万人、アクティブユーザ率は、2007 年 5
月現在では、64%とされている。
SNS としての機能は充実している。友人、日記、コミュニティ、フォト、レビュ
ー、ニュース、ミクシィ・アプリ、ボイスなどのサービスがある。プロフィールや
日記、写真などの公開範囲を細かく設定することが出来る。
日記やコミュニティなど、フェイスブックと同様の機能が多く、日本国内でのサ
ービス提供が先行していたこともあり、現在も日本国内ではフェイスブックよりも
ユーザ数は多い

２）

震災前の利用状況
平成２３年版

26

「ウィキペデイア

情報通信白書

第３章・第２節「ソーシャルメディアの可能性と

mixi」http://ja.wikipedia.org/wiki/Mixi
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課題」 には、次のような利用者調査の概要が記述されている。約 3200 人の調査対
象者に対し、その 42.9%の回答者がソーシャルメディアを利用中と回答、年代別内
訳では、10 歳代で 71.7%、20 歳代で 63.9%、60 歳代以上で 22.3%と若年層ほど利用
率が高くなっている。また、使っているソーシャルメディアの種類については、利
用度の高い順に、SNS(ミクシィ、フェイスブックなど)の利用率が 75.2％、ツイッ
ターが 50.0% 、ブログが 54.8%となっている。また、利用目的の分析では、「もと
もとの知人とのコミュニケーションのため」は、SNS(ミクシィ、フェイスブックな
ど)が 43.9%、ツイッターが 25.0%、「知りたいことについて情報を探すため」は、
SNS(ミクシィ、フェイスブックなど)が、42.7%、ツイッターが 58.5％となっている
など、目的に応じたソーシャルメディアの使い分けが行われていることが報告され
ている。
３）

震災時のツイッター、フェイスブック、ミクシィの各利用目的と得られた情報
地震発生から 1 週間程度の期間におけるインターネットの利用者 8104 人（準被
災地居住者）中のソーシャルメディア利用者への下記のスクリーン調査の結果が参
考になる。
執行文子氏「東日本大震災・ネットユーザはソーシャルメディアをどのように利
用したのか」27
震災後のソーシャルメディアの利用目的（複数回答）
震災後にソーシャルメディアから得た情報（複数回答）
表 2.1-4 および表 2.1-5

にその結果を示す。

ツイッターの利用目的は、情報取得、フェイスブックは、親しい人との安否確認
や互いの近況把握を目的に利用されている傾向が見える。
表 2.1-4
ツイッター

震災後のソーシャルメディアの利用目的（複数回答）
n=1643、ミクシィ n=1336

利用目的

フェイスブック n=335

ツイッター

ミクシィ

フェイスブック

最新の情報を得る

58%

36%

31%

テレビや新聞では得られない情報を得る

44

28

23

有名人の発信する情報を得る

31

7

14

専門家の発信する情報を得る

23

5

10

友人、知人、家族などの近況を知る

27

55

51

仲間の安否を確認する

19

32

28

自分の安否を知らせる

15

22

25

27

http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2011_08/20110801.pdf
所、放送研究と調査、2011 年８月号 p4,p5
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表 2.1-5

震災後にソーシャルメディアから得た情報（複数回答）

ツイッター n=1643、ミクシィ n=1336、フェイスブック n=335
得られた情報

ツイッター

ミクシィ

フェイスブック

地震の規模や余震の状況

36%

27%

23%

福島第一原発の事故

33

22

19

地震や津波による被害状況

30

23

19

鉄道や道路などの状況

26

13

14

計画停電の情報

25

18

11

ライフライン情報(電気・ガス・水道・電話など)

25

14

10

家族・友人・知人の安否

32

55

55

４）

東日本大震災とツイッター
東日本大震災の起こった 2011 年 3 月のツイッターの利用者数は、前月比約 470
万人増の約 1,760 万人、フェイスブックの利用者数は、約 160 万人増の約 770 万人、
ミクシィの利用者数は、約 260 万人増の約 1,320 万人であったと言われる28 。中で
も、ツイッターの利用者増が顕著であった。
ツイッターは、スマートフォンや携帯で、不特定多数の相手とつながることがで
き、リアルタイムに情報の発信・収集ができる拡散性を持っている。一方、フェイ
スブックは、一覧性やアーカイブ性に優れているが、パソコンを使うのが前提で、
スマートフォンは従的な対象であった。震災直後には、出先で被災し、携帯による
通話やメールが通じなかったり、また自宅においても停電に見舞われたりするケー
スが多発したため、ツイッターの利便性が広く認識されることとなった。官公庁や
自治体、新聞やテレビ局は、このような状況の中で、相次いで公式アカウントをツ
イッター上に開設して行った。こうして情報インフラ的な役割を担ったツイッター
上で膨大な情報が拡散され、地震、津波、節電、原発事故、買占めと、状況が変る
たびに膨大なツイートが発信された。
一方、デマ情報の発生と拡散も行われ、
“有害物質の雨”、
“水道水に異物”など、
さまざまなデマが拡散された。デマ情報を識別し打ち消す活動もネット上でのツイ
ートとして種々行われ有効に機能した。
一方、実名登録を旨とするフェイスブックは、信頼性のある情報が共有された反
面、あくまで知合い同士の情報交換の場にとどまり、情報の拡散には至らなかった。
ビッグローブは、ツイッターの分析レポートを定例的に発行しているが、東日本
大震災における利用者のツイート内容について、3 月 11 日からの 1 ヶ月分の分析で

28

立入勝義「検証 東日本大震災
トウエンティワン社

その時ソーシャルメディアは何を伝えたか？」p9、ディスカヴァー・
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は下記のことを挙げている29。
震災当日は、被害状況や避難所情報の確認のほか、電話がつながりにくい状況で
の安否確認ツールとしても使われており、1 日のツイート数が通常の約 1,800 万件
から、その 1.8 倍である約 3,300 万件に急増し、震災関連のツイートがその 7 割を
占めた。また。震災後 1 週間は 2,500 万件以上の日が続き、以降も平均ツイート数
が 2,200 万件を超えているなど、震災前と比較して 20％以上増加した。ツイッター
ならではの活用方法としては、節電協力を呼びかけた「ヤシマ作戦」や「Pray for
Japan」の拡散など、利用者同士で協力し合う行動が多くみられた。また、3 月末に
なっても、震災関連ツイートが 5 割を占めた。
震災に関するツイッター社の対応も適切に行われた。ツイナビ社は、ツイッター
公式ナビゲータとして、東日本大震災・復興関連情報を纏めた復興サポートサイト
“#HOPEFORNIPPON”を震災直後に立上げ、
・

地震関連のハッシュタグのまとめ

・

地震関係アカウントのまとめ

をツイナビニュース等で案内を行っている。
また、この更新情報を分かりやすい形でブログに掲載するなど、ツイッターの利
用を的確にサポートした。
また、震災関連の情報の所在を案内する震災関連サイト一覧、震災関連ツイッタ
ー・ アカウントとハッシュタグの一覧の記事は、インターネット・ＩＴ系の新聞、
雑誌各社などでもほぼ一斉にインターネット上で繰り返し掲載されており、この時
期におけるツイッター利用者の増大に寄与している。また、官公庁・自治体系の SNS
は、ツイッター上で公式アカウントを設定している。
５）

大震災時のデマ情報
SNS の大きな課題の一つは、デマ情報の拡散を如何にして抑えるかである。
ツイッター などインターネットを用いたツールの強みの１つは、情報を“素早
く”、“広範囲に”拡散できることであるが、不正な情報の場合には、大勢の人を混
乱させる危険性がある。
地震が発生した直後の情報が錯綜する中で、様々な情報が拡散希望ツイートやチ
ェインメールを通じて広がっては打ち消されて行った。

29

・

千葉県市原市のコスモ石油千葉製油所のタンク火災についての有害物質放出

・

自衛隊が支援物資を募集している

・

埼玉の水道に異物が混入した

・

放射性物質にはうがい薬がきく

・

避難所で子供が餓死

BIGLOBE 東日本大震災におけるツイッターの利用状況について
http://tr.twipple.jp/info/bunseki/20110427.html
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・

石巻の友人からの SOS（治安悪化）

・

寄付を呼びかけるチェインメール（詐欺と思われる口座指定）

などが例である。
６）

危機対応と SNS
SNS は、非常時の危機対応の手段としても有効に機能し得ることは、今回の大震
災の経験の中で、実証されたと考えて良いであろう。
・

震災対応に関する情報の発信のため、多くの公共機関でソーシャルメディアが
活用された。公式の情報発信手段の一つとして活用されるようになった。

・

被災地の地方新聞社は、生活情報、取材記事、現地ルポなど、各地に密着した
災害・生活関連情報を、新聞媒体の他、ソーシャルメディア等を通じて発信した。

・

震災直後からの被災地等の情報が、インターネット等を通してリアルタイムに
発信された。被災地の個人による被災状況や救援要請の投稿や、動画中継サイト
への動画の投稿などが行われた。

などを確認することが出来る。
７）

被災地における公的機関（自治体、テレビ、放送、新聞など）のツイッター利用
状況
被災地域における主な新聞、放送、自治体のツイッター利用の程度について、開
始時期、ツイート数、フォロア数の変化などで捕らえようと試みたのが、表 2.1-6
～表 2.1-9 である。震災直後にツイッターを開始し、直後１週間で、目覚しいフォ
ロアを獲得した組織の存在を確認することが出来る。また、それ以前にツイッター
を開始しているほとんどの組織も格段の増加がみられる。公共団体のアカウント一
覧は「経済産業省・公共機関ソーシャルメディアポータル」30で参照することが出
来る。
表 2.1-6

ツイッターの利用状況（被災地および近隣の自治体）

2011 年 11 月 6 日現在、＊印は震災発生時以降のアカウント開設
自治体名
岩手県

開設

ツイート数

フォロウ数

フォロア数

アカウント

2010/4/5

5,802

23

34,528

@pref_iwate

八戸市

2009/11/4

4,304

3,752

15,637

@HachinoheCity

＊奥州市

2011/3/12

1,677

9

3,839

2010/3/12

900

497

32,202

広聴広報課

気仙沼市
危機管理課

30

@oshu_city
@bosai_kesen
numa

会津若松市

2009/7/16

2,010

38

14,277

@aizuwakamatsuct

茨城県

2010/6/17

1,475

4,665

5,309

@Ibaraki_Kou

http://smp.openlabs.go.jp/
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広報広聴課
＊鹿嶋市

hou
2011/3/11

つくば市（公式） 2010/12/22

＊潮来市（公式） 2011/3/15

679

5,028

4,846

2,288

8,005

13,150

698

13

1,888

@Kashima_city

@tsukubais
@itako_city_
offi

＊取手市

2011/6/23

＊高萩市（公式） 2011/6/3
＊土浦市

2011/9/1

196

0

337

@toride_city

208

20

376

@Takahagi_jp

99

1,000

1,024

@tsuchiura_c
ity

那須烏山市

2010/4/30

2,239

29

1,412

@Nasu_Karasu
yama

表 2.1-7

ツイッターの利用状況（被災地および周辺地域のメディアテレビ・放送）
(2011 年 11 月 6 日現在、Twilog から)

名称（放送）

開設

ツイート数

フォロウ数

フォロア数

岩手放送

2010/4/5

1,688

0

24,871

エフエム岩手

2010/1/1

1,258

334

4,859

ラジオ福島

2009/10/30

11,278

31

28,730

アカウント
@IBC_online
@fmiwate
@radio_rfc_j
apan

茨城放送
表 2.1-8

2010/3/9

1,388

71

16,219

@ibs_radio

ツイッターの利用状況（被災地および周辺地域のメディア新聞）
(2011 年 11 月 6 日現在、Twilog から)

名称（新聞社）

開設

ツイート数

フォロウ数

フォロア数

アカウント
@toonippo
@kahoku_shim
po
@FKSminpo
@ibarakishim
bun
@shimotsuke_
np
@asahi_fukus
ima

東奥日報
＊河北新報

2010/3/23
2011/3/12

15,548
29,904

0
3

5,501
24,014

＊福島民報
茨城新聞

2011/3/13
2009/10/9

11,437
11,560

63
26,684

12,516
30,087

下野新聞

2010/1/20

9,057

4

7,192

2011/3/9

2,606

132

25,287

2010/10/10

2,302

2,356

4,638

＊朝日新聞
福島総局
同 宇都宮総局
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@asahi_tochigi

表 2.1-9

ツイッター・フォロア数の変化

（2011 年 3 月 21 日時点、3 月 14 日からの１週間分）
増加順位

名称

増加数

2011/3/14

2011/3/21

39

ラジオ福島

21,269

992

22,261

40

茨城新聞

19,947

4,035

23,982

71

岩手県広聴広報課

13,212

10,705

23,917

102

河北新報

9,766

3,713

13,478

104

気仙沼危機管理課

9,436

15,561

24,997

108

岩手放送

9,201

7,543

16,744

118

福島民放

8,150

0

8,150

120

松戸市

8,130

0

8,130

138

つくば市情報システム課

7,092

4,773

11,865

170

茨城放送

5,885

604

6,489

234

青森県庁

4,179

7,104

11,283

272

八戸市

3,670

4,162

7,832

295

会津若松市

3,523

1,961

5,484

（４）

ウィキペディア
ウィキペディアは、ウィキメディア財団31の運営するオンライン参加型のインタ
ーネット百科事典である。創設は 2001 年、設立者はジミー・ウエルズとラリー・
サンガーとされる。GFDL ライセンスの下で、誰もが自由に編集に参加できる。現在
282 言語で展開されている。2011 年 11 月現在、全項目数は約 2,020 万件、最も多
い英語版の項目数が約 340 万件、日本語項目数は約 78 万件である。執筆者は、不
特定多数の匿名の執筆者である。ウィキペディア(Wikipedia)という名前は、Web ブ
ラウザ上で、Web ページを編集することのできる Wiki というシステムを使用した“百
科事典”(Encyclopedia)ということに由来する。
本格的運営が始まったウィキペディアは、2006～2007 年頃にかけて急増し、その
後も順調に利用が拡大し、ソーシャルメディアとしては、世界有数の規模のサイト
に達した。
ウィキペディアの特徴は、以下とされる。
ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存する
ことができる。最低限必要なツールは Web ブラウザのみである。特有の文書マーク
アップは HTML などと比べて簡潔で覚えやすく、また同じウィキペディア内の文書

31

ウィキメディア財団は、2003 年に設立された、米国フロリダ州法による非営利組織であり、広告など
による商業的収入を持たず、寄付による運営を行っている。財団の一部のスタッフを除き、ウィキペ
ディアの編集、運営、管理などに拘わるほとんどの人がボランティアである。
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間にリンクが張りやすい。
ウィキペディア上に、災害プロジェクトと名付けるプロジェクトがある。この項
目のノートを見ると、この目的は災害関連の記事を書くためのガイドラインを作成
することであり、約 10 名の人達が参画していることが分かる。各種の議論が行わ
れている間に、大震災が発生し、この議論を継続させながら、大震災関連の新たな
項目として、
・

2011 年東北地方太平洋沖地震

・

2011 年東北地方太平洋沖地震に対する支援活動

・

2011 年東北地方太平洋沖地震に対する日本国外の対応

・

福島第一原子力発電所事故

などを新たに書いて行ったようである。
災害（地震、津波、台風など）は、世界各地でみれば頻発しており、個々の災害
についての項目の記述がウィキペディア上に存在する。このような背景で、日本語
版の記述内容や項目をできるだけ一貫性を持たせるという視点で、ガイドラインや
テンプレートが作られているようである。ウィキペディア上には、大震災に関連す
る記述が追加・更新をされた項目が多数存在する。
前掲の「2011 年東北地方太平洋沖地震に対する支援活動」の履歴をみると、最初
の版は、3 月 14 日に立ち上げられ、その中には既に、グーグル社によって、安否確
認の為のシステムとして、Google Person Finder が立上っていることが記述され
ていることがわかる。
大量の関連情報を抱えるウィキペディアの素早い動きも、垣間見ることができる。
東日本大震災発生に関連して、特に原子力発電所の事故と放射線などに関する知
識を短時間に得るためには、インターネットは大いに役立った。特に、震災発生直
後で、状況がどうなるか見通しが立たず、詳細な状況説明がなされなかった時期に
おいて、オンライン辞書としての利用には、ウィキペディアの各関連項目の記述は
参考になることが多かったように思われる。
例えば、通常時にはほとんどの人が関心を持つことがなかった以下のような事柄
が取上げられている。

（５）
１）

・

放射線の強さを表す単位、シーベルト、ベクレル・・・の意味

・

原子力発電の原理、方式、長短

・

各原子力発電所およびその各号機別の来歴、停止記録
同時放送（Ustream、ニコニコ生放送）
Ustream
2007 年 3 月に、アメリカで Ustream.tv 社によって設立された動画共有サービス

である。2010 年 4 月には日本語版の提供が開始された。利用者は、自分で撮った動
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画を登録したり、リアルタイムに動画を配信することなどが出来る。この機能によ
り、個人単位で情報発信をするユーザが増えている。
２）

ニコニコ生放送
（株）ニワンゴが提供している動画共有サービスであり、2006 年 12 月にサービ
スを開始した。ユーザが再生している動画の上にコメントを投稿して表示し、同じ
動画を閲覧する他のユーザとそれを共有できる“コメント”機能が他の動画投稿サ
イトとは異なる特徴とされる。ニコニコ生放送、ニコニコ動画がある。

３）

テレビ局の災害報道の同時配信
NHK は、総合テレビの災害報道を 2011 年 3 月 11 日夜から、Ustream とニコニコ
生放送に対して、また 3 月 13 日からヤフーに対して同時配信を開始し、3 月 25 日
24 時までの間これを継続させた。このうち、3 月 18 日までは、24 時間体制で同時
配信を行った。
また、海外向けに英語で情報発信を行っている NHK ワールドについても、Ustream
とニコニコ生放送を通じての同時配信が行われた。
民放では、東京キー局の TBS とフジテレビが Ustream とニコニコ生放送で、テレ
ビ朝日が、Ustream 上で、それぞれ 3 月 14 日、または 3 月 18 日まで、同時配信を
行った。
地方局で、独自にインターネットでの同時配信を行ったところは少なく、IBC 岩
手放送、岩手めんこいテレビ、テレビ神奈川、とちぎテレビなどで震災関連の自社
制作報道番組などの Ustream 上で同時配信を行っている。

４）

動画配信サイトの視聴者数
NHK 総合テレビは、視聴者全体の 22%が海外からの利用であり、アクセスも 118
の国・地域に及んだ。海外に居住している日本人向けの情報伝達手段としても、同
時配信が生かされたと考えられる。
震災発生の数時間後、利用者がテレビ放送の画面をビデオカメラで撮影し、無許
可で配信する動きが現れていた。NHK の災害放送を自宅で見ていた広島の中学生が、
Ustream のサイトを利用して自宅から NHK のライブ中継を始めたことが耳目を集め
た。通常時は、動画配信事業者が見つけ次第、遮断措置を採るのに対して、緊急時
の扱いとして、Ustream 側が NHK に同時配信を認めて良いか打診を行ったのに対し
て、NHK が特別措置として、放送画面の同時配信を認めることからスタートしてい
る。ニワンゴからも、同時配信が可能か否かの打診があり、同様の措置がとられた。
その上で、NHK も公式配信に向けた準備を進めて、実行されたものである。

（６）

ニュース（Radiko）
既に一部のラジオ事業者によるインターネットの同時配信サービスが行われて
いたこともあり、それを活用する形で震災対応がなされた。同時配信の期間は、4
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月 1 日、または 4 月 12 日まで行われた。
東京７社（TBS ラジオ、文化放送、ニッポン放送、ラジオ NIKKEI 、InterFM、TOKYO
FM、J-WAVE）と大阪６社（朝日放送、毎日放送、ラジオ大阪、FMCOCOLO、FM802、
FM OSAKA）の民放 13 社は、既にラジコを通じた放送のインターネット同時配信を
行っていたことから、震災対応の特別措置として、そのサービスエリアを全国に拡
げて、被災地でも各社のラジオ放送を聞けるようにする措置を 3 月 13 日よりとっ
た。
これによって、東北地方などの被災地では、インターネットにつながったパソコ
ンやスマートフォンを通じて、ラジコ加盟社の震災報道番組を聴くことができるよ
うになった。
ラジコのサービスには、3 月 25 日から中京地区の７放送事業者（中部日本放送、
東海ラジオ放送、岐阜放送、ラジオ NIKKEI、ZIP-FM、三重エフエム放送、エフエ
ム愛知）が新たに加わり、これに対してエリア制限解除の措置がとられた。
（７）

インターネット電話（Skype）
Skype は、Skype Technologies 社（本社ルクセンブルグ）が開発したインターネ
ット電話のソフトで、同社のサイトからソフトをダウンロード（無料）し、ユーザ
登録することでユーザ間で使用（無料）することができる。また、固定電話や携帯
電話に発信する“Skype Out”という機能もある（有料）。
大震災発生直後、固定電話や携帯電話は、通信会社側における通信設備の損傷、
停電、通話制限などにより繋がらなかったり、繋がりにくい状態が発生した。Skype
は、インターネット回線を使うことから、通話規制などの影響を受けず、繋がりや
すいメリットがある。大震災が発生した週と直前の週とでの、Skype 社のサイトの
訪問者数が、309 万人から 353 万人に増加しており、Skype を利用するためのソフ
トのダウンロードにより増大したと見られている。

２．１．３

ソーシャルメディアが与えた影響

地震、津波により 15,854 人の尊い命が奪われ、未だ 3143 人もの行方不明者がおり（2012
年 3 月 21 日警察庁発表値）、多くの方々が家や漁船など生活基盤を無くされた事は誠に痛
ましい限りである。そうした中で、被災者の方々は誇りを持って立派に対処されている。
労を惜しまず被災者を助け励ましたボランティアの人達、被災者の救援に尽力された警察
官、自衛隊隊員、自治体公務員、消防職員、医療職員、交通職員の人達の、日本人として
受け継でいる DNA とも言うべき協調、忍耐、努力に、賞賛と思いやりあふれるメッセージ
が日本だけでなく世界中からソーシャルメディアを通じて寄せられた。
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（１）

無名の人々による記録
被災者の方々、支援する無名の人々が、思いや行動を記録したツイート、ブログ、
写真、動画は日本や世界の人々に感動を与えた。

１）

Pray

for

JAPAN（日本への祈り）

3 月 11 日 14 時 58 分ツイッターで日本の地震ニュースを知った海外の男性が
「prayforjapan」を投稿し、以降「prayforjapan」いうキーワードで世界各地から
日本に届いたメッセージや写真は 24 時間で数十万件を越えたとも言われている。
震災当夜避難所にいた大学生鶴田浩之さんは震災の惨状と世界中の支援の声を知
り、その日のうちに[prayforjapan 」32を立ち上げ、世界中の声をまとめて掲載する
ページを公開した。
このサイトをきっかけに募金やチャリティプロジェクトがいくつも誕生し、フェ
イスブックのコミュニティでは世界中から 5 万人を越える賛同者が集まって意見を
交わし、国境を越えて支援の輪が広がった。
特に感動的なツイートをピックアップして掲載した「心に残るつぶやき」ページ
を同サイト内に 12 日午後 6 時頃にアップしたところ、300 万を越えるアクセスを記
録した。
4 月 25 日には
講談社より単
行本「3.11

世

界中が祈りは
じ め た 日 PRAY
FOR JAPAN 」 が
出版された（図
2.1-11）。
図 2.1-11

PRAY FOR JAPAN

このツイートと写真を集めた映像が YouTube にも投稿され、ツイッターを利用し
ていない多くの人々にもこの思いが広がった。33
「PRAY FOR JAPAN」からの抜粋を以下に紹介する。
避難所で見た誇り
避難所で４人家族なのに
「分け合って食べます」と
３つしかおにぎりをもらわない人を見た。
凍えるほど寒いのに、

32
33

pray for japan http://prayforjapan.jp/
YouTube PRAY FOR JAPAN
世界から届いた感動のメッセージ ～東北地方太平洋沖地震 被災者の方へ
http://www.youtube.com/watch?v=C77tDZ3Z5kE
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毛布を譲り合う人を見た。
きちんと一列に並んで
順番を守って物資を受け取る姿に、日本人の誇りを見た。
Soleil

待っててね
気仙沼の友人からメールが届いた！
「生き残った人達はみな元気。ヘドロと重油の中でお風呂もトイレもなく、
汚れた手でご飯を食べてる。
悲惨な話も山ほどだけど、それ以上に感動ドラマも！
必ず復活するから待っててね」と。
涙が止まらない。
@KamakuraKimono

支えられて
被災地からです。
みんなの声がちゃんと届いている！
そして隣の人と泣いている。
ありがとう。
すぐそこでは、遺体が何百人と
うちあげられている状況に悔しいだけ。
また悔しくて泣く。
こんなに悔しいのは人生で一番。
とにかく皆の声に支えられてる！
ａｏ

誇り
自宅は流されて避難所にいるのに、
店が大丈夫だったからって
無料でラーメンをふるまっている
ラーメン屋さん・・
日本ってこんなに皆、温かい・・
日本に生まれたことを誇りに思う。
@maromaro25

チリより
「夜の暗闇が深ければ深いほど、夜明けは間近だ」
この言葉を皆さんに送ります。
信念と希望をもって困難な状況を前に
足を踏ん張って立ち上がる力を、世界に示してくれています。
皆さんなら絶対にこの闘いに勝利することができる、
そしてその時にはもっと強くなっているはずです。
私たちは目には見えない絆でつながっている、
私たちは皆さんといつも一緒です。
こころからの友情を。
サンチアゴ
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パラグアイより
私の短い日本滞在で学んだこと、
それは規律と粘り強さ、そして根気です。
そしてもう一つ、皆さんに関して素晴らしいと思うのは
チームワーク、団結です。
どうか遠くから贈るこの言葉が
少しでも皆さんにとって励ましや希望になってくれますように。
皆さんのことを心配している
見たことのない友人の存在を忘れないで、勇気をだして！
カルロス

２）

ツイッター

より

鹿児島でひとり暮らす母に電話。声を聞かせて安心させるつもりが、逆に叱咤激励されてし
まった。母曰く「あなたが今その年齢で其処に立っていることの意味を真剣に考えなさい。
自分にできるやり方で世のため人のために尽くしなさい」と。僕はあなたの子であることを
誇りに思います。明日も生きるぜ。34

（２）

世界中の人々の反応
ソーシャルメディアは大震災時に於ける日本人の行動を、世界中の人々がどのよ
うに思ったかを伝えてきた。

１）

ニューヨーク
フジテレビ NY 支局

長谷川記者ニューヨークからの報告

市民
日本人が秩序を保って冷静に取り組む姿勢に本当に感動した。
NY にいる私たちに何ができるか伝えて欲しい。日本人は精神的にも強いから必ず立ち直
れると信じています。
新聞
真面目で真摯な日本は倒れない。
厳しい耐震構造基準が多くの命を救った。
NY 支局

長谷川記者

赴任して半年、日本は相手にされていないと思うことがあったが、今とても信頼され、安
心され、尊敬されている国と感じた。35

２）

中国系テレビ放送
日本人は何故こうも冷静に行動出来たか、中国テレビ放送が大阪で街頭取材
若い女性

普段から震災対応を教えられている。

若い男性

自分より苦しい人がいる事を知れば、周りを考えて行動できる。
場を考えて行動するのが、良しくも悪しくも日本人なのです。

老夫婦

頑張らんとあかん。いたる所募金箱があるから小銭を用意して募金していま
す。世界は一つ。みんなで頑張りましょう。

34
35

NEVER 《外国人絶句》Twitter に見る「すごい国ニッポン」【東日本大震災】
http://matome.naver.jp/odai/2130007309148017301?&page=1
YouTube 東日本大震災 海外の評価と反応
http://www.youtube.com/watch?v=HeSkR-vQIGM&feature=related
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中国人男性

日本人は子供の頃から教えられている。
マナーやルールは生活の一部。普通の事なのです。36

３）

フランス F2TV 放送
半壊した自宅で襲われた津波の様子をテレビに淡々と説明する女性被災者の映
像が流れアナウンサーが紹介した日本在住のフランス人の解説。
日本人は悲観的でない運命論者であり、運命に身を委ねる。
人間は自然の一部で、自然に仕え一時身を置かせてもらっている存在である。
また苦しみは外に出さず出しても控えめ。
昭和天皇の終戦の時の「忍びがたきを忍び、耐え難きを耐える」お言葉とおりなの
です。

４）

そして死者を弔い、再復興するのが日本。37

米国在住日本女性のブログ
ロスアンジェルスでの東日本大震災報道
3 月１０日夜（日本時間１１日午後）ＣＮＮから“ＪＡＰＡＮ”という言葉が耳に飛び込ん
で来た。ＮＨＫの映像の上にキャスターの英語の解説が被って、よく聞き取れない。
そのうち津波が家や車を凄い勢いで押し流され想像を絶する映像が映し出された。
翌朝になって、カリフォルニアに津波が押し寄せると言うので、サンタモニカの海岸に立っ
た不安げなリポーターから生中継が入る。
オバマ大統領が早速、会見を開き「日本への援助を惜しまない」と力強い連帯のメッセージ
を伝え、救援隊が日本に送り込まれることになった。東京在住のアメリカ人たちが異口同音に、
「ここで死ぬと思った」と地震の生々しい体験を、スカイプを通じて放送で伝える。ネットで
は、Pray

for

Japan－日本のために祈ろう－と、支援の輪が広がっている。人探しや情報

交換など、今回ネットが果たしている役割は大きい。
惨事にも関わらずＴＶに映る東京は、整然としている。私が東北生まれだけに、被災地の人々
の控えめな態度に、よけい涙が出る。ＴＶキャスターは「地震の多発する日本では、備えが行
き届いている」と報道。ＮＰＲ（National Public radio）では、米国のレポーターが東京から
「日本人は緊急事態に混乱を防ぐために、規則を守らなければいけないということを心得てい
る。他の国だったら必ず起こる略奪は、ここでは絶対に起こらない」と“Never”
（絶対）を強
調していた。
「dignified civilized」－“威厳ある礼儀正しい”という表現で、あるキャスターは被災した
日本人の落ち着いた態度を、驚きを持って誉めたたえた。この大災害の中で、日本と日本人が
世界の人々から新たな尊敬と信頼を得たことは、誇ってもいいのではないだろうか。
2011.03.17

５）

英紙に掲載されたブログ
仙台出身のお笑い芸人「サンドウィッチマン」の伊達みきおさんが気仙沼市でロ
ケ中に被災し書いたブログが英国インデペンデンスの「がんばれ、日本!」「がんば
れ、東北」と日の丸をあしらった日曜版表紙を作るきっかけとなり38、デジタル版
では英文でブログの一部を掲載し日本の復興を励ました39。

36
37
38
39

YouTube 日本:採訪"地震時的冷靜行動"【ビックリ日本:震災時の冷静な行動】
http://www.youtube.com/watch?v=_VE1K2Ct7E0&feature=related
YouTube 震災後なぜ日本人は冷静なのか フランス
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=2fOw626-zYM
朝日新聞デジタル 2011 年 3 月 16 日更新、英紙１面で「がんばれ日本」 きっかけは芸人ブログ
http://www.asahi.com/international/update/0316/TKY201103160082.html
THE INEDEPENDENT 2011 年 3 月 13 日閲覧(英文)
Towns vanish, thousands die – but a nation begins its fightback
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岩手県一ノ関にいます。
かなり揺れた地域です。
全てのお店は閉まっています、信号もありません。
でもね、ちゃんとお互い助け合って順番を譲ってあげたりしています、だから変な事
故とか争いがありません。
みんなスゴいです！！
戦後、俺たちのじいちゃんやばぁちゃんは日本を復活させた。
世界には奇跡と言われた日本の復興。
必ず復興します！
日本をナメるな！
東北をナメるな！40

６）

台湾と中国のテレビ報道
テレビ報道は、その国の政治体制、民度レベルが反映され、今回の震災で日本報
道はオープンで成熟していることがソーシャルメィアに投稿されている。

①

台湾テレビ放送の反応
日本の報道は正確にまた被災者の安全第一に情報を報道しており素晴らしいと
称賛する一方、台湾のメディア陣を台湾女性米果（ハンドルネーム）さんはブログ
で批判した。
「被災地の映像は日本と同じなのに、どうしてパニック映画のようなタイトル、テロップで
紹介するのだろう！？」
テロップ

「びっくり！これが日本なのか！？被災者が道にあふれている」

「どれだけ悲惨なのか見てみましょう」
興奮して騒ぐキャスター

「台湾の気象局が、津波警報を出した」

台湾メディアは一体何をやっているのか！

被災地の様子は映画ではない。

「日本人の態度を見ていると、我々台湾人のことが恥ずかしくて仕方ない」とブログで訴え
た。41

②

中国メディアの羨望
日本の震災に対する自由な報道、自衛隊の献身的な救援活動、日本政府の素早い
対応と、中国で発生した四川大地震並びに東日本大地震の前日 3 月 10 日発生した
雲南省地震への中国政府の震災対応を比較し、日本を羨望する思いがにじみ出てい
る中国 TV 放送がソーシャルメディア上に投稿されている。42
下は投稿された映像の概要である。
日本のテレビ放送は、津波襲来により流される町、石油プラント火災により炎上する
市街、原発事故をおこした福島第一原子力発電所の建屋等の映像を紹介している。中国

40
41

42

出典 伊達みきおさん ブログ http://ameblo.jp/mikio-date/day2-20110312.html#main
出典 サーチナ http://searchina.ne.jp/、ブログ 米果氏 東日本大震災が、私たちに教えてくれ
たこと
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0318&f=national_0318_018.shtml
YouTube 台湾のメディアが伝えた東日本大震災
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=WlzD5QT6Y0E
YouTube 日中災害報道 中国人がため息
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OlCSee_xFGc
YouTube 中国人から見た東日本大震災
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pWLi3atIFJ4
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ではこのような事故がおこれば報道管制が敷かれるが、日本では報道の自由があると解
説した羨望の映像をソーシャルメディアに投稿している。
中国では報道管制が行われ、四川大地震で中国人記者は一部に制限、外国記者は入れず国の
救助活動賛美だけが報道された。小学校が倒壊し大勢の学童が死亡したが手抜き工事が原因と
すっぱ抜いた人物は懲役３年の刑となった。
雲南省で発生した地震では 25 名死者がでたにも関わらず中央 TV は３２秒間放送し内容は、
軍は被災地にはいたが救助活動しているのは半分、残りは TV に映り忠節な自分たちを示す旗
をおし立てているだけ」と論評。43

図 2.1-12 は視察団に対して自軍
が救援地に来ていることをアピール
するため、被災者救済はせずに旗を
立てている派遣された軍隊の映像で
ある。人民代表大会で雲南省地震は
何の対策も議題にならず、日本政府
と中国政府の対応落差が大きいと嘆
く。

図 2.1-12

２．１．４

四川大地震を伝える中国テレビ

ソーシャルメディアを流れる歪んだ情報

ソーシャルメディアを流れた情報は励ましや賞賛だけではなかった。
ソーシャルメディアの垣根の低さと伝播の速度から誤報が生じ易い欠陥も露呈した。更
には興味本位の震災報道や震災を利用した売名目的にソーシャルメディアを利用する人も
現れ、ソーシャルメディアが社会的に負となる場面もあった。
（１）

ソーシャルメディアを流れる誤情報
ソーシャルメディアは利用者がコンテンツを生成するが故の誤報や恣意的な悪
意ある情報が流れる事がある。
誤報はマスメディアに於いても起こり得るが、そのため校閲や複数の人の眼によ
るチェック体制がある。ソーシャルメディアの場合は査閲されることなく誰でも情
報発信できてしまい、特に災害時は不安を煽る情報が流れ出すと事実確認できない
まま多くの人に伝播されてしまうことがある。
この事は主にツイッターで起こりやすい。ツイッターは伝播速度が早く一旦拡散
してしまうと、後の訂正は投稿者にも難しい。公式リツィート（RT と付けずにオリ
ジナルのツイートをそのまま拡散するツイート機能）にすれば元のツイートを削除

43

YouTube 日中災害報道 中国人がため息
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OlCSee_xFGc
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すれば一斉に TL（タイムライン）から消えてしまうが、非公式ツイート（RT を付
けて元のツイートをツイートし直す事。）では消えないため厄介なのである。
ツイートによる誤報はハイチ地震44で発生していた。
１）

ハイチ地震での誤報
米国はカリブ海と地理的に近いこともあって政府のみならず企業からも社会貢
献活動の一環として様々な支援が行われたが、こうした情報がソーシャルメディア
を駆け巡る中で変質し誤報となって伝わってしまった。

２）

アメリカン航空
ハイチへの寄付を行ったマイレージクラブの会員に対して、寄付額に応じて 250
〜500 マイルのボーナスマイルを提供すると発表し、更にハイチに特別便を飛ばし
水や食料などの支援物資の輸送も行った。ところがツイッターでは「アメリカン航
空はハイチに向かう医師や看護師のために無償で航空機を提供している。」という
話が広まり始め、アメリカン航空は 23,000 人余りのフォロアに対して、「航空機の
無償提供の予定はない。」というメッセージを出して、「火消し」に走らざるを得な
い状況となった。

３）

UPS (United Parcel Service Inc.)
国際宅配サービスの UPS は、ハイチ支援のために 100 万ドル（約 0.8 億円）を寄
付すると発表したが、ツイッターでは「UPS がハイチ向けの荷物について、通常送
料が 50 ドル以下となるサイズの物ついては全て無料で配送する。」という噂が一人
歩きしてしまい UPS 受付カウンターで混乱が起こった。45

４）

東日本大震災で飛び交ったデマ
被災地からの情報が伝わらない中、図 2.1-13 に示す次の震源地や図 2.1-14 に示
す有害物質降雨等事実無根の情報がツイッターやインターネットで飛び交った。枝
野官房長官が 12 日
記者会見で冷静な行
動を呼びかけたが、
デマ拡散は収まらな
かった。
どうしてこのよう
な内容のツイートが
次々伝播されるのか
後で思えば不思議で
あるが、正確な情報

44
45

図 2.1-13

デマ情報「次の震源地」

ハイチ地震 2010 年 1 月ハイチ共和国で起こったマグニチュード 7.0 の地震。死者が 31 万 6 千人にも
及んだとされている。
INSIGHT NOW 泉浩人氏 ハイチ大地震にソーシャルメディアと大企業の貢献
http://www.insightnow.jp/article/4837
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がなければ人々は不安な気持ちから冷静さを失い普段には無いような行動に結び
ついていく事になりそうである。震災時には専門家による適確な情報提供がソーシ
ャルメディアによりいち早く提供されれば、このようなデマ情報は防止できると思
われる。
図 2.1-14 はチェインメール（連鎖的に次から次へと拡散するメール）であるが、
同じような内容のデマ情報が２チャンネルの掲示板に投稿されツイートも流れた。
折しもテレビではコスモ石油
設備爆発の映像ニュースが伝
えられておりこのツイートを
拡散した人は多かった。コス
モ石油は自社のホームページ
でチェインメール中止依頼の
声明を発表することになって
しまった 46 。コスモ石油の発

図 2.1-14

表により根拠がないデマであ

デマチェインメール

コスモ石油有害物質

ることが発覚し、デマ情報で
あったことも急速に伝播していった。友人に誤情報のツイートを拡散してしまった
女性は「子供がいる友達に伝えたかった。間違った事を伝えてしまい恥ずかしい。」
と告白している。友人に親切そうに訴えかけるこのチェインメールは、読む人が疑
いを抱かせないで広がって行ったと思われる。
（２）

海外ジャーナリストに抗議するソーシャルメディア
震災と原発事故に便乗し度を過ぎた想像の産物のような報道を流し世界に誤解
を与え風評被害を及ぼしている世界のジャーナリストに抗議し、対抗するためにソ
ーシャルメディアが利用されている。

１）

Stop the hysteria
実業家、翻訳家にしてタレントのダニエルカールさんは「チェルノブイリ原発事
故と福島の事故を一緒にしている。海外のニュースは推測からの偏りが多く、日本
国内在住の外国人に対して悪影響を及ぼすだけなので、国際原子力機関などのホー
ムページを見て、バランスのある見方をしてほしい。」との思いで、YouTube に“Stop
the hysteria”を投稿しジャーナリスト達に自制ある報道を訴えた。47

２）

The Wall of Shame（恥の壁）
カナダ出身 35 歳在日 8 年のウールナー氏は、公平で前向きなニュース提供を行う

組織だと思っていた BBC が、氏が見聞きしてきたことと異なる報道をしていることに
46
47

コスモ石油 チェインメール
http://www.cosmo-oil.co.jp/information/110312/index.html
出典 英語で話す俺 Stop the hysteria
http://d.hatena.ne.jp/hsilgne/20110319/1300463712

57

衝撃を受けた。震災発生時から 2 週間経ち、日本にいる人々が経験している事実と、
国際メディアの報道にギャップが広がったと思ったのはウールナー氏だけはなかっ
た。48
ウールナー氏は最大の誤報道として 2 例を指摘している。
・

Fox News の原子力発電所の位置、東京の渋谷に原子力発電所あるかのように報

道した。

図 2.1-15
出典
・

MEDIAMATTERS

Fox News による日本の原子炉施設
http://mediamatters.org/blog/201103140036

ナンシー・グレイス（TV コメンテータ）さん
「ナンシーさんが福島原発事故による放射能が米国に飛来し米国にも被害が広

がると、科学的根拠のない報道を行なうのはジャーナリストとして非科学的で無知
である。」と指摘している。福島原発事故の様子を伝える映像を見せ米国も危険と
主張するナンシーさんと日本とは距離があって問題はないとしている CNN 天気予報
官との議論を行なったテレビ放送の動画を参考にナンシーさんの報道は愚である
と指摘している。49
粗悪な記事を書いたジャーナリスト達は、詳細な情報が分からないまま時間に追
われ本国に憶測からニュースや写真を送っている。また多くのジャーナリストは文
科系の学歴であり科学的知識や思考法が欠如しているとウールナー氏は指摘して
いる。
ウールナー氏は友人たちと、3 月 17 日“The Wall of Shame（粗悪報道

恥の壁）”

というサイトを立ち上げ、それまで集めた間違った報道を載せたところ、世界中か

48

49

出典 COLUMBIA JOURNALISM REVIEW
Misinformation Clouds Much Japan Coverage
By Craig Silverman
http://www.cjr.org/the_observatory/misinformation_clouds_much_jap.php
YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ncey9ShigUs
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ら日本の震災に関する粗悪な記事が通報され 200 件もの記事が集まった。恥の壁で
は悪質な度合いにより、1 点（軽微）から 11 点（悪魔）と 11 段階で評価する一方、
良質な記事を書いたジャーナリストも紹介されている。BBC、ウオール・ストリー
ト・ジャーナル、フィガロ、CNN,ABC 等著名なマスメディアも恥の壁に名を連ねて
いるが、多くは誤解や調査不足が原因とウールナー氏は分析している。
氏はツイッターの自分のフォロアだけの狭い範囲に知られる程度と思っていた
が、「小さな劇場を立ち上げたようだ。」と自分自身も反響の大きさに驚いている。
ウィキペディアのような知識集合であるウイッキとして立ち上げたが、日本在住だ
けでなく、かって日本に居住した方々の協力も得られたとして感謝している。ウー
ルナー氏は「思っていた以上になった。震災だけでなくもっと広げたいと思ってい
る人は多くおられると思うので、異なった種類のウィキも作れる。」と語っている。

図 2.1-16
出典
３）

The Wall of Shame（恥の壁）のリスト

JPquake - Home of the Wall of Shame and more...

Don't donate money to Japan（日本にお金を寄付するな！）
この衝撃的な題名のブログをロイターに投稿し、ブログの部でレベル 1050にラン
クされたのは、金融ブロガ、フェリックス・サイモン氏である。以下は氏が投稿し
たブログ“Don't donate money to Japan”の要約である。51

50
51

レベル 10 ヒステリックで、わざと恐怖を煽っている。日本に対する文化的・政治的・日本人そのも
のへの偏見が混ざっている。
Don't donate money to Japan
http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/03/14/dont-donate-money-to-japan/
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日本からの恐ろしいニュースや写真に直面して誰もが何かをしたいと思い、お金を寄付した
り、何か支援したいと思うものだ。
でも

やめてください。

ハイチ地震での私の意見は日本にもあてはまります。
救援組織を特定する資金提供すれば、その組織は一箇所の災害対応で使い切れない資金を残
さざるを得なくなる一方、他方で危機に瀕している災害地域が生じてしまいます。マシュー· ビ
ショップ、マイケル· グリーンは「ドラマチックにテレビ映りの良い（telegenic）緊急事態に
対応するよりも、飢え、災害、抗争から多くの人命がなくなるような人類の災難に対応する方
が良い。」と言っています。
最初は良い意図でパラシュート的に派遣された NGO は、緊急地域で散発的で非機能的な（a
mess of uncoordinated NGOs）結果に終わってしまうものです。そのような緊急地域には
公的な部門が戦略的にもっと効率的に対応すべきなのです。
特に日本はお金を寄付すべき理由はありません。日本は災害に対応できる豊かな国であり数
千億（hundreds of billions of dollar）の札を印刷すれば良いわけで、お金はボトルネックで
はないのです。その上日本復興に現在も送金している世界規模の寄付組織（GlobalGiving）の
ような組織の運営は不透明であり、犠牲者や生存者が必要とするサービスにどのようにお金が
使われるか分からないのだから、何か別の手段を考えたほうが良さそうです。
そもそも GlobalGiving は日本より貧困な発展途上国のプロジェクトを支援する目的で創設
されたのであって、GlobalGiving52が考慮もせずに日本に直接対応している事を認める事は出
来ません。赤十字や Save the Children のような組織は、日本での役割や他の地域での役割も
十分承知している。
そうです。私たちはこのような組織にお金を渡しましょう。国境なき医師団（MSF）のよう
な NGO にもお金を渡しましょう。私は MSF に 400 ドル寄付しました。今日ニュースになっ
ている災害にお金を寄付するよりは、むしろ私と同じような行動される事を勧めます。
私は全く関わらなかったのですが、思いつきで何人かが

Socks for Japan
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を立ち上げま

した。賢明な読者諸君には、意図的な寄付は莫大な浪費を象徴するような日本に Socks を送る
なんて愚かな人はいないと信じる。

サイモン氏は東日本大震災だけでなくハイチ地震でも同様のブログ（Don't
donate

money to Haiti.）を投稿している。被災者を思いやる気配りに欠けるこ

のブログに多くの人が否定的なコメントを寄せているのが救いである。
氏がエコノミストを目指すのであれば、現状を調査分析する力を身につけ、前向
きな経済記事を書いて活躍される事を望む。
２．２

東日本震災支援の活動

東日本大震災では多くの人々の努力があって被災しなかった地域では通信設備、インタ
ーネット設備、サーバが動作しソーシャルメディアを支えた。日本のインターネットイン
フラが動作しサービスを継続した事に海外の評価は高かった。しかし甚大な被害を受けた
被災地は、固定電話及びインターネットを 5 月になっても利用出来なかった。
52

53

GlobalGiving による東日本大震災の支援
http://www.globalgiving.org/projects/japan-earthquake-tsunami-relief/
Socks for Japan
http://jasonkelly.com/helpjapan/japanese/
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２．２．１
（１）

震災における通信・インターネットインフラの状況

東北地方の通信設備の被害
津波が東北地方沿岸部の通信設備や回線に被害を及ぼし、NTT 東日本では通信ビ
ル 18 棟が全壊したほか 6 万本以上の電柱が流出・折損し、約 150 万回線が不通と
なった。NTT ドコモでは、基地局倒壊、交換局接続固定回線切断、長期停電により
最大時で 375 局が中継機能を失い、携帯電話も使用できなくなった。

（２）

音声通話の通信規制
固定電話や携帯電話は通信経路を発信側と着信側の間で確保して通話するため
通信が集中すると通信設備の処理容量をオーバし、大規模な通信障害に発展するこ
とを防止するため通信事業者は通信規制を行なった。

（３）

停電が原因の通信障害
通信機器が動作するには電気が必要であり、被災地において震災当日携帯電話が
使えたが、停電後に基地局は非常用電池に切り替わったが数時間で電池を使い切っ
て動作が止まってしまい翌 12 日から「圏外」になって使えなくなった。携帯電話
事業者の保守担当者は自家発電装置や蓄電池を持って基地局間を飛び回り、徐々に
携帯電話ネットワークを復旧させていった。

（４）

情報の途絶
被災直後、被災地区との通信手段が無い被災地から情報は全く入らなくなり、救
助活動に支障をきたした。本来救助活動は自治体側からの要請によって行われるの
だが、通信手段が途絶した自治体からは救援要請が出来なかったし、また自治体に
とっても被災情報の収集、状況把握が非常に困難であった。
避難生活がはじまりインターネットを利用出来ない環境下で、被災者にとって重
要な安否、ライフライン、生活関連の情報を入手する手段は紙の掲示板、災害 FM
放送が役立った。
避難所でインターネットが利用できるようパソコンが設置され「大いに役立っ
た。」との評価もあったが、設置された台数が少なく周囲への遠慮から「満足な使
用ができなかった。」、ホテルに避難した人は「ロビーに設置されているので利用
しにくい。部屋に設置して欲しかった。」など設置環境や台数の改善要望もあり今
後の課題となった。また子供のゲームに使われてしまい「目的通り利用されない。」
との理由で撤去した避難所もあったが「子供の世界をなくした。」という意見もあ
り、パソコンが様々な目的で利用される事に考えさせられた。54

54

３．１１被災地の証言

発行

インプレスジャパン
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インターネットを利用できた地域ではツイッター、ミクシィ等 SNS を利用してガ
ソリンスタンド、食料品店などの生活情報を共有する事ができ、SNS を利用できる
人には役立った。SNS がローカルな地域での個別問題解決や情報発信に大いに役立
ち SNS を利用出来きたかどうかは、被災者の生活に大きく影響をおよぼす事が判っ
た。しかし被災地における SNS 利用人口は少なく、被災地における SNS の効果は限
定的であった。55
沿岸部では道路が寸断され、電気と通信が途絶した被災地が少なくなかった。津
波で被災した東松島の菓子製菓会社がある村落は周囲から孤立してしまい、約 1 ヶ
月間遠方の問屋やお客様からの問い合わせにまったく連絡出来ない状況が続き、そ
の間クチコミだけの情報による生活を余儀なくされた。情報途絶が直接原因ではな
いが結局廃業に追い込まれた。56

困窮を極めていた被災地から情報発信が出来て

いれば事態は違っていたかも知れない。情報途絶は復興にも陰を落としているよう
に思われる
（５）

遅配した携帯メール通信
携帯電話は、音声通話と携帯メールを利用するデータ通信の経路（電波）が分か
れている。震災発生後音声通話は通信規制が行われたがデータ通信規制は行われな
かったので携帯メールは利用できたが大幅に遅配した。インターネットのメール通
信は正常であったにもかかわらず携帯メールが遅配したのは、携帯メールの仕組み
とインターネットメールの仕組みが異なる事に原因がある。
もともと携帯メールは携帯電話間のメールを前提としているので、メール送受信
に関わる通信仕様（通信プロトコル）は携帯電話事業者が独自に定めており、イン
ターネットメールとは互換性がない。このため携帯電話事業者はインターネットと
の境界に、プロトコルやデータ形式を変換するゲートウェイと呼ぶ装置を設置して
いる（図 2.2-1）。

インターネット

携帯事業者ネットワーク

インターネットメールのフォーマット

携帯メールのフォーマット

インターネット
プロトコル

独自の通信プロトコル

ゲートウェイ

メールサーバ

プロトコル変換・形式変換

図 2.2-1

55
56

携帯メールの仕組み

３．１１被災地の証言 発行 インプレスジャパン
情報支援プロボノ・プラットフォーム（iSPP） 2012 年 12 月東北例会
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被災者講演

震災時に大勢の人が携帯メールを一斉に利用すると、ゲートウェイに処理が集中
することになる。ゲートウェイ装置の処理が通常時と比較して大幅に増加し配信に
遅れが生じた。携帯電話とゲートウェイ間のメール通信はデータ通信経路を利用し
ており、メール着信を音声で通知する仕組みが組み込まれているとゲートウェイに
メールが到着していても、音声通話規制の影響でメール着信を通知できず結果とし
て携帯メールが遅配する原因もあった。
２．２．２

耐え抜いたインターネット

ツイッターやフェイスブックなどの SNS のオリジナルのサーバは米国に設置されており、
SNS を利用できたのは、インターネットのネットワーク構造が柔軟であった事、海外との
通信インフラである海底ケーブルがある程度使用出来た事、インターネットの根幹が破壊
されなかった事が要因であった。
（１）

柔軟なインターネット構造
インターネットは通信する情報をパケットに分割しパケットごとに混雑してい
ない最適な経路を選択して通信を行うので、通信をネットワーク全体でさばく仕組
みにより、効率よく通信網を利用し、中継機（ルータ）の処理も限界性能以下であ
ったので応答の遅延はあっても被災地を除き通信はできた。
被災地においても、通信設備の物理的な損壊を免れた地域ではインターネットで
の通信が可能であったが大規模な停電のため、通信設備の非常用電源が切れるとと
もにインターネット通信ができない地域は広がってしまった。

（２）

一部不通となったインターネット
家庭や企業のコンピュータやパソコンはインターネットプロバイダ（ISP）を通
じてインターネットに接続している。大手の ISP は全国にアクセスポイントと呼ぶ
インターネット接続用の接続部から他の ISP と相互接続するインターネットエクス
チェンジ（IX）までバックボーン回線を運用している（図 2.2-2）。ある大手 ISP で
は今回の震災で東北地域をサポートするバックボーン回線が被災し、通信用電源が
あっても東北ではインターネットを利用できなくなった地域があった。
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図 2.2-2

大手 ISP のネットワーク構成と
海底ケーブル接続

IX

IX

北米方面海底ケーブル

アジア方面海底ケーブル

ソーシャルメディアとは直接関連はないが、地方自治体の情報システム運用は非
常事態であった。インターネット接続が不通となり急遽 IX 接続出来るデータセン
タに仮サーバを立てて住民サービスを継続した（仙台市）。コンピュータシステム
本体は無事であったが、破損した庁内 LAN を敷設し直した。停電のため大型発電機
を稼働させ消費電力をおさえるため最重要の業務だけを動かした（山田町）。市庁
舍は 4 階まで浸水しサーバルームも破壊された。以前システムを納入した業者が保
管していた住民データファイルから、システム復旧し住民の安否確認を行うことが
できた。重要な財務会計、住基システムは業者に無理を言って稼働にこぎつけた（陸
前高田市）。庁内の免震装置自体が外れサーバのラックが傾いていた。下のフロア
は冠水し、電源、ネットワーク等の装置やネットワークは利用できなくなった。ま
た市内の公共機関、学校等 120 の建物を接続していた総延長 250KM に及ぶ光ケーブ
ルのうち 50KM を流失してしまった。光ケーブルが復旧したのは 10 月になった（石
巻市）。
更に普段にはない被災証明書発行などの被災対応処理が重なるなどシステム担
当職員は対応に追われた。57
（３）

生き残った海底ケーブル
世界とコミュニケーション出来るインターネットは、海底ケーブルによって日本
国外と接続されている。米国本土を結ぶ海底ケーブルが寸断されると、米国にサイ

57

東日本大震災と自治体 ICT セミナー 自治体システム担当者による講演から抜粋
公開セミナ「東日本大震災と自治体 ICT」の資料を公開しました | 仙台市
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トが設置されているフェイスブックやツイッターのサービスが著しく低下する事
になる。2006 年 12 月の台湾沖地震により NTT コミュニケーションズの海底ケーブ
ルが損傷し、台湾では国際通信サービスが混乱したことがあった58。
海底ケーブルは文字通り海底に沿って敷設され、太平洋横断するには日本海溝の
深い所までケーブルが伸びている。今回の東日本大震災の震源は太平洋プレートと
北アメリカプレートが接する日本海溝付近で発生したとされており、日本海溝を通
る海底ケーブルは強い力で引っ張られ 5 ルートの海底ケーブルが損傷した。

被災海底ケーブル
非被災海底ケーブル
Japan-US（北米）
茨城県北茨
茨城県阿字ヶ浦
三重県志摩 静岡県豊橋
千葉県江見
千葉県千倉

PC-1 N（北米）
China-US（北米）
PC-1 W（北米）
TGN-Pacific（北米）

APCN-2（アジア）

Unity
APCN-2（アジア）

TGN-Pacific（北米）

TGN-Pacific（グァム）

図 2.2-3

（北米）

Japan-US（北米）

海底ケーブルマップ

損傷したのは Japan-US の 1 ルート、Pacific crossing-1（PC-1）の北および西
の 2 ルート、China-US の 1 ルート、アジア各国を結ぶ APCN-2 の 1 ルートであった。
59

三重県志摩に陸揚局がある Japan-US の 1 ルート、TGN-Pacific の 2 ルート、2010

年 4 月に運用開始した毎秒 4.8 テラバイトまで容量拡張できる高性能の Unity は被
災せず通信を継続する事が出来た。 PC-1 を所有する NTT コミュニケーションズは
被災ルートの迂回工事により、KDDI はバックアップのケーブルを利用し通信サービ
スを継続できた。北米向け海底ケーブルの陸揚局は茨木県の阿字ヶ浦、北茨城、千
葉県の千倉、江見、静岡県豊橋、三重県志摩等に配置されているが、陸揚局の施設
が被災しなかった事も幸いした。
58
59

出典 NTT コミュニケーションズ http://www.ntt.com/interop/docs/20110610_05.pdf
出典 GIGAOM
In Japan, Many Undersea Cables Are Damaged
http://gigaom.com/broadband/in-japan-many-under-sea-cables-are-damaged/

65

（４）

インターネットの脆弱部
東日本大震災では固定電話や携帯電話は通信規制が行われたが、インターネット
は大規模な障害は発生せず停電や通信設備が破壊された被災地を除いて利用でき
たのは、被災したインターネットの設備は幸いにも中枢部ではなかったからである。
インターネット利用者が多い関東地区は関西と比較して圧倒的にインターネッ
トトラフィックが集中し、大手インターネットプロバイダ（ISP）の設備も関東地
域に集中している。このため ISP 間の相互接続を行うインターネットエクスチェン
ジ（IX）は、大阪にも設備はあるが、現状は大手町に一極集中して設置されている。
映像、音楽、ゲーム、書籍などのコンテンツ作成は関東地区でおこなわれ、ソフ
トウェア技術者や養成する学校も人口の多い関東地域に集まっている結果、インタ
ーネット利用も関東に集中する状態となっている。
このため関東地域の電力設備、通信設備、データセンタに甚大な被害を及ぼすよ
うな大災害が発生すれば、海外との接続や全国的なインターネットは利用できなく
なる恐れが予想される。今回の東日本大震災でインターネットは災害に強いと評価
されたが、「幸いにもインターネットを利用できた」と考えたほうが良さそうであ
る。

（５）

海外の評価
震災により通信設備が被災し通信サービスがどの程度影響するのか注目してい
た海外通信会社は、日本の通信会社、インターネット関係会社は予想以上に上手く
対処していると評価している。
・

アメリカのインターネット分析会社 Renesys の James Cowie

氏
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極東アジアにおいてグローバル接続として重要な役割を果たし極めて密度が高く
内容もリッチな日本のインターネットは、予想以上にこの難局を切り抜け生存してい
る。

・

ドイツのテレコム分析会社 InfoCom の Cristina Bardelli 氏
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全体的に見て日本の通信会社は非常に素早く対応出来た。日本のインフラストラク
チャは、高品質かつ適切なテクノロジを用いて構成され非常に安定している。

２．２．３

乗り切ったデータセンタ

東日本大震災の激しい揺れにもかかわらず、日本のデータセンタは厳しい建築基準をさ
らに上回る耐震性を備えており、大きな被害をほぼ免れた。
60

61

出典 COMPUTERWORLD
Japan's Internet largely intact after earthquake, tsunami
http://www.computerworld.com/s/article/9214358/Japan_s_Internet_largely_intact_after_earthqu
ake_tsunami
出典 Deutsche Welle
Japan's communications network weathers quake largely intact
http://www.dw.de/dw/article/0,,14922121,00.html
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多くのデータセンタは、地盤と建物の間に金属とゴムから成るアイソレータ（免震装置）
を設置した免震構造の建物を使用し、サーバ・ラック、冷却機器、そのほかの設備は床に
しっかり固定されているので、サービスを継続することが出来た。
データセンタの約 7 割が関東にあり、津波に襲われた東北沿岸地には大規模な商用デー
タセンタはなかったが、被災しサービスを継続できなかった地元データセンタもあった。
災害復旧はおおむね円滑に実行され、停電した施設では UPS（無停電源装置）とディーゼ
ル発電機を作動させることができたが、政府は燃料を最も深刻な被災地に優先的に振り分
けたため担当者は燃料確保に奔走した。
多くの企業が東京のオフィスからサーバやストレージをデータセンタに預けて稼働さ
せており使用電力削減が難しく電力不足が最大の問題となったが、乗り切ることが出来た。
62

２．２．４

通信設備の被災と復旧

通信事業者各社は、移動電源車、車載型携帯電話基地局の被災地緊急配備など迅速な復
旧に取り組んだ。図 2.2-4 は固定電話の不通回線数の推移、図 2.2-5 携帯電話基地局の停
波局数の推移を示している。
NTT 東日本は実施した復旧までの取り組みの概要を動画63、KDDI は写真64で発表している。
NTT 東日本の復旧の取り組みを見ると、移動電源車のエンジンを動かす燃料不足に悩ま
された事、全壊した七里ヶ浜等の通信ビルの応急の通信施設を立ち上げた事、被災した通
信ビルの後片付けや通信装置の修理等を行い甚大な被害を受けた住宅地を除き大部分の通
信ビルは 4 月末に復旧した事は、通信事業者各社や関連企業が懸命の復旧作業を行なった
結果である。

62
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64

出典 CIO 東日本大震災を乗り越えたデータセンタ
http://www.ciojp.com/specialplan/t/49/
NTT 東日本の復旧作業について http://news.goo.ne.jp/sp/eq/nttg.html
KDDI 復旧までの取り組み
http://www.kddi.com/disaster/east_japan2011/recovery/phase2.html
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図

2.2-4
出典

図 2.2-5

固定電話の不通回線数の推移
総務省

平成 23 年情報通信白書

携帯電話基地局の停波局数の推移
出典

総務省

平成 23 年情報通信白書

しかし通信ビルが復旧しても、被災地の全ての固定電話が使用できたわけではない。沿
68

岸部では 2700KM の架空ケーブルが流失か破損の被害、28000 本の電柱が折損の被害を受け
ており、固定電話による通話はさらに遅れて利用できた被災地もあった。
２．２．５

被災地への支援活動

通信事業者各社は、被災地の基本料金等の無料化又は減免や利用料金の支払期限の延長、
携帯電話貸出・充電コーナ設置など積極的な支援活動を行なった。被災者にとってこれら
の支援は「役立った」と好評であった。
NTT 東日本は特設公衆電話 1198 箇所 3920 台、インターネット接続環境 439 箇所、公衆
無線 LAN 無料開放、公衆電話無料開放、仮設住宅固定電話機無償提供などの貢献をした。65
２．２．６

震災における IT の全体状況

IT 業界では募金活動だけでなく、仮想サーバや SaaS66の無償提供という技術面での支援
もおこなった。この緊急事態に対処すべく最大限のスピードで作業を行なったプロジェク
トが多く、日本人の特徴である真摯で真面目な IT 技術者が支援を行なった。
（１）

ツイートサーバ増強
ツイートサーバは米国に設置されているので、地震発生直後、ツイッター日本
（Twitter Japan 株式会社）は米本社に緊急連絡し日本で急増しつつあるツイート
が全て伝播されるよう依頼し、米本社は直ちに昼夜敢行でサーバ増強を行い、ツイ
ートを停止させる事なくサービスを継続できた。後日、米ツイート本社は、今回の
東日本大震災でのツイート数は世界記録であったと発表した。67

（２）

既存サーバの増強
震災発生直後より、クラウドやホスティングの事業者が、災害情報発信サイトに
アクセスが集中しても負荷に耐えられるよう、サイト増強や緊急情報発信させるサ
イト構築支援を行なった。

１）

マイクロソフト
クラウドサービス「Windows Azure」を展開している日本マイクロソフトでは、
震災後にアクセスが集中し運用が困難になっていた自治体などのサイトに対して、
米国本社に交渉し無償で Azure を利用したミラーサイト構築を震災の翌日土曜日（3
月 12 日）から自主的に開始し、緊急時であったので最初は負荷が集中しているサ
イトのミラー設置を独断で始めた。月曜日（14 日）に岩手県や福島県に申し入れを
行い、公式なミラーサイトとして認定されるとさらに拡張していった。68

65
66
67
68

３．１１被災地の証言 発行 インプレスジャパン
SaaS（Software as a Service）
：ソフトウェアを提供者側のコンピュータで稼働させ、利用者はそのソ
フトウェア機能をネットワーク経由でサービスとして使用し、サービス料を支払う形態。
日経ビジネス 10 月 26 日号
INTERNET WATCH
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２）

IIJ
IIJ サービスにも被害が発生しインフラ企業として対応したが、それとは別に
ボランティアチームが自主的に救援活動を行い会社も活動を支援した。
・

大規模コンテンツ配信サービス（CDN）臨時提供
アクセスが殺到し Web を参照出来なくなった政府、自治体、公共サービス

企業に CDN（コンテンツ

デリバリ

ネットワーク）を提供した。

例えば、夜 23 時頃、「明日 10 時重大発表を行う」などの情報が伝わると、
急遽 CDN の準備を行い予想されるトラフィック集中に備えた。
・

IIJ GIO(IaaS サービス)仮想サーバ提供
既存サーバが利用不能となり追加増強が必要な場合、IIJ の IaaS サービス69

を期間限定で提供した。
・

自治体 Web 勝手ミラーサイト設置
約 200 のミラーサイトをユーザに断りなく構築していくが、著作権の問題があ

り緊急時では許可されるとの社会的コンセンサスが有るわけでもない為、自治体
に連絡しながらリスクを取れる範囲かどうか考えながら実施した。キャッシュか
ミラーかの選択もあったが、オリジナルサイトが障害となっても発信できるミラ
ーは誤った情報を発信させる可能性もあり、負荷分散させるキャッシュサーバに
統一した。
（３）

支援サイトの立ち上げ
支援サイトを立ち上げた人たちは、大学生（前述 prayforjapan.jp の鶴田浩之氏）、
専門知識を持ったボランティア（sinsai.info の関治之氏、Senju センジュの横山
昇氏、助け合い JAPAN の佐藤尚之氏等）、正に熱い思いを持った方々である。

１）

アマゾン
被災者に情報提供したくとも急には IT リソース調達が出来ない組織が大半であ
る。
アマゾンのクラウド子会社 Amazon Web Service (AWS)の国内ユーザ会 JAWS-UG
(AWS.User.Group—Japan)の有志が、今すぐ立ち上げる事が出来る簡単な情報提供
サイト（必要なコンポーネントを組込み済みのセミオーダメイド仕様）の立ち上げ、
国内消費電力削減のためサーバの一時国外退避、アクセス過多のサイトのデータ移
行やミラーサイト構築救援等、被災者のためにアマゾンのクラウドサービス無料使
用枠を使ってボランティアで情報提供支援を展開している。70

69
70

自治体のミラーサイトをコミュニティと協力して構築した日本マイクロソフト
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/20110311/20110620_454553.html
IaaS ： Infrastructure as a Service の略イアース,アイアス：システム構築、稼働させるための仮
想マシンやネットワークなどのインフラを提供するインターネット経由のサービス
COMPUTERWORLD AWS と JAWS-US は被災地向け情報支援や各種サービス提供を実施
http://www.computerworld.jp/topics/601/

70

sinsai.info

２）

ニュージーランド地震の際にも多
方面より活用された Ushahidi71をソフ
トベースに、メール、ツイッターの投

稿・支援サイト等から、物資の要請
情報や支援情報、被災者へ生活情報
案内、道路情報、ボランティア募集
情報などを収集する目的で、 ネット
ワークで呼びかけて応じたボランテ
ィアが分担して開発し 3 月 17 日に立
図 2.2-6 文部科学省の放射線

ち上げた。
このサイトは 位置情報をつけてレ

モニタリング情報のページ

ポート化し援助を必要とする避難所が地図上に俯瞰して表示されるので過疎地
の避難所情報も容易に判り、広域に被害が及んだ東日本大震災の支援サイトに
地図情報が有益であることを実証した。
３）

マイクロソフト
3 月 18 日金曜日午後 4 時、文部科学省は原子力発電所事故による放射線情報

をわかりやすいデータとして公開するシステム構築を各社に検討依頼しマイク
ロソフトが、その日 22 時文部科学省に対応を返答し、翌 19 日夜にグラフ表示
するサイトをほぼ 24 時間で稼働させることが出来た。72図 2.2-6 は文部科学省の
放射線モニタリング情報のページであるが、現在の画面は異なっている。

71

72

スワヒリ語で"証言"を意味する。情報提供と参照を地理情報インターフェースにより、可視化と対話
型のオープンソースソフトウェア
INTERNET WATCH 自治体のミラーサイトをコミュニティと協力して構築した. 日本マイクロソフト
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/20110311/20110620_454553.html
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第３章

ソーシャルメディアの活用事例

第２章では、震災においてソーシャルメディアが如何に活躍したかについて述べたが、
本章では東日本大震災における被災者支援及び復興支援に関するソーシャルメディアの活
用事例を述べる。被災者支援については、安否情報、募金活動、災害情報、公共情報、自
動車通行情報、物品支援、教育支援、およびボランティア活動に関する事例を取上げ、復
興支援については、復興に向けた支援及び再興企業への支援に関する事例を取上げる。
３．１

被災者支援に関する事例

３．１．１

安否情報

安否の確認は家族、親戚、友人など、訊ねたい相手に電話することから始まる。しかし
震災直後は、回線の錯綜や局舎の損壊で電話が使えない状態が発生する。今回の地震でも、
携帯電話の基地局の多くが津波で破壊され通話不能になり、またそうでない場合でも輻輳
をさけるため、通話が制限され、かかりにくくなる状態が生じた。つまり、電話、携帯電
話による安否の確認はほとんど用をなさなかった。新聞、テレビ媒体も速報性は持つもの
の初期の安否情報を提供する上で特別優れていたわけではなかった。
今回、避難所の多くは震災後暫くの間、パソコンがない、あるいはパソコンが使える人
がいない状態におかれていた。直接被災しなかった自治体やインターネットのサービスプ
ロバイダ、あるいは主要なアプリケーションプロバイダは Web のホームページに安否情報
を収集し掲載する登録窓口を設けたが、情報の収集は容易ではなかった。
実際、安否情報の収集はどのようにおこなわれたのであろうか。初期の混乱状態、特に
地震後 72 時間以内では、安否確認や情報収集の上で通信の確保されたインターネット上の
ソーシャルメディアが有効であったと報告されている。1
ソーシャルメディアには登録者以外の人にも内容が公開できる Ameblo や FC2 などのブ
ログ2があり、名前を開示するかどうかは本人次第になっていて、同じ趣味の仲間作りとし
て日本国内を中心に広く利用されている。今回もパソコン利用者の多くがこうしたブログ
を情報交換に利用したと考えられる。また、ソーシャルメディアの一つである SNS、中で
もツイッターは短文（140 字以内に制限）で書き込む掲示板の一種であるが、短文である
ことや、再転送機能3により情報伝搬の速度が速く、加えて後述するハッシュタグの利用に
より関連するトピックスを容易に収集することができるため、今回最も大勢の人々が利用

1
2
3

例えば㈱IMJ モバイルが行った「震災に伴う Twitter、Facebook の利用実態に関する調査」2011 年 4 月
4 日、http://www.imjmobile.co.jp/news/file/pdf/report/imjm20110404_2.pdf など。
ブログは Weblog の略。個人が日記風に記録、改版できるウェッブページを言う。分類は第１章参照。
リツイート（Retweet）と呼ばれる。
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したソーシャルメディアであったと言われる。これに対して会員以外への公開が制限され
た SNS の代表として、国内で早くから利用されているミクシィや欧米で早くから利用され
てきたフェイスブックがある。ミクシィは匿名で話題ごとにグループを形成するのに向い
ているのに対し、フェイスブックは本人が実名と写真を登録してアカウントを設定した後、
加入者相互の承認を経てグループを形成するようになっており、友人や特定のグループ内
の仲間でコミュニケーションをとる手段として利用されている。今回の災害では仲間内の
安否確認にミクシィやフェイスブックが活用された。とりわけ、ミクシィでは書き込み時
刻がグループ外にも公開されたため広く安否確認に利用されたと報告されている。
（１）

Web ページ上に安否情報の収集・登録窓口を開設
以下では先ず、開設された安否情報の収集・登録窓口の例をリストする。これら
の窓口は自らの生存を知らせたり、身内や親戚の安否をたずねる掲示板的なもので
あったり、後述する Google Person Finder のような安否情報の登録・検索サービ
スへの入り口（リンク）として機能した。
・

《地方自治体》：岩手県庁、宮城県庁、福島県庁および盛岡市など各県下市役
所のホームページ

・

《通信事業者》：NTT ドコモ、NTT レゾナント（goo）、KDDI 携帯（au）、ソフト
バンクモバイル、ウィルコム、イーモバイル等携帯電話各社の「災害用伝言板（Web
掲示板）」

・

《インターネットサービス事業者》：Google Person Finder（後述）、ビッグロ
ーブ4, ニフティ5, MSN6などのプロバイダ、SNS 各社のホームページ

・

《放送》：NHK（Google と提携）、IBC 岩手放送、福島民放（ツイッター）など

・

《新聞》：朝日新聞（ホームページの中に「特集：東日本大震災」を設定）、毎
日新聞（ツイッター「希望新聞」で情報の発信・収集を行う）など

・

《その他》：日本赤十字社、警察庁、岩手、宮城、福島各県警の災害対応ペー
ジ

・

安否情報関連サイトのリンク集7

・ ツイッターの安否情報に対する収集／リスト化／検索サービス：anpi レポート
（後述）など
・

4
5
6
7
8

ボランティアによる災害関連情報の集約サービス8

NEC ビッグローブ株式会社が運営するインターネットサービス。前身はパソコン通信時代の PC-VAN
ニフティ株式会社が提供するインターネットサービス。前身はパソコン通信時代の Nifty-serve
MSN は Microsoft Network の略。マイクロソフト社が 1995 年から運営するポータルサイト。2006 年か
ら新しいプラットフォーム上で開始した Windows Live サービスの前身に相当する。
例えば http://sites.google.com/site/mnetanpi/home/sagasu など。
例えば http://www.sinsai.info/など。
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（２）

安否情報の収集
避難所で固定電話や携帯電話が使える場合は、当然これを通じて情報発信がなさ
れたであろう。しかし、先にも述べたように震災の初期に電話は殆んど役に立たな
かった。実際、避難所で最もよく用いられたのは生存者と行方不明者の確認を行う
紙の掲示板である。この場合、避難所に出入りする人がいればその人を頼りに掲示
板の情報を外部に伝えてもらうことになる。役所の建物が無事でインターネット回
線が使える所では職員が避難所の情報を収集し、最寄りの自治体のホームページ内
に設けられた掲示板に登録する。携帯各社はパソコンでも携帯電話でもアクセス可
能な伝言板を Web 上に設けた。
Web サーバは、アクセスが集中するとレスポンスが遅くなり、急ぎの用に適さな
い状況が発生する。ツイッターではツイート（つぶやき）のメッセージ長を 140 字
と短く制限しているため、サーバがダウンすることは少ない。加えて、ツイッター
には「この情報を拡散させよう」という呼びかけに対し簡単に応える仕組み（リツ
イート）があり、トラフィックが急増する現象が見られた。例えばビッグローブは
震災発生の前後でツイッターのトラフィックが倍以上に増加したと報告している。
このトラフィックは、震災を受けた現地の職場などからの発信ばかりでなく、そう
した現地からの情報によって触発された、主に被災地外の人々によるアクセスが多
くを占めたことも事実である。ツイッターのメッセージはあまりにも多様なため、
ハッシュタグ（#****）を用いた情報収集が始まった。

（３）

anpi レポート9
これは和田裕介氏個人がインタ
ーネット上に開設したツイッターの
安否情報リスト化サービスである
（図 3.1-1）。
ツイッターを利用している人
に呼び掛け、その内容が安否関連で

図 3.1-1

anpi レポートの検索ページ

あればハッシュタグ#anpi をツイー
ト（つぶやき）の文中に挿入してもらい、これをツイッターのサーバで収録し、
“anpi
レポート”のホームページに逐次掲示する。先にも述べたように、ツイッターには
他の人から来た内容を転送拡大するリツイート機能があるので、ツイートの URL と
登録されている発信源のユーザ名を確認することにより重複を排除した。さらに、
提供される情報を「名前」、「居たと思われる場所」、「年齢」などの順にフォーマッ
トしてくれるよう協力を呼びかけた。
2011 年 11 月現在 8,000 件を越える情報が収録されている。
9

参照 http://anpi.tv/
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（４）

sinsai.info10
これは一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン
主管のもとで、同ファウンデーションの有志やその他のボランティアメンバにより
開設されたホームページである。「東日本大震災／みんなで作る復興支援プラット
フォーム」という表題が示す通り安否情報ばかりでなく、公式発表や通達、避難拠
点、生活、支援・応援などのさまざまなカテゴリーの情報が集約されている。
被災した岩手、宮城、福島 3 県
を中心に、情報集約地点が地図上に
赤マルで表示されており（図 3.1-2）、
これをクリックすることにより、詳
細な内容が分る仕組みになっている。
メールでの投稿も可能であるが、
最も特徴的なことはツイッターから
情報収集するため、ツイッターの利
用者に #jishin や#j_j_helpme、あ
るいは#hinan, #anpi, #311care な
どのハッシュタグを利用するよう呼
び掛け、随時ツイッター上で飛び交
うこれらのハッシュタグを含んだツ
イート情報を収集するようにしたこ
とである。
ただ、収集した情報を整理してプ

図 3.1-2

sinsai.info のホームページから

ラットフォーム上に掲載するには人手がかかるため、震災から 9 日過ぎた 3 月 20
日の時点で「ツイッターの発言がサイトに反映されるまでに 1 週間程かかる」状況
となり、この作業を手伝ってくれるボランティアの募集が行われた。
sinsai.info には 2011 年 11 月現在１2,000 件を越す情報が掲載されている。
（５）

Person Finder と Picasa
Person Finder は検索サービス大
手のグーグルが開発した安否情報の
登録・検索アプリケーションである。
同一人物への二重登録を防ぎ、登録
が未着手の場合は登録をしようとす
る人が登録を宣言する。同姓同名の

図 3.1-3

場合でもはっきり別人と判断できる
10

参照 http://www.sinsai.info/
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Person Finder の Web 画面

場合には、その旨の確認を経て情報登録が可能である。
このソフトウェアは、もともとグーグル社内で《People Finder（人探し）》のデ
ータモデルおよびそのデータやり取りの規格として作成されたフォーマット PFIF11
をベースにしており、社内のボランティアとして当時グーグルのマネージャーであ
った Prem Ramaswami 氏が社内で有志を募り、ハイチ地震（2010.1.12）の際に再度
規格の見直しを行い、ハイチ語でも対応できる Web 上のアプリケーションとして開
発を行った。 Person Finder はその後、チリ中部沿岸地震（2010.2.27）、パキスタ
ンの洪水（2010.7）、ニュージーランド地震（2011.2.22）、エジプト政変（2011.1
～2）などで多言語対応のもとに広く利用されてきた。このため今回の東日本大震
災発生時には、発生の 2 時間後には早くも日本語対応の Web ページとして開設され
ている（図 3.1-3）。
ただ、避難所のほとんどはパソコンが利用できる環境になかったので、グーグル
は同社が SNS サービスの一つとして会員に提供している Picasa Web Album のアプ
リケーションを災害用に公開し、一般の人が同社特設の災害対応ページ（Google
Crisis Response）を通じてアクセスできるようにした。
Picasa Web Album はもともと登録会員がその家族や友人などの仲間内で、アルバ
の鑑賞を共有するためのサービスである。このため、Web Album を開設するには個
人が ID とパスワードの登録をしなければならない仕組みになっている。今回はこ
の登録手続きを省き、操作を簡易化した。写真のアップロードはパソコンからも可
能であるが、携帯電話からも QR コードを参照することによりカメラ画像を簡単に
アップロードでき、画像にコメントを加えることもできる。また、GPS12機能付きの
携帯を利用する場合は画像のアップロードの際に、本人が登録しようとする避難所
名などの情報と一緒に、現在地が自動登録される。
このため、避難所の壁に貼られた安否情報を携帯電話のカメラで撮影してアップ
ロードするケースが急増した。グーグルでは当初自社でこうしたカメラ画像からの
情報を目視により、テキストベースで、Google Person Finder のデータベースに取
り込むつもりでいたようであるが、震災後の 3 月 17 日の時点で写真画像が 4,000
枚に達し、作業が膨大になることが判明したため、急遽この作業を引き受けてくれ
るボランティアを募集することにした。グーグルはさらに Person Finder へのデー
タ提供を広く警察や地方公共団体に呼び掛けた。岩手、宮城、福島、山形など各県
の県庁、NHK、朝日新聞社、毎日新聞のツイッターページ「希望新聞」等との連携
が進んだ。フェイスブックやミクシィの情報も寄せられる。この結果、震災発生後
の 3 月 12 日に 5,000 件の規模であったデータ量は 3 月 18 日には 30 万件に、さら
に上述の anpi レポートや sinsai.info とも連携し、2 ヶ月後の 5 月 18 日には 62 万
11
12

PFIF: People Finder Interchange Format, 2005 年版 http://zesty.ca/pfif/1.1/、
改訂版（2010 年）：http://zesty.ca/pfif/1.2/
GPS: 第 4.3 項スマートフォン・携帯電話の項参照
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件に達した。
日本における Person Finder は 2011 年 10 月末でサービスが打ち切られたが、同
様 の サ ー ビ ス は 現 在 ト ル コ に お い て 、 2011 年 10 月 に 発 生 し た ト ル コ 地 震
（2011.10.23）への対応で利用されている。
（６）

死者・行方不明者の情報と警察
生存者に比べて死者・行方不明者の情報確認は困難を極めた。死者・行方不明者
あわせて 2,000 人を超えた岩手県高田市の場合、震災後の 3 月 19 日までに市内 5
ヶ所の体育館を遺体の安置所として用意したが、能力を超える遺体の収容に苦慮し
たと言われる。遺体の安置所は体育館の他、廃校の校舎の教室、寺院、教会あるい
はボーリング場などが活用された。遺体の損傷がひどく、個人の特定に手間取る場
合も多くあった。
一部の市町村では住民台帳が津波で消失し、死者・行方不明者のデータベース化
が困難な事態となった。
警察庁は各県警と協力して死者・行方不明者の情報収集を行った。収集情報は広
報文により自身の Web ページに掲載するとともに、各自治体のホームページ、新聞、
インターネット上のソーシャルメディアなど様々な媒体を通じて伝達された。しか
し、地震発生直後に襲った津波に加え、翌日以後相次いだ福島第 1 原子力発電所の
水素爆発事故などが重なり、3 月末まで死者・行方不明者の集計ができない状態が
続いた。最初の集計結果が報告されたのは 4 月 5 日になってからである。
初期に生じたこうした公的情報の欠如を補間したのが、上述の sinsai.info や
Google Person Finder などのソーシャルメディアであったと言える。これらのソー
シャルメディアはその後、時間の経過とともに、各県警、警察庁のデータと連携し、
より正確な情報提供に努めることになった。

３．１．２

募金活動の事例

災害は予告なく発生するため震災での募金活動の課題は募金体制を迅速に構築するこ
とが重要な課題である。今回の東日本大震災ではインターネットがこの課題に大きく寄与
した。募金活動の実施は日本赤十字社の様に既に確立された組織に加えて、今迄募金に関
係ない組織がインターネットを活用することで震災後直ちに日本全国や世界各国に募金を
呼びかけ大きな成果を得ることができた。また、日本赤十字社等募金体制の確立した組織
でもインターネットにより募金の活動効率の向上を図ることができた。
インターネットは募金の呼びかけだけでなく、その特長を生かして募金の支援先で募金
したお金がどの様に利用されたかを知らせたり、ソーシャルメディアで被災者と募金者の
双方向の情報交換を図る役割を果たしている。日本赤十字社では募金の実績やその配布状
況を、厚生労働省では日本赤十字社と中央共同募金会、日本放送協会、ＮＨＫ厚生文化事
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業団の四団体に寄せられた募金の額とその配布状況を毎週インターネットで報告を行った。
この種のインターネットでの情報発信は募金の促進に大きく寄与したと考えられる。以下、
その状況を説明する。
（１）

募金活動とソーシャルメディアの関係

今回の東日本大震災の募金活動の特徴の一つはソーシャルメディアを中心としたイン
ターネットが活用されたことである。活用方法としては 2 通りに分類して考えられる。第
1 は日本赤十字に代表される従来型の募金組織の活動を効率化するために用いられたもの
である。第 2 はインターネットのみで募金活動を行う新しい募金形態である。これは主に
インターネットでの通販業者がその顧客に、インターネット検索サイトがその利用者を対
象に募金を勧誘するものや、組織力の弱体な NPO 等がインターネットにより募金を呼びか
けたものである。これらはインターネット無くしては行えない新しい募金形態である。こ
のインターネットの利用効果を考えると以下の 5 通りが考えられる。
１）

活動の効率化
募金活動には多くの人手と時間を要するものであるが、これを少ない人数で迅速
に行える効果がある。これは日本赤十字等の従来型の募金組織の業務効率化に寄与
すると同時に募金のための体制を有さない団体でも直ちに募金活動が開始できた。

２）

募金対象の拡大
従来は街頭や勤務先や各自が属する組織を通じての働きかけで募金を行うのが
普通である。インターネットでの募金は現在急増したインターネット利用者に、イ
ンターネット利用時毎に募金を呼び掛けて募金者の間口を広げることが出来た。

３）

募金の国際化
この募金対象は海外まで広げられている。後述するようにある募金サイトでは世
界 25 ヶ国から募金を集めている事例がある。この中には開発途上国も含まれ、そ
の金額は僅かではあるが、広く世界中の人々から募金を集めた意義は大きい。もし、
インターネットが無ければ世界中の人々に呼び掛けるには膨大な手間と時間が必
要で余程多額の募金を集めなければコスト的に採算がとれないが、インターネット
ではこれを可能にしている。

４）

目的別の募金
被災者の子供の教育資金、飼い主を無くしたペットの保護、津波で自動車を無く
した人々に共同で利用する自動車を提供する等の目的を限定した募金がインター
ネットで行われた。通常の募金では募金者は自分の提供したお金の使途を指定する
ことは出来ない。例えば動物保護のための寄付を行うのは困難である。逆に動物保
護団体がペット保護を目的に募金を計画しても、動物愛護に関心の深い人々を探し
て募金を依頼するのも大変である。しかし、インターネット利用の場合には相互が
簡単に結びつけられるため効果的な募金が可能となっている。
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５）

募金者と救済者とのコミュニケーション
募金者は自分の募金がどの様な人に利用されたかは今迄の募金では解らない場
合が多い。ソーシャルメディアでは募金を受けた人や、また募金が必要な人の声が
解る。これにより募金が促進され、募金者の満足感も与えられる。募金活動が単な
る金の流れだけなく、情報の流れ、募金者と被災者の心の結び付きを可能にしたの
がソーシャルメディアでの募金活動である。
本調査では残念ながらインターネット、ソーシャルメディアによる募金量がどの
程度増加したかや活動に要した費用や人手の節減量等の定量的な値は把握できな
かった。大きな成果を得たものの、全募金に占める比率は必ずしも高くないと推測
する。しかし、募金活動に新しい流れを築き、募金者と被災者の心を結び付け、そ
の範囲を世界中に広げた意義は大きいと考える。以下、インターネットでの募金活
動の事例を紹介する。

（２）
１）

ネット系企業がその事業基盤を生かしたインターネットでの募金活動
ヤフー
ヤフーは 2008 年に災害支援を目的としたヤフー募金と云う制度を設けていて、
今回この制度の下に募金活動を行った。募金の方法はコンテンツの販売とポイント
制の 2 本立てである。寄付専用コンテンツ（壁紙）販売で募金を行うとものでこれ
を購入すると
ダウンロード
して利用出来
る。壁紙自体
も一般から寄
贈を受けたも
のである。コ
ンテンツの価

図 3.1-4

ヤフーでの募金サイトの画面

格はパソコン版では 1 口 500 円で 200 口の 10 万円まで、携帯電話では 1 口 50 円で
100 口に 5,000 円迄となっている。ポイントの場合は、1～10 万ポイントを募金で
き、1 ポイント 1 円で換算されて拠出される。集められた募金は日本赤十字社に寄
付している。この場合、マッチング募金と云い一定の上限はあるが集められた金額
と同額をヤフーが寄贈し、募金額の 2 倍を寄付する方式である。また、壁紙を販売
する方式としたため 5%の消費税が必要であるがこれもヤフーが負担し、募金は 100%
日本赤十字に渡る方式である。
平成 23 年 11 月 14 日までに募金金額 1,330,945,826 円 、募金人数 904,080 人
であり、これに東日本大震災以前に他目的で募金された金額 6,809,390 円、人数
24,232 人を加えて 1,337,755,216 円、募金人数 928,312 人の実績となっている。
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この結果、3 月 31 日に日本赤十字社に 3 億円、4 月 19 日に中央共同募金会に 2 億
円、岩手県・宮城県・福島県に各 2 億円の計 8 億円、10 月 31 日に日本赤十字社に
1 億 1,000 万円、中央共同募金会に 1 億 1,000 万円の計 2 億 2,000 万円を寄付して
いる。
２）

ミクシィ
株式会社ミクシィでは同社の販売コンテンツであるミクコレ、デコメッセージ、
対応アプリに対し募金専用版を準備して販売し、その売上金額と同額を同社が加算
して寄付している。ミクコレとはミクシィコレクションと云う SNS の「ミクシィ」
において閲覧ページのデザインをカスタマイズできる機能のことであり、デコメッ
セージは、これまでテキスト形式でしか送れなかったメッセージを、デコレーショ
ン素材を利用して装飾することができる機能である。ミクシィにおける自分のホー
ム画面をはじめ、プロフィール紹介や日記などのページデザインを自分の気に入っ
たものに変更できるものでパソコン用と携帯電話用がある。これらコンテンツの多
くは著作権者より無償で提供されたものが多く、ミクシィは販売の手数と寄付の加
算金を負担する方式である。
募 金 実 績 は 平 成 23 年 4 月 15 日 に 日 本 赤 十 字 社 の 東 日 本 大 震 災 義 援 金 寄
付 窓 口 に 総 額 212,300,172 円 を 寄 付 し 、 更 に そ の 後 も 活 動 を 続 け 同 年 9 月
に第 2 回の日本赤十字社への寄付を計画している。

３）

グルーポン（GROUPON）
2008 年 11 月に創業された共同購入型クーポンサイトを運営する企業。アメリカ・
ヨーロッパ・アジアの 29 ヶ国（2010 年 8 月現在）で事業を展開し、2010 年 8 月に
日本進出している。同社は顧客に 1 口 200 円で最大 50 万口の寄付を募り、同社自
身もマッチング・ギフトとして 1 億円 を加えて企画を立てた。寄付は 3 月 20 日に
目標金額の 1 億円に達し、直ちに総額は 2 億円を日本赤十字社に寄付している。
また、海外でも同様な活動を行い、
集めた寄付金と海外の GROUPON 各社
の拠出金を加え、寄付総額：約
114,006,千円 を集めている。

図 3.1-5
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グルーポンの募金サイトの画面

表

国名
ドイツ
フランス
イギリス
ロシア
アメリカ・カナダ
イタリア
オランダ
マレーシア
南アフリカ
シンガポール
ポーランド
香港
スイス
４）

3.1-1

口数
63,253
43,274
25,211
65,618
6,534
38,297
10,834
12,330
1,591
2,400
2,663
2,763
3,753

グルーポンでの各国の募金実績

金額
28,775
19,686
13,272
13,106
8,714
8,711
4,929
1,991
1,887
1,549
1,510
1,452
1,321

国名
オーストラリア
スエーデン
ノールウェー
オーストリア
ベルギー
ギリシャ
フィリピン
アルゼンチン
スペイン
ポルトガル
ルーマニア
韓国

金額 千円
口数
金額
1,471
1,221
1,856
1,195
1,635
1,192
2,504
1,139
2,239
1,019
3,002
683
651
245
675
137
546
124
274
62
183
50
274
38

T-SITE
TUTAYA の会員制のサイト T-SITE を利用して募金を行っている。会員が TUTAYA を
利用して貯めたポイントを寄付するもの。震災翌日の 3 月 12 日より開始され、義
援金が 3 月 16 日（水）に 1 億円を超え、3 月 17 日（木）に被害の大きかった宮城・
岩手・福島県の自治体が設置する
義援金受付窓口へ、総額 9,000 万
円を生活支援の目的で寄付してい
る。
募金期間は 2011 年 3 月 12 日
（日）から 2011 年 10 月 31 日（月）
までとし、第 2 回の義援金として、
4 月 14 日（木）に宮城・岩手・福
図 3.1-6

島・茨城・栃木・千葉県が設置す

T-SITE の募金サイトの画面

る義援金受付窓口に 6,600 万円を寄付した。第 3 回目は 8 月 10 日（水）、第 4 回目
は 11 月 15 日（火）に宮城・岩手・福島が設置する義援金受付窓口にそれぞれ 900
万円、4,406,643 円を寄付した。募金全体の実績は 372,834 件より寄付を受け、総
金額は 169,406,643 円となった。
５）

グーグル
グーグルでは震災に対する各種情報の収集と提供を迅速に行ったが、その一環と
して募金情報を提供している。グーグル自体が募金活動を行うのでなく、グーグル
サイトより日本赤十字社への募金を可能とし、日本赤十字社、JMSA (Japanese
Medical Society of America) (英語) 、日本国際ボランティアセンタ 、JustGiving
Japan、世界の医療団、日本財団 、国際開発救援財団 等 39 の募金サイトを紹介し
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て募金者への便宜を図っている。
６）

ネットプライスドットコム
携帯電話インターネットを活用し
たモバイルコマースに強い通販会社。
ネットで商品を購入するのと同じ操
作で募金を選ぶと 1 口 100 円が寄付
され、商品の購入と同じ方法で代金
が支払われる。金額は小口で申し込
みが簡単なため 4 万口以上の寄付が
あり 4,467,100 円を集めている。こ
れを日本赤十字社、CIVIC FORCE な
どに寄付している。

７）

JustGiving

図 3.1-7

ネットプライスドットコム

JustGiving は 2001 年に英国でス
タートしたインターネットを活用した募金活動の基盤組織で前記 6 企業と異なり営
利企業ではない。2009 年は年間約 390 億円の募金が各種支援団体に寄付されて、設
立から現在までに世界で延べ 1200 万人が利用して 980 億円の寄付を集めている。
募金の振込先と管理を JustGiving にする事により、活動の信頼性を保証する。日
本での展開は 2010 年 3 月より始まり、今回の東日本大震災に対しても 2012 年 2 月
時点で約 650 万円を集めている。
（３）

支援目的を限定した募金活動
育英会、日本カーシェアリング等目的を限定して
募金活動を行うもので、従来よりその目的のために
活動している NPO 等が東日本大震災の復興のために
インターネットを利用して募金活動を行った事例を
紹介する。

１）

日本カーシェアリング協会
2011 年 7 月に設立された一般社団法人で、設立は
阪神淡路大震災の際、仮設住宅が都市部から不便な

図 3.1-8 日本カーシェ
アリング協会の募金活動

所にできて不便を感じたため、東日本大震災でも津
波で多くの車が流され、車がなくて苦労しているだろうとの神戸の震災被災地支援
の経験者の提案を受け、車を集め、仮設住宅でのカーシェアリングを推進する取り
組みを始めた。車を失って購入できない被災者の移動手段と同時に、コミュニティ
での会話のきっかけをつくることを目的にカーシェアリングを推進している。企
業・個人から車両の提供を受けると共に車両経費の一部(車検・保険代)獲得のため
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に寄付を募っている。
２）

ONE LOVE 事務局：ペットの保護
犬と人間との共存を目的に 2008 年に設立された任
意団体。被災地のペットのために「ONE LOVE3.11」プ
ロジェクトとして開始し、雑誌と Web サイトで被災地
のレポートを掲載し、相談会の開催や物資の支援など
行う。福島県郡山市内にある仮設住宅を中心に、仮設
住宅でペットと暮らす人々にエサ代などの飼育費、相
談会の開催や被災地へ行く交通費、取材にかかる費用、

3.1-9 ONE LOVE
事務局の募金活動

緊急災害時動物救援本部への寄付等の為に寄付を募集している。
３）

あしなが育英会
親を病気や災害、自死（自殺）などで亡くした遺児
たちを「奨学金と心のケア」で支えることを目的に
1988 年に設立された民間非営利団体。東日本大震災・
津波で親を失った子どもたちのケアのため、
“心を癒や
す家”「東北レインボーハウス」（仮称）を 2013 年 3
月竣工を目標に建設を計画し、その建設資金の為に募
金を行っている。

４）

図 3.1-10 あしなが
育英会の募金活動

志の会：サッカー支援
日本サッカー界の発展のために 2009 年に設立され
た一般社団法人。東北サッカーファミリーに向けた義
援活動「東北サッカー未来募金」で青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島の東北六県を統括する東北サッカー
協会が、東日本大震災の被災によってサッカーの活動
が出来なくなっているサッカーファミリーを救済する
募金を行っている。

３．１．３

図 3.1-11 志の会のサ
ッカー支援の募金活動

災害情報

この項では、被災地情報および被災地生活支援に関する事例を取り上げる。
大震災の被害の全体状況を記述した公的な資料としては、消防庁災害対策本部の纏めた
2012 年 3 月 13 日
ついて」

13

発行の「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）に

がある。また、比較的わかりやすく、全体的被災状況を記述したものとして

は、「ウィキペディア－東日本大震災」14がある。各地域別の状況は、各自治体（県、市、
町、村）の公式 Web 上の震災関連情報を見るのが良い。
13

http://www.fdma.go.jp/bn/2012/detail/691.html

14

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
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被災地情報については、各種のメディアや Web 上で、各報道機関、地方公共団体・諸官
庁、各種支援団体、多くの個人などにより、さまざまな報道や情報発信がなされている。
この中で、被災地情報の発信・伝達という意味で活躍したソーシャルメディアを挙げる
と、以下のものがある。
・

SNS 上には、震災発生直後から、通信手段が利用可能な地域に限定されるが、
被災各地の状況を伝える様々なメッセージが大量に発信され、多くの人々が体験
し、眼にした被災地の状況を伝えている。また、震災対応の様々な役割を担う政
府・地方自治体など、多くの公共機関も公式サイトとして、SNS の活用をはかり、
被害状況と対応状況を伝えた。

・

Ustream、YouTube、ニコニコ生放送などの動画配信サイトでは、NHK、TBS、フ
ジテレビなどのテレビの災害報道をインターネットによる同時放送として実施
し、被災地の状況をテレビで見ることの出来ない人々に伝えた。また、個人、団
体、組織などによって撮影・録画された被災地の状況を示す動画が数多く登録さ
れ、多くの人がそれを見ることによって、被災地の状況が、広く伝えられること
となった。

・

ブログ上では、個人の震災体験やその後の生活状況、ボランティア組織の活動
状況などが記述され、多くの人から参照された。

被災地生活支援に関連する項目は、多様であり、多岐にわたる。また、時間の経過とと
もに、内容やその重要度も変化して行く。これらに対応する情報は、被災地の自治体をは
じめとする公共機関が、情報提供者となるものが多い。
これらは、Web 上に逐次掲載されると共に、SNS を運用している組織では、逐次その情
報の一部が SNS 上にも発信されることが多い。中には、震災直後に、SNS による情報発信
を積極的に開始したいくつかの組織もある。また、大震災に関する情報の各種のまとめサ
イトが、多くは Web の形で作成されたが、その中の地域対応に区分された情報として、多
くの生活支援情報が記載された。
震災直後に必要な生活支援情報とは、緊急避難場所、給水可能場所、炊出しの場所、灯
油・ガソリン入手、営業中の店舗、入浴・洗濯可能場所、廃棄物の仮置き場、家庭ゴミの
収集、相談電話の開設、預金の払戻し可能店舗・ATM、交通機関の運用状況、遺体収容場所、
病院・医療機関の案内、各種相談窓口、仮設住宅、物資の無料配布、食料・日用品入手、
トイレ、携帯充電・公衆電話、車両通行止め箇所、公共機関 Web サイト、ガス復旧など、
多岐にわたる。

ここでは、ソーシャルメディアが活躍した事例として、
・ 大型ヘリによる屋上避難者の救出とツイッター
・ 岩手県広聴広報課のツイッターによる情報発信
・ 宮城県気仙沼市危機管理課のツイッターによる情報発信
・ Ustream、YouTube、ニコニコ生放送などの動画配信
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・ がんばれ東北・・・個人の震災体験とその後の生活を記述しているブログ
・ ALL311・・・大震災対応・官民協調の地震・津波・土砂災害情報サイト
・ ALL311care・・・医療情報のまとめサイト

を取上げる。

（１）

大型へりによる屋上避難者の救出とツイッター
これは、大震災発生直後、宮城県気仙沼中央公民館屋上の避難者からの救出要請
が、ツイッターを介して、東京消防
庁へつながり、大型ヘリの出動によ
る救出が行われたことの事例である。
大震災発生の 2011 年３月 11 日、孤
立した屋上避難者の携帯メールによ
る救出要請が、家族を経由して、ロ
ンドンにいる長男に伝わり、その要
請がツイッターを介して、短時間の
経過の中で、リツイート・メッセー
ジとして、東京都の猪瀬副知事およ

図 3.1-12

び東京消防庁幹部に伝わり、29 人乗

気仙沼中央公民館・写真
（大震災前）

りのヘリが現地に 4 時間後到着、明
け方を待って救出活動を行った。
この日、3 階建てのこの公民館には地震発生直後、446 人が屋上に避難していた。
障害児施設マザーホームの園長や園児、市立保育所の 0～5 歳児

71 人がこの中に

いた。間もなく津波が押し寄せ、人々が屋上に孤立する中で、第 2 波、3 波と津波
が続き、市街地の大火も目前に迫った。園長が家族に送信した救助を求める携帯電
話のメールが英国ロンドンにいた長男にも転送された。長男がツイッターに発信し
た「母が子どもたちと取り残されている。空からの救助が可能なら子どもたちだけ
でも……」というメッセージが、瞬く間にネット上に広がり、その内の一つが、猪
瀬副知事あてにリツイートされ、深夜、都庁にいた副知事の目にとまった。その結
果、13 日にヘリが到着し、救援が行われたものである。
関係する人達が、臨機応変に適切な判断をし、しかるべき関係者にそのことを伝達し、素早
い行動がなされる時、不幸な災害の中ではあるが、優れた結果を得ることができる事例である。
ソーシャルメディア（この例では、携帯電話とツイッター）が、すばらしい可能性を持ってい
ることを実感させる例である。
この件の大震災発生当時の関係者の動きの一部をツイッターのログで見ること
が出来る。
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@xxxxxxxx 障害児童施設の園長である私の母が、その子供たち 10 数人と一緒に、避難先の
宮城県気仙沼市中央公民館の 3 階にまだ取り残されています。下階や外は津波で浸水し、地上
からは近寄れない模様。もし空からの救助が可能であれば、子供達だけでも助けてあげられま
せんでしょうか。

図 3.1-13

ツイッターのログ（その１）

気仙沼の障害児童施設子供たち 10 数人取り残されている件。ニコ生で電話出演中にちょう
ど東京消防庁防災部長が報告に来た。東京からの応援部隊が４時間後、「明るくなるのを待っ
て最優先で救助する」。 ヘリは 29 人乗り。 RT @yyyyyyy、 @xxxxxxxx

図 3.1-14

ツイッターのログ（その２）

以後、東京消防は @xxxxxxxxi をチェックしております。ツイッター情報はよい意味で駆け
巡るでしょう。現場は全力で頑張っています。

図 3.1-15

ツイッターのログ（その３）

（２）岩手県広聴広報課
ツイッターを用いて、県政情報、
防災情報、岩手の魅力情報の発信に
活用している。アカウントは、
@pref_iwate である。詳細を示す対
応する Web15と、東北地方太平洋沖地
震および津波に関する情報（防災ポ
ータル）16がある。
このポータルでは、今回の大震災
の詳しい状況と共に、過去の災害
（2010 チリ地震、2008 岩手内陸地震、

図 3.1-16 岩手県広聴広報課のツイート

同岩手北部地震など）の記録と災害
への対応なども、まとめて掲載されている。東日本大震災の被害状況は、岩手県総
計で、2012 年 3 月現在、死者 4,671 人、行方不明者

1,249 人、家屋の倒壊 24,747

17

棟、沿岸部 12 市町村で甚大な被害 が発生している。
岩手県広聴広報課のツイッターの運用は、2010 年 4 月 10 日に開始され、2011 年
11 月 8 日時点で、総ツイート数 5,802、フォロウ数 23、フォロア数 34,528 となっ
ている。
このツイッターのログは、サービスを開始した 2010 年 4 月時点からのものを、

15
16
17

http://www.pref.iwate.jp/
http://www.pref.iwate.jp/~bousai
消防庁災害対策本部 2012 年 3 月 13 日現在で、陸前高田市：死者 1,555 人、行方不明者 240 人、釜石
市：死者 888 人、行方不明者 158 人、宮古市：死者 420 人、行方不明者 107 人，大船渡市：死者 340
人、行方不明者 84 人、大槌町：死者 803 人、行方不明者 479 人、山田町：死者 604 人、行方不明者
153 人、などである。
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Twilog18上でみることができる。図 3.1-16 は、大震災発生時の 3 月 11 日の、Twilog
上のログの一部を示している。このログにより、大震災直後のツイートの状況とそ
の後の内容の変化がよくわかる。最初の 2 日では、刻々と入る各地域の被害・避難
情報、余震・津波警報、判明した医療機関・交通機関・高速道路への被害状況など
をツイートしている。停電などの影響で、県庁のサーバが数度にわたりダウンした
ため、公式 Web が見られず、この間、県の情報発信が、ツイッターとフェイスブッ
クのみにより、行われたことなども見ることができる。
次週では、各地域の被害・避難情報、避難者名簿、停電状況、避難場所、道路規
制箇所、通行許可証、バス・鉄道各線の運行計画、物資の受入れ、ごみ収集などの
情報が、発信されている。多くは、県の防災ポータルとのリンクによって、その詳
細を見ることができるようになっている。
（３）

宮城県気仙沼市危機管理課
気仙沼市 19では、ツイッターを用
いて、2010 年７月２日から防災情報
などの発信を行ってきている。パソ
コンや携帯電話で、Web を活用する
人達に向けて随時情報を提供してい
くこととし、震災前から、波浪警報、
強風警報、火災警報、地震情報、火
災発生情報などに関する情報を発信
している。震災後は、東北関東大震
図 3.1-17

災気仙沼市災害対策本部からの情報

気仙沼市危機管理課のツイート

を伝えるとし、各種情報については、気仙沼市ホームページ20参照としている。ア
カウントは、@bosai_kesennuma である。
このツイッターによる情報発信は、2010 年 7 月 2 日より開始され、2011 年 11 月
8 日現在でツイート総数 900 件、フォロウ数 497、フォロア数 32,202 となってい
る。
東日本大震災では、地震と大津波、それによって流出した石油の引火による広域
火災も発生し、甚大な被害を受けた。死者 1,028 人、行方不明者 367 人、住宅被害

18

19

20

Twilog は、ツイッターのツイート（つぶやき）をブログ形式で保存するサービスである。アカウント
名を登録すると、自分のツイートのログを自動的に記録してゆく。記録したログは、日毎に纏められ、
ブログ形式で閲覧することができる。これにより過去のツイートも簡単にみることができる。また、
リプライを送った相手や、ハッシュタグごとにまとめて見ることができる。過去のツイートを、キー
ワードで検索することができる。
気仙沼市は震災前２月時点で、人口 74,247 人、世帯数 26,601 であり、主な産業は、水産業と観光が
中心、マグロ、カツオ、サンマが全国有数の水揚げ高、またフカヒレでは日本一の生産地となってい
る。
http://www.city.kesennuma.lg.jp/
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（全壊数＋半壊数）10,958、避難者（2011 年 4 月時点）で 58 ケ所に 3,906 人とな
っている。
震災後の情報は、地震、余震情報と津波発生の有無、火災警報および発生情報、
強風、波浪などの注意報、物資の不足に対する支援要請、被災者に対する行政の対
応・支援に関する情報などさまざまな情報がツイッター上で、市から発信されてい
ることがわかる。
気仙沼市危機管理課のログは、2010 年 7 月から採取されているので、2011 年 3
月～4 月にかけての、記録の詳細なども、Twilog で見ることが出来る。
第 2 波さきほど大きくなる情報あり

すぐに避難

posted at 16:51:55

大津波警報

すぐに避難

大津波警報

先ほどより大きい津波が来る恐れがあります すぐに避難

posted at 16:39:07

津波警報すぐに避難

posted at 16:31:21

また余震がありました

すぐに避難

大津波すぐに避難

津波が来ます

すぐ避難

第 2 波のほうが大きいという情報

大津波すぐに避難

posted at 16:30:49

posted at 16:23:18

posted at 16:22:07

第 2 波が大きいという情報
直ちに高台に避難

すぐに避難

posted at 16:21:08

posted at 16:20:28

第２波は大きいという情報があります。すぐに避難してください
津波襲来中

posted at 16:35:51

市街地にも浸水

市街地浸水 高台へ避難

高いところへ避難

余震頻発

posted at 16:20:04

posted at 16:17:10

津波は何度もきます

絶対に戻らないこと

posted at

16:12:00
大津波 すぐに避難
市街地浸水
大津波

posted at 16:10:27

市立病院付近まで浸水 すぐに避難

高台へ避難

すぐに非難

posted at 16:09:25

posted at 16:08:23

RT @kddipr: 災害伝言板を運用しております。こちらよりアクセスください。
http://dengon.ezweb.ne.jp/
posted at 16:07:35
余震多発しています 大津波警報

避難

避難 気仙沼市街地まで浸水

津波は市街地まで到達しています すぐに避難
市街地まで大津波 避難
大津波警報すぐに避難

posted at 15:41:21
posted at 15:40:31

市街地まで津波到達 すぐに避難

posted at 15:39:05

津波は八日町まで来ています すぐに避難
津波が到達しています
大津波警報

posted at 15:38:04

すぐに高台へ避難

すぐに高台へ避難

posted at 15:31:33

posted at 15:28:05

余震が頻発しています 大津波警報発令すぐに避難
宮城県沿岸に大津波警報すぐに高台へ避難
大津波警報６ｍ

避難 posted at 16:06:54

posted at 15:51:36

すぐに高台へ避難

posted at 15:18:08

posted at 15:17:18

posted at 15:05:25

大津波警報 予想される津波高６ｍ
すぐに高台へ避難
posted at 15:04:37
大津波注意報予想６ｍすぐに高台へ避難
posted at 15:03:10
大津波警報発令 高台へ避難
posted at 15:02:21
宮城県沿岸に大津波警報高台に避難
posted at 14:55:18
3 月 11 日（金）おはようございます(^o^)今朝の気仙沼は晴れ，８時現在の気温－０．４℃です。乾燥注
意報が発表されています。空気の乾燥による火の取り扱いに注意して下さい。
posted at 08:36:54

図 3.1-18

大震災発生直後のツイート（２時間分）
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図 3.1-18 は、大震災発生日 3 月 11 日の地震直後のこのアカウントの 2 時間分の
ツイートの全件を抜出したものである。
14 時 55 分の津波警報の発令を知らせるツイートにはじまり、その日一日で、合
計 62 件におよぶ避難要請や地震・津波・火災に関するツイートが発信されている。
Twiloｇのログから、そのまま（行間を詰めた編集を除き）抜いたものであるが、3
月全体では計 119 件のツイートが行われているので、いかにこの日に精力的な情報
発信が行われたかを見ることができる。
津波の予想高さは、6ｍであることを、15 時 3 分以降

2 度ツイートしているが、

気象庁の予測が、最初 6ｍで出され後 10ｍ以上に変更されたことの通知は、このツ
イート群の中には見えない。なお、NHK の震災報道でも、10ｍに気象庁警報が切り
替わったことへのテレビ報道の遅れについては、対策検討がなされ見直しが行われ
ている。津波警報の出し方の難しさの一端をここにも見ることができる。
（４）
１）

Ustream、YouTube、ニコニコ生放送・動画などの動画配信
テレビ災害報道の

Ustream、ニコニコ生放送など動画サイト上での同時放送

テレビ局の災害報道の同時配信が、2011 年 3 月 11 日から 3 月 24 日までの期間、
インターネット動画配信サイトから行われた。種々の理由でこの時期、テレビを見
ることのできなかった人々、日本の状況を知りたい海外在留の日本人など、多くの
人が利用し、被害の甚大さと被災地の状況を知ることとなった。大震災発生直後の
NHK、TBS，フジテレビ、Ustream、ニコニコ生放送など、関係者の積極的な判断と
調整により、初めて実現された臨機応変の優れた措置であった。
動画の配信方法には、ライブ配信（ストリーミング）型と投稿型の 2 種類がある。
ライブ配信型は、動画を撮影すると同時にリアルタイムに流すものであり、投稿型
はあらかじめ録画された動画ファイルをサーバなどにアップロードして公開する
方式である。
Ustream はライブ配信型である。YouTube は投稿型である。
ニコニコ動画（ドワンゴ系列）は、投稿型・ライブ配信型を共に扱うサイトで、
視聴者によるコメントを表示できるサービスが特徴となっている。
いずれもユーザ同士がその動画に対するコメントを書き込んで共有することが
でき、ミクシイ、フェイスブック、ツイッター等 SNS との連携機能も充実し、ソー
シャルメデイアとしての機能も備えている。大震災当日、広島の中学生が、NHK が
放送中のテレビの震災ニュースのリアルタイム再配信を、Ustream 上で始めたこと
をきっかけとして、非常時の対応として、NHK はこれを黙認するとともに、ひろく
視聴をよびかけ、数時間後自らの正式配信を行った。これに続いて、震災当日から
しばらくの間、多くのキー局が、Ustream

、ニコニコ動画を通じて、ニュース番

組のインターネット上への同時配信を行った。
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Ustream では、13 局が配信を行ったが、地震発生時から、2 週間で、公式 13 チャ
ンネルの視聴回数は、延べ 6,800 万回に及んだ。テレビ放送を聞けなかった人達、
テレビ報道をテレビ以外のデバイス（パソコンやスマートフォン）で聞きたい人達、
海外から日本の正確な情報を知りたいと思った日本人などが、このインターネット
放送のユーザとなった。かくして、テレビの震災ニュースなどで報道された震災の
深刻な被災状況が、動画サイトの動画配信システムによっての多くの人達に伝わる
こととなった。
２）

自治体の公式情報発信としての動画サイト利用
いくつかの自治体・公的機関では、情報発信の一部を動画を用いて行うため、
YouTube、ニコニコ動画などの動画サイトを公式に利用しているところがある。大
震災の被災地では、南相馬市、会津若松市がある。
南相馬市の桜井勝延市長が、生活物資が足りない状況などを YouTube で世界に訴
えた動画は反響を呼んだ。日本語で語り、英語の字幕も付けられた「SOS from Mayor
of Minami Soma City」21と題する 11 分の動画である。
南相馬市の HP には、東日本大震災関係情報として纏められたページがあり、様々
な情報が記載されているが、その中の“市長メッセ－ジ”は、そのほとんどが、
YouTube 動画として発信されている。多くは、日本語の表題が付けられているが。
中には、英語の表題が付されたものがいくつかあり、世界に向けてのメッセージを
意図していると考えられる。Time 誌は、2011 年の「世界で最も影響力のある 100
人」の一人として、桜井市長を選んだが、この YouTube による動画投稿活動が世界
に影響を与えたとして、評価されたものである。

３）

被災地情報
また、YouTube、Ustream、ニコニコ動画のいずれにおいても、多くの個人や有識
者、ボランテイア組織・団体などから、震災関連のコンテンツが数多く提供された。
被災地の状況を示す動画が、これらのサイトに登録され、多くの人々へ被災地の深
刻な状況を伝えることとなった。多くは個人により登録されたものである。
キーワード検索で、
“東日本大震災”を含む動画件数は、2012 年 2 月 25 日現在で、
YouTube では約 36,000 件、ニコニコ動画では約 7,200 件、Ustream で約 1,300 件で
ある。
被災地の津波、地震のリアルタイムの動画も多い。リアルタイムの切迫した状況
を映した動画が、極めて大きな津波・地震にもかかわらず存在し、しかもその一部
が、ほぼ即日動画サイトに登録され、再生が可能となったのは、技術の革新の結果
であろう。メディアの報道班が現地に入る以前にしか取れないような生々しい映像
が携帯電話やビデオで撮影され、そのうちの一部が、インターネットを介して、動
画サイト上に登録された。今回の災害の経験を多くの人々の間で記憶に残し、貴重

21

http://www.youtube.com/watch?v=70ZHQ--cK40
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な経験として生かしていける素材を残したものと見ることができる。
（５）

がんばれ東北
クチコミ@係長（kuchikomi@kakaricho）氏による Web22である。被災者のブログを
集めて紹介し、被災者の生の思いを広く世に伝えようとしたものである。
宮城県／福島県／青森県／岩手県／茨城県と被災 5 県別に、それぞれ多数のブロ
グの中から、被災地の状況、生活支援にかかわるさまざまな困難や出来事を示す記
事を抜粋し、それらを抜粋時系列順で、県別に記述してある Web である。
各ブログ記事ごとに、もとのブログへのリンクが張ってあるので、そのままその
ブログの詳細を見ることができる。この意味で、震災に関するブログリンク集とも
なっており、大震災とソーシャルメディアの事例の１つとして取上げたものである。
Web の頭書きによれば、
“被災地は、とても大変な状況だが、その中でも辛い状況
や復旧の状況などブログを発信し続ける人達がいる。そんな現地の情報が少しでも、
多くの人達に伝えられることを期待して、当コンテンツを立ち上げた。”とある。
この Web は、2011 年 3 月 13 日に、始まり、ほぼ毎日、追加が行われていたが、
最新の追加は、6 月 16 日である。記事件数は、各県毎に、それぞれ約 290 件が抜
粋されている。個々のブログは、今も日々発信され続けていることは、言うまでも
ない。

（６）

ALL311 東日本大震災・協働情報プラットフォーム
（独法）防災科学技術研究所の官民協働支援による地震・津波・土砂災害情報提
供の為の Web23 であり、一部で広く情報伝達を目的で、SNS を利用している。
東日本大震災は、地震、津波、土砂災害、原子力災害が同時に発生した巨大複合
災害であるが、この未曾有の大災害に立ち向かうためには、全国の様々な機関や個
人が“協働”して被災地を迅速かつ長期・継続的に支援することが求められる。国
の防災研究機関である“（独法）防災科学技術研究所”は、全国の様々な機関や個
人との協働により、被災地の災害対応や復旧・復興に役立つ信頼できる情報を集
約・作成・発信するために、サイト“ALL311”を立ち上げた。ほとんどが、Web に
よる情報発信であるが、“311 まるごとアーカイブス”などの一部の活動では、SNS
を併用している。
主なコンテンツは、地図地理空間情報、地震津波に関する情報、土砂災害に関す
る情報、生活に関する情報、防災科研現地対応ページなどから構成されている。地
震に関する情報は詳しく、震災前後の地形の変動、海水の侵食範囲などを地図デー
タの形で見ることができる。

22
23

http://www.hottolink.co.jp/kakaricho/research/japan/tohoku.html
http://all311.ecom-plat.jp/
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“311 まるごとアーカイブス”は、被災地の失われた過去の記憶をデジタルで再
生し、被災した現在と、復興に向けた未来の映像や資料をデジタルで記録し、まる
ごとアーカイブすることを目的として、この活動を発足したとある。
この活動は、フェイスブックとツイッター でも情報発信を行っている。24
（７）

#311care_被災者向け医療情報まとめサイト
#311care は、東日本大震災で被災した人々への医療系の支援情報をツイートする
ための公式ハッシュタグである。そのまとめサイトとして、「#311care_被災者向
け医療情報まとめサイト」25がある。
このサイトは、日本プライマ
リ・ケア連合会所属医師を始め、
多くの医療従事者や協力者の手で
日々更新されているとある。メイ
ンコンテンツは、緊急の症状／放
射線と健康、病気／診療科目別、
子供／妊産婦、高齢者／社会的弱
者、被災者向けの医療と社会に関
する情報、医療者／支援者向けな

図 3.1-19

どの情報に分けて、より詳細情報

#311care_被災者向け医療情報
まとめサイト

への展開を図っている。
このサイトでは、下記のように、“災害医療系 SNS まとめ”として、ツイッター
を中心とした医療相談に対応する仕組みを、被災者および現地医療関係者に呼びか
ける形で、作りあげようとしており、いくつかのまとめのサイトがリンクされてい
る。
26

・

Rescue311〜ボランティア医療従事者による、被災者向けメール医療相談

・

ツイッター医療情報まとめサイト～ツイッターで相談可能な医療従事者リスト27

・

ツイッター医療情報まとめ～リアルタイムで医療情報が整理されて流れていく28

・ ツイッター医療関係者（相談対応）～ツイッター上で相談支援を表明されている方
のアカウント29
・

Act for Nippon

30

阪神淡路大震災の状況と対比した時の今回の大震災の人的被害の状況は表 3.1 -2
の通りである。
24
25
26
27
28
29
30

http://www.facebook.com/311archives/ http://www.twitter.com/311archives/
http://akkie.mods.jp/311care/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://www.311er.jp/
http://311care.tumblr.com/
http://www.medicybe.com/em/
http://utatane.asia/afn/soudan/twidr/
https://sites.google.com/site/actfornippon2011/twitter/medical
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表 3.1-2

大震災による人的被害

死者

行方不明

負傷者

東日本大震災31

16,278

2,994

6,179

阪神淡路大震災

6,434

3

43,792

東日本大震災では、津波による死者・行方不明者が多く、その割合は、人的被害
の 75%を占めている。
阪神淡路大震災では、倒壊した建物の下敷きになり重症を負った人が多かったこ
とが分かる。死因も、建物倒壊による窒息死や圧死が多いのに対し、東日本大震災
では、90%が水死といわれる。
この結果、医療対応の観点では、外科的治療や重傷者の広域搬送といった救急医
療が必要な患者よりも、津波に薬を流され服薬を中断し症状を悪化させた患者や、
透析治療が必要な対応といった、慢性期疾患の患者に対する医療対応が多く必要と
された。
また、被災エリアが東北沿岸地方を中心に広範囲に及んだため、避難所が広域に
多数設置されることとなり、避難所における衛生面での医療対応などのニーズも高
かった。
医療機関自体も、東北地方太平洋沿岸部を中心に数多くの病院や診療所が、建物
流失、全半壊、床上浸水などの被害を受けた。
３．１．４

公共情報の事例

ここでは、被災地以外の自治体が実施した災害支援とそれに関わるソーシャルメディア
の利用の事例、および首都圏で発生したいわゆる帰宅難民が、JR や私鉄などの交通機関が
提供する公的な運行情報やツイッターなどのソーシャルメディアを介して流通した非公式
な情報をどのように利用したかの事例を取り上げる。
（１）
１）

自治体の支援活動とソーシャルメディア
自治体のソーシャルメディアの特徴
自治体では主としてその自治体に属する住民や企業全体に幅広く提供し共有す
べき情報をホームページで提供し、そのホームページやメールを介して住民や企業
からの情報を収集している。SNS という仕組みは使っていなくても住民や企業を会
員とみなし、双方向の情報交換を行っているという点で自治体のホームページはそ
れだけでも実質的にソーシャルメディアであると言える。また、携帯やスマートフ
ォンの普及を利用して、これらの機器でもアクセスしやすいツイッターでホームペ
ージの更新情報を流すことにより最新情報を告知して、ホームページへのアクセス

31

東日本大震災の数値は、2012 年 3 月 15 日時点での消防庁資料による。
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を増やす努力が多くの自治体で始まっている。ここまで来るとホームページも名実
ともにソーシャルメディアと言える。さらに最近では特定のテーマを設定してコミ
ュニティを形成し、いわゆる地域 SNS を試みる自治体も増えてきた。
防災などで必要となるプッシュ型の情報提供を含めて自治体のソーシャルメデ
ィアを整理すると図 3.1-20 のようになる。
タイプ
条件

1

2

情報共有の範囲

4

主として自治体内の住民や企業全員

情報交換のタイプ

テーマ深耕型

ソーシャルメディア

地域 SNS

震災時の利用例

情報発信力強化

図 3.1-20
２）

3

意見交換型
Web にツイッター
とメールを併用

情報の収集
Web 更新の周知

お知らせ型

Ｗｅｂ

情報共有

プッシュ型
携帯メール
スマートフォン
緊急災害速報
生活情報の通知

自治体のソーシャルメディア

自治体が行った災害支援
ここでは、多くの報道がなされている被災地の自治体ではなく、被災地以外の自
治体が行った災害支援を取り上げる。
多くの自治体が次のような支援を行っている。
・

募金：日本赤十字社を介する募金とともに自治体ごとの重点支援地域に対する
ダイレクトな募金を行ったことが特長

・

物資支援（市民からの募集）

・

自治体としてのボランティア派遣：上記重点支援地域が中心。今でも続けてい
る自治体が多い

・

避難者向け住宅の提供

・

被災地農産物の販売（風評被害対策）:一例を図 3.1-21 に示す

・

最近では、延期された選挙の不在者投票の呼びかけとその受付

図 3.1-21

被災地農産物販売支援の例（静岡県磐田市）
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３）

災害支援における自治体のソーシャルメディアの例
以上の支援活動を進めるために各
自治体とも以前から運用していたホ
ームページを活用した。ほとんどの
自治体のホームページでは東日本大
震災支援活動をまとめて分かりやす
くしているが、トピックス的に災害
支援情報を逐次追加して行ったとこ
ろもある。後者では、後から検索す
る時に不便を感じることがある。
図 3.1-22 に災害支援情報をまと
めたホームページの例を、図 3.1-23

図 3.1-22

災害支援情報をまとめた例

に随時追加のホームページの例を示
す。
また、自治体同士で災害協定を結
び、情報システムの相互バックアッ
プを行っているものもあり、震災後
急増している。
自治体の情報発信として現在最も
アクセス件数が多いのは、その地域
における放射能測定地をツイッター
で発信しているものであると言われ
ている。
４）

図 3.1-23

随時追加の例

ツイッターを活用した例
自治体のツイッター利用を調査し
ている「ガバッター」によると 12
月 3 日現在でツイッターを併用して
いる自治体の数は 343 となっている。
日本の自治体の数は 1967 存在する
ので、17%の自治体がツイッターを利
用していることになる。
ツイッター利用の自治体のツイッ
ト履歴を調査したところ、343 自治
体の約 1/4 が震災前からツイッター

図 3.1-24

を併用していると推測される。震災
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ツイッターによる災害情報発信
の例

当初からツイッターを併用していた自治体はおよそ 80～100 自治体程度にとどまる
ものと推定する。
震災発生時点でのツイッターを利用した一例を図 3.1-24 に示す。
ツイッターはパソコンやスマートフォンで見やすい形式と携帯で見やすい形式
を合わせて持っており、携帯やスマートフォンからのアクセスが増えている。そこ
で、ツイッターによりホームページの更新情報を発信することにより、トピックス
をより広く周知する効果が期待される。また、携帯機器からのアクセスであればい
ち早く情報を見てもらえることが期待でき、緊急情報の発信に適していると考えら
れる。
図 3.1‐23 に示したような随時追加のホームページでは、目的とする情報の検索
の難しさを図 3.1‐24 に示すようにツイッターからリンクしてアクセスすることで
ある程度解消している。
５）

地域 SNS の試み
2006 年ごろからテーマを絞ってより深く議論することを目指した地域 SNS を自治
体が試行し始めたが、東日本大震災後にこれを防災にも役立てようという試みが広
がっている。災害発生時のホームページへのアクセスを分散させたり、より地域に
密着した情報を発信する事を目的としている。
独自のシステムを運営するケースとミクシィやフェイスブックなど大手の SNS
を使うケースとがある。まだ試行錯誤の段階であり、登録者数も少ない自治体が多
いが、災害発生時に役立てるためには、今からコミュニティを拡大し育てておく必
要がある。

（２）

帰宅難民とソーシャルメディア
ここでは主として、首都圏で発生した帰宅難民に対する情報提供とその問題点に
ついて調査する。
帰宅難民を経験した多くの人の手記がインターネット上に公開されている。手記
を公開する人はそれなりに情報を取得する事に長けている人であると推測される
ので、これらの人がどんな情報を頼りに帰宅難民からの脱出を図ったか、何に困っ
たかを調査することにより、必要な情報と災害発生時の問題点が明らかになること
が期待できる。この結果をまとめると次のようになる。

１）

帰宅難民が利用した情報
・

交通機関の運行状況
真っ先に必要な情報で、インターネットでは次のサイトがアクセスされた。
－

ISP や新聞社、放送局などのニュースサイト

－

各交通機関のホームページ

－

友人などからのメールによる情報
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－

ツイッター

その他、当然のことながら、次の情報が圧倒的に利用された。
－

駅などの放送

－

テレビ（ワンセグや街頭ディスプレイ）やラジオ

－

周辺にいる人の口コミ

・

徒歩帰宅のルート確認
－

・

パソコン、スマートフォン、携帯向け地図情報
避難場所や帰宅難民受け入れ表明施設の確認

－

受け入れ施設や自治体などのホームページ、ツイッター

－

関連するツイッターを集めたサイト

togetter というサイトは 3 月 11 日 19 時 04 分に都内の施設開放、帰宅困難者受
け入れ表明施設に関するツイッターを収集しまとめて提供するサービスを立ち上
げた。この例を図 3.1-25 に示す。
２）

上記情報のアクセス状況
・

最もアクセスに問題が少なかったのはツイッターであった。メッセージが短い
ことによる。災害発生によるトラフィック輻輳時には回線占有時間を短くして、
皆で使いあうことが必要。

・

メールも時間は掛ってもつながっていた。

・

ホームページは時間がかかったりアクセスできなかったりした。

・

携帯の通話は一時ほとんどつながらなかった。公衆電話に長い列が出来た。

３）

手記が指摘している問題点とアドバイス
・

電池が切れて途方にくれた人が
多い。コンビニで携帯用の電池を
買えた人もいるが、すぐ売り切れ
になった。予備電池を持ち運ぶ習
慣を。高速充電設備を随所に設置
すると良い。

・

家族皆でツイッターのアカント
を持ち連絡しあうとよい。
（171 よ
り確実）

・

ツイッターで流れた情報にはデ
マ情報や不正確な情報も多かった。
情報を見極める感性が必要となる
が、受け取り側での解決策は難し
い。発信側でのモラルアップが必
要。
図 3.1-25
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togetter の例

・

交通各社の情報は震災対応の特別な情報提供はなく、通常の自社の運行状況に
関する情報に留まった。帰宅難民が必要とした情報は、各社の個別運行情報に加
えて、
－

動き出した路線やバス路線を利用した代替帰宅ルートの確認

－

いつ帰宅の行動を開始すべきかのタイミングに関する情報（動き出しても込
でいて乗れないなど）

などであったが、このような情報はほとんどなかった。
・

真っ先に復旧したのはバスであったが、バスに関する情報提供は貧弱である。

・

公衆電話政策を再考する必要がある。

３．１．５

自動車通行実績情報

震災の非常時には情報連絡手段に SNS が利用されるなどの、多様なインターネットの利
用が進むなかで、被災地の道路情報をインターネットでリアルに提供する画期的な取り組
みがなされた。東日本大震災発生後、現地の道路通行状況の把握は極めて困難であった。
このような中、カーナビなど GPS 搭載車両から収集した走行軌跡情報（プローブ情報）に
基づいて、通行可能な道路を示す被災地マップとして「自動車・通行実績情報マップ」が
提供された。
Honda は、東日本大震災の被災地域の移動を支援する目的で、震災翌朝の 3 月 12 日 10
時 30 分より、Honda の「インターナビ32」会員の車両からあげられた通行実績情報を公開
した。通行実績のあった道路の情報を Google Earth33上に青線で表示できるデータファイ
ル（KMZ ファイル形式34）を公開した。KMZ ファイルは、通行実績情報データファイルをダ
ウンロードしてパソコンから Google Earth で利用することができる。しかしこれは、携帯
電話やスマートフォンからは利用できなかった。
3 月 14 日、Google が、Honda が運営する会員サイト「インターナビ」とパイオニアが運
営するカーナビに対して現在の道路状況を共有するサービス「スマートループ」35の通行
実績情報を利用して作成された、被災地近辺の道路の通行実績を Google マップ上で見る
ことができる、「Google Crisis Response」災害情報特設サイトの「自動車・通行実績情報
マップ36」の公開を開始した。24 時間毎に翌日午前 10 時ごろに更新された通行実績が表示
される。Google マップの形式によって、以前の提供形式のように、一旦、Google Earth
用の KMZ ファイルをダウンロードして Google Earth を起動の上表示させるのではなく、携
32「インターナビ」は、通信を行うプレミアムクラブ会員から自動的に収集される走行データ（フローテ

33
34
35
36

ィングカーデータ）を活用して、快適なドライブのための交通情報や、渋滞を予測する的確なルート
誘導や、燃料消費の少ないルート案内、防災情報の提供など、ドライブをサポートする、Honda の運
営しているサービス。http://www.honda.co.jp/internavi/
Google Earth（グーグルアース）は、Google 社が無料で配布しているバーチャル地球儀ソフト。世界
中の衛星写真を、まるで地球儀を回しているかのように閲覧することができる。「ウィキペディア」
Google Earth のファイル形式
パイオニア株式会社が運営する。
Google Crisis Response 自動車・通行実績情報マップ
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011_traffic.html
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帯電話、スマートフォンからも見る37ことができるようになった。
複数のサービスを連携させてひとつの新しいサービスを提供するグーグルのマッシュ
アップ技術によって、企業間が情報を提供しひとつに統合しそれぞれの長所を生かして新
しいサービスを短期間に実現することを可能にした。
これに続いて他の自動車メーカーやカーナビ事業者も自社サイトや Google 等で情報を
公開した。トヨタ自動車は G-BOOK38のホームページにて、G-BOOK サービスでの通行実績情
報39の公開を始めた。
これら各社の情報を取りまとめることでより精度の高い情報が提供できるため、特定非
営利活動法人 ITS Japan40（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）が
3 月 19 日からプローブ統合交通情報として、各社のデータ通行実績情報を集約してプロー
ブ統合交通情報を作成し、
「Google 自動車・通行実績情報マップ」や ITS Japan のサイト41
にて公開した。ITS

Japan は、Honda、パイオニア、トヨタ「G-BOOK」、日産「カーウイン

42

グス」 が収集している通行実績情報を使用し、それをもとに作成して公開している。
4 月 6 日からは、国土地理院が各道路管理者の公表資料に基づいて作成した「東北地方
道路規制情報

災害情報集約マップ」の情報をもとに通行止情報が提供され、プローブ情

報の有効活用と国土地理院との連携による被災地での通行実績・通行止情報の作成・提供
が行われた。この活動は、現地の状況に
あまり変化が見られなくなってきた 4 月
28 日に終了している。
自動車・通行実績情報マップは、前日
24 時間の通行実績に、通行実績のあった
道路を青色、同期間中に通行実績のなか
った道路を灰色で表示している。このマ
ップの情報は、ツイッターやフェイスブ
ックなどの SNS で瞬く間に広がり、被災
地に向かう支援物資の車両、ボランティ
ア団体、被災関係者の被災地域内での移
動、救援、輸送などに幅広く役立った。
自動車・通行実績情報は、カーナビな
ど GPS 搭載車両から収集した走行軌跡情
報（プローブ情報）に基づく、渋滞情報な
どの交通情報などの自動車向け情報提供サ
37
38
39
40
41
42

図 3.1-26 ITS Japan の提供当時の情報
サンプル(2011.4.13 時点)
http://www.its-jp.org/saigai/

モバイル版災害情報特設サイト
http://goo.gl/keitai
トヨタ自動車株式会社（トヨタ）が運営する。
G-BOOK プローブ情報を活用した「通れた道マップ」http://g-book.com/pc/spot/Tohoku-Jishin.asp
http://www.its-jp.org/
http://www.its-jp.org/saigai/
日産自動車株式会社(NISSAN)が運営する。
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ービスを行う双方向通信型カーナビによる通行実績情報が大震災に応用された。「プロー
ブ」という仕組みは、一台一台のクルマをセンサとして活用することで、これまで得られ
なかった膨大な情報を収集し、高い精度で全体を把握することを目標としている。走行中
のそれぞれの自動車からのリアルタイムなデータ収集によって走行履歴データ（走行履歴、
走行速度）が専用通信機器や携帯電話などのデータ通信によってセンタにアップロードさ
れる。
この自動車・通行実績情報は、実際に会員の自動車が走行した位置や速度等を基に生成
しているため、大震災での突発的なの道路状況変化を即時に把握し、信頼性の高い交通情
報が提供された。個人それぞれが情報の発信者となって、さらに情報が集まりオープンに
されて、情報の受け手の個人に役立たせる新しい仕組みが実現されたといえる。この実績
や経験をもとに、スマートフォンの GPS 機能を利用して、自分がいる場所の被災状況や交
通機関の情報を発信してそれが集約されて、他の人に有用になる情報が伝えられるような、
さらに災害に役立つ新しい仕組みが考えだされていくものと期待される。
３．１．６

物品支援

今回の震災は大規模に被害が発生し、生活基盤が破壊された被災者が多いため、支援内
容は生活全体（生活物資、医療、教育、仕事など）に広がり、また被災地域が広範囲のた
め、大量の支援が必要となった。このような状況でインターネット（Web、ブログ、SNS43な
ど）は、被災者と支援する人を結ぶ情報インフラとして、従来のメディア（テレビ、新聞、
ラジオ）では出来ない大きな役割を果した。
Web サイトは支援情報基地として位置づけられ、被災者・被災地からの情報、支援要請、
被災者からの感謝のお便り等情報発信や支援記録のアーカイブとして使用された。
被災者からの支援要請は文字情報だけでなく写真、動画、地図を使い被災地の様子や支
援要請を判りやすく伝えているので、何か支援したいと考えているインターネット利用者
に共感を得られやすく、募金、物資、ギフト券などの形で遠方や海外からも支援すること
が出来る。
国や被災地外の自治体が行う支援は一旦集積地に集められ、そこから避難所に配られる
臨時の流通ルートができていた。しかし震災直後設置された避難所の数や被災者の人数は
日を追って減り、行政側が正確に実態を把握するのは困難であったため、大規模な避難所
に支援物資はあったが、小規模の避難所にいる被災者には支援物資が行き渡らなかった。
また自宅に住む被災者はどうすれば支援が受けられるか判らない現実があった。
一旦避難所や仮設住宅に支援物品が届き余ってしまっても、仮設住宅や避難所間の横の
連絡がないので余剰物資が融通出来なかった事や、自宅避難者には行き渡らなかった事が
指摘されていた。使いやすい物流支援システムがあればかなり改善できると思われるが、
行政側は手が回らない状況であった。
43

SNS:

ソーシャルネットワーキングサービス

101

インターネットを利用し支援を受けたい人と支援したい人の結びつきを行えば、必要な
物を必要な人に直接迅速に届けることが出来無駄がなく効率がよい。また大勢の利用者に
早く伝えられるツイッターを利用して、緊急の医療相談や救急支援、物資支援にも使われ
ていた。多くの医療施設も被災し治療出来なくなっており、適正な医療施設が判らない場
合、多くの利用者に早く伝達できるツイッターが利用された。
支援物資を届けるには物流が必要となるが、アマゾンや楽天を利用すれば通販のフロー
の中で調達から配達までおこなってくれるので、どのように支援すればよいか判らない人
には支援しやすく、被災者にも好評であった。
収集や配達は宅配業者が支援を求める場所までドア・ツウ・ドアで配送してくれるが、
拠点に届いた支援物資を自宅避難者宅や小規模の避雛所へ直接配送したり、被災者が来て
直接物資を選べる店を開いているボランティア団体（SAVE IWATE）もある。
マッチングによって支援を受けた被災者やサポートしているボランティア団体は、イン
ターネットを通じて喜びの気持ちや御礼をメッセージ、写真、動画で支援者に対して伝え
ることが出来、支援者も自分が果せた事に満足できる。さらに被災者と支援者の支援が 1
回では終わらず、何度も繰り返されて心が通う交流がはじまり、被災者の心の支えとなっ
ている様子が伺え、既存のメディアでは成し得ない役割を果している。
支援を受けた人からの感謝を伝える仕組みが多くのサイトに組み込まれているが、ツイ
ッターでおこなっているサイト（Twitforyou

がんばれ!! 日本

がんばれ!! 東北）もあ

り、様々な方法で支援者と被災者のコミュニケーションが行われた。
ソーシャルメディアを単に物品の受け渡しだけでなく、被災者と支援者の交流、ボラン
ティアと支援者の交流に利用しているサイトが多数あり、さらには支援専用の SNS をサイ
ト内に構築し、被災者を支援するサイト（救済復興支援 SNS サイト

Senju センジュ）も

ある。
各支援サイトの支援例を調べると、ソーシャルメディアはインタラクティブなコミュニ
ケーション機能によりマスメディアでは果たせない被災者支援や復興に大いに役立ったと
評価して良い。従来のメディアだけでは出来ない役割を果しているソーシャルメディアを
利用した被災者支援や復興はボランティアによって支えられている部分が大きい。今回の
震災による復興は長期化するので、復興への思いを風化させず、継続的に支援できる施策
が必要である。
震災直後から志あるボランティアによって立ち上げられた被災者支援サイトの実例、特
徴、具体的支援例を以下に述べる。
（１）

sinsai.info
OpenStreetMap Japan、OpenStreetMap.Foundation.Japan 等のボランティアが立
ち上げ自発的に運用しているサイトで、Web サイト、メール、ツイッターから送ら
れてくる被災地からの報告を目視確認して公開している。
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sinsai.info では、支援を必要とする人は位置情報つきのレポートを投稿するこ
とができ、情報は各地域共通に統一的に分類され格納されている。支援したい人は
地図上で、位置情報付きのレポートが閲覧で
きる。
今回の震災では、ツイッターが安否確認な
どに威力を発揮した一方、大量の RT(リツイ
ート)に情報が埋もれてしまったり、デマが拡
散し続けたりといった難点があったが
sinsai.info は位置情報をつけてレポート化
をすることにより、価値ある情報をフロー情
報からストック情報へと変え、地図上で検索
することができるようになった。地図情報は

図 3.1-27 sinsai.info
http://www.sinsai.info/

地理が判らないボランティア、自衛隊、応援に来た警察の支援活動に役立った。ま
た、モデレータ（投稿されたレポートの受付/内容確認チーム）が検証作業を行う
ことにより、明らかなデマ情報やスパムツイートが極力掲載されないよう情報を選
択し、sinsai.info が正確な情報提供出来るよう努めた。
sinsai.info の母体として Ushahidi を利用したことで、震災後 4 時間足らずでサ
イトを立ち上げることができた。sinsai.info 自体もオープンなプラットフォーム
として API や集積データが公開されており、自由に外部プログラムから参照や投稿
が出来る。助け合いジャパンが提供するボランティア募集データの取り込みや、地
図部分へのデータ提供も行なっており、ヤフーなどのサイトにもデータを提供して
いる。155 ヶ国からのアクセスがあり、海外のニュースサイトやテレビなどでも紹
介されており、重要なレポートについては、英語に翻訳して提供されている。6 月
8 日東京大学で開催されたジオメディアサミットで、sinsai.info が扱った累積レ
ポート数 1 万以上、最初の 1 ヶ月間の訪問者数 10 万人、重複なしの訪問者 65 万人
と発表した。
sinsai.info の母体として Ushahidi を採用したノウハウをフィードバックさせ、
今後世界のどこかで震災が発生した場合に参照されるようにしたいと総責任者で
ある関

治之氏は語り、11 月 19 日にはウェブテクノロジーの革新や進化にグロー

バルで寄与した功績を評する「楽天テクノロジーアワード 2011」の金賞を受賞した。
44

44

sinsai.info 公式ブログ

http://sinsai-info.blogspot.com/
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支援例

南相馬市の赤坂病院、

雲雀ヶ丘病院45

3 月 17 日福島県南相馬市でツイー
トされた緊急救援依頼が図 3.1-28
に示すように表示され、以下そのや
り取りが sinsai.info に掲載されて
いる。

sinsai.info に出された救援要請

図 3.1-28

「南相馬市の赤坂病院、雲雀ヶ丘病院の患者、職員ともに避難できず苦しんでいます。マスコ
ミや関係期間を通じ救出を呼びかけてください。よろしくお願いします。食料もなく薬もあと
数日しかありません」
３月 17 日

雲雀ヶ丘病院

知人から聞き、今社内で関係各所に電話して救出してもらうように連絡します。出来ることが
あれば言ってください。
3 月 17 日
先程自衛隊福島本部

福島地区援護センターに連絡しました。担当は佐藤さん。

救出してくれると言っていただきました。病院なので出来るだけ早く対応するはずです。到着
を待ってください。念のため福島地区援護センターの電話番号 024-593-xxxx です。食料と
薬がないことは伝えました。できることがあればいって下さい。先生や看護関係者の皆さんも
大変でしょうがなんとか、がんばってください。

（２）

救済復興支援 SNS サイト

3 月 17 日

Senju(センジュ)

山梨在住の横山昇氏が震災発
生から 10 日後、救済復興だけを目
的として立ち上げたソーシャル・
ネットワーキング・サービス(SNS)
サイト。
支援者はメンバとなって自分
のプロファイルを登録し、各種イ
ベント・チャリティー・炊き出し・
ボランティア・物資支援等様々な

図 3.1-29 Senju
http://jp.e-senju.biz/member/96

支援活動報告を知り支援できる。

メンバ間はメール通信、写真投稿、ブログ自動登録ができて、フェイスブックの友
達のような仲間意識を持って支援が出来る。
45

出典 DIAMOND オンライン 震災情報を瞬時に共有する sinsai.info
http://diamond.jp/articles/-/11847
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支援例
支援物資

求む、「3.0ｔ程度のシャフト舟

探しています」、舟をなくした魚師が切々と支
援要請を訴えている YouTube の動画が公開さ
れ縁あって東京の「太郎丸」が寄付された。
「おかげさまで見つかりました！」の感謝メ
ッセージや経緯がアップされている。

図 3.1-30 寄付された太郎丸
出典 みさご丸さん ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/sasaootako/61212385.html
（３）

東日本大震災

ほしい物リスト

このサイトはツイッターで「アマゾンの仕組みを使って被災者支援をしてはどう
か？」と要請があり、アマゾンジャパン株式会社ジャスパーチャン社長が「Thanks
for the idea! Working on it.」と英断を下して立ち上がった。46
通販大手のアマゾンが被災地からの要請により、ほしい物リストを使って、必要
な物資を届ける支援で、各被災地で必要としている品物をアマゾンで販売している
商品から選べ、アマゾンの通常のオンライン販売方法と同じ方法で支援が行える仕
組みである。また何か支援をしたいが何を送って良いか分からない方には Amazon
ギフト券も利用出来、被災者の方にも便利である。
画面は大変わかり易く、支援を必要としておられる被災者の方々の一覧表があり
クリックすると被災者のプロファイル、必要な品物、理由が判り、その隣にはアマ
ゾンの商品が表示されているので、簡単な手続きで支援出来るのが特徴である。
支援の品物を受けられた被災
者の方のお礼のメッセージや写真
もまとまっているのでわかり易い。
さらには支援した方と支援を受け
た方のメッセージ交換も行われ、
単に品物の受け渡しだけでなく、
ここには支援する人と受
けた人のお互いの思いが伝わ
るコミュニケーションを感じる事

図 3.1-31

ができた。
46

Amazon.co.jp

東日本大震災

ほしい物リスト1

https://twitter.com/#!/jazzcazz/status/56527870767534081
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支援例１

気仙沼市立鹿折小学校47

リアス式海岸が南北に広がる宮城県気仙沼市は津波で大きな被害をうけ、震災前
2010 年の人口は 7 万 3,494 人であったが 1,362 人が犠牲となった。図 3.1-32 は励
ましと暖かな支援が届き、校庭で「ありがとう」の人文字で感謝する鹿折小学校の
子供達。
水没した為、仮設住宅も建てられないので、梅雨の晴れ間、校庭で子どもたちは元気に遊ん
でいます。七夕の短冊には、復興の思いを書き記す子どもの願いも多く見られます。
さて、今回の震災にあたり、多くの支援をしていただき、学校生活も通常に戻りつつありま
す。長い間、不通になっていたインターネットも使える状態になり、あらためて支援していた
だいた方々に深く感謝申し上げます。 今後とも、復興に寄せる地元住民とともに、全国の心温
かい皆さんがいることを励みに前へ進んでまいります。 本当にありがとうございました。

図 3.1-32
支援例２

気仙沼市立鹿折小学校の子供達

名取市箱塚桜団地仮設住宅48

名取市閖上（ゆりあげ）地区は昔からの漁港で、地震が発生すれば津波が来るこ
とは伝えられていた。しかし海岸線からやや離れた所に住んでいた人々には、「こ
こまでこない。」という油断から避難が遅れ多くの犠牲者が出た。
名取市箱塚桜団地仮設住宅

支援要請

「宮城県名取市の被災地閖上の仮設住宅桜団地です。 名取川の河口に位置する港街ですが、町
全体が流出しました。 １０２世帯が集約された最初の仮設住宅で建物構造が 貧弱で床が板一
枚で製作されており冬の寒さに耐えきれない構造となっております。どうかお年寄りの多い仮
設住宅となっておりますので支援をお願いいたします。」
「こちらの仮設住宅では冬の火災防止にストーブを使用せず冬を越します。そこでプレハブ構
造の住宅での保温確保に電気敷毛布を使用して頂くにあたり全国の皆さんの力をどうか受け賜
りたくお願い致します。」と電気敷き毛布の支援をお願いしておられます。
名取市箱塚桜団地仮設住宅

お礼

支援物資をお寄せ下さった全国の皆様へ
私たちの街、宮城県名取市閖上（ゆりあげ）は、この度の 3.11 東日本大震災（観測史上最大
の地震 M9・観測史上最大の津波）により、それまで営々として築いてきた「命輝ける街」を
一瞬のうちに「死の街」に変えられました。
東日本大震災は、私どもに多大の損失と試練を与えたのです。家族や友人・隣人などの人災と
家屋の流失・全壊など計り知れないものがありました。
私たちは、着の身着のまま、長い 2 か月余りの避難生活を送り、幾多の困難を経験しました。
47
48

出典
出典

Amazon.co.jp
Amazon.co.jp

各被災地からのメッセージ
各被災地からのメッセージ
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それが 5 月 3 日（火）に名取市で最初の仮設住宅箱塚桜団地に入ることができ、皆が安心しま
した。
プレハブ構造の仮設で過ごす初めての夏は、予想を絶する暑い夏でしたが、それにもめげず
に自治会を中心に皆で頑張りぬくことができました。これも偏に全国の皆様からの支援があっ
たことからと思い唯々感謝申し上げております。
また、この度は冬に向けた支援物資を全国の皆様よりご支援を頂きまして本当に有難うござ
いました。これまでに、大型倉庫、拡声器、電気ストーブ、コタツ、車椅子生活者用コタツ、
ホットカーペット、電気毛布、湯たんぽ、ホットシート、衣類などの沢山のご支援を頂戴する
ことができました。 それらの一点一点の支援物資が届いた時には、みな涙して頂きました。こ
れも皆様方の身に余るご協力の賜物と存じています。感謝申し上げます。 私どもも箱塚桜団地
自治会を中心に力を合わせて、寒い冬を乗り越えてゆく所存ですので、どうか末永く見守り下
さるようお願い申し上げます。

支援例３

三陸・広田半島の個人宅避難者お助け隊の漁師たち

岩手県陸前高田市の先端にある広田半島は豊富な森林に覆われすぐ海に迫る三
陸リアス式海岸の恵まれた漁場であったが津波の被害は大きかった。
「三陸・広田半島の個人宅避難者お助け隊の漁師たち」のひとりです。
ここは広田半島最先端の海縁の漁師町。住民は全員漁師とその一族たちです。三陸名産と自負
している、ワカメやホタテ等の養殖、ウニやアワビ漁などが生業でした。
震災から 40 日後、初めて贈っていただいた品は「喉手」の高圧洗浄機でした。当初ほとんど
の漁師は、「こんなうまい話があるわけない。あとから請求書が来るに違いない」と。その後
血圧計を受け取った婆ちゃんたちも、実はそう思っていたそうです。あれから俺たちは、みな
さまに本当に助けていただいています。ある漁師は「俺はこんなに親切にされたことは、今ま
で生きていて一度もなかった。世の中の人たちというのは皆いい人たちなんだなあ・・」しみ
じみ語りました。
みなさん、そしてアマゾンさん、俺たちは毎日、感謝の気持ちでいっぱいです。おかげで浸
水した家屋や、倉庫、船着き場なども片づき始めました。本当にありがとうござい
ます。まだまだ長期戦ですが、これからも見ていてください。美味しい三陸名産を必ずや復活
させ、再びみなさんの元へお届けしますから。

（４）

311HELP.COM
Web プログラムと Web デザインをする
株式会社を経営する田原大生氏が、3 月
１7 日に立ち上げたサイト。田原氏は、
今回の震災で津波に流され地方自治体庁
舎自体がなくなっている地域が多数あり、
赤十字や国の対策本部や自衛隊からの救
助、支援、配給がまったく届かない地域
があり、今すぐの救援は控えるようにと
の要請があるが、この切迫した状況下一
人でも救える命があるかとの思いで、サ

図 3.1-33

311HELP.COM

http://311help.com/
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イトを緊急に立ち上げた。
地図上にピンにて支援を必要としている被災地が示されている。ピンの色にて支
援必要、支援申し出、支援済み、支援要請を確認でき、ピンをクリックすると被災
者の要請や支援者の支援内容が直接に表示される。
支援要請の例
気仙沼市は山と海に挟まれた平地が少ない複雑な地形で、ほんの少しの高低差が
明暗を分けた。

〇〇子
気仙沼で家が全壊して今は、仮設にいます。友達３人でお願いします。
掃除機３台、除湿器１台、デジタルテレビ３台、【２８インチ】位の小さいのでもいいです。
ファンヒーター２台布団３組できれば新品でお願いします。
洗濯用液体洗剤を３軒分。子供が小さいので洗濯がいっぱいなので宜しくお願いします。連絡
待ってます。

（５）

助け合いジャパン
阪神大震災の被災者佐藤尚之氏が、内閣官房「震災ボランティア連携室」と連携
させた、ボランティア、物資、資金
援助の支援サイト。佐藤氏は「正し
い情報・ニーズを、被災地と、支援
したい人にすばやく提供するには、
ソーシャルメディアで得られる情報
だけでなく官と連携する必要がある
が、ソーシャルメディア上の人々の
自主的な協力を得るためには、官の
プロジェクトではなく民のプロジェ
クトであることが大切だと考え、
「民
に官が情報を提供するというスタン
スでサイト運営する。」としている。
このサイトは復興状況マップとし
て、東日本の地図上で被災地域を赤

図 3.1-34

色で識別しその中心市町村名のリン

助け合いジャパン
http://tasukeaijapan.jp/

ク先に復興状況、支援要請が判る仕
組みが組み込まれており、被災地域全体範囲、復興状況、支援要請を把握できる。
助け合いジャパンのサイトで、物資支援を選択すると、救急物資送り先、救援
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物資マッチングサイト紹介、支援ギフトの選択が表示される。支援物資マッチング
サイトとして文部科学省/子どもの学び支援ポータルサイト、ふんばろう東日本支
援プロジェクト、Twitforyou

がんばれ!! 日本

がんばれ!! 東北などがリスト化

されて紹介されている。
救急物資送り先は県や市町村の公共の震災支援窓口が主であるが、盛岡市有志に
よる、岩手の復興を支援する活動をしている、SAVE

IWATE もある。

その一つ復興市場は、支援物資を
被災地のお店から購入して被災者へ
届ける通販サイトで、購入された物
資が被災者の元に届くだけでなく購
入したお金が地元の経済を支える、
言わば一石二鳥のオンラインショッ
プである。
このサイトの仕組みは支援が必要
な物資の写真・価格・個数が展示さ
れ、物資の所をクリックすると、支
援物資を必要としておられる被災者
の一覧が表示され、一つを選ぶと被
災者の方の依頼メッセージを読むこ
図 3.1-35

とができる。
支援例

遠野市

特別養護老人ホーム 遠野長寿の郷

復興市場

からの要請49

岩手県の内陸に位置し被災地に近い遠野市は後方支援として、釜石、大槌、陸前
高田等沿岸部で被災した 184 世帯・414 人の避難を受け入れている。
山田町から陸前高田市までの被災者 13 名が入所しています。
13 名は、ほとんど支援を受けられないまま避難所から病院に入院し、その後特養ホームに入所
しました。
衣類等は、通常であれば入所者のご家族にご用意いただくシステムになっていますが、ご家
族も皆、避難所や仮設住宅で暮らしており、購入のお願いをしにくい状況とのことで、老人ホ
ームの方から支援希望をいただきました。
ご支援をよろしくお願いいたします。

通常の通販と同じようにカートに入れて購入手続きをすませると支援手続きは
終了する。必要個数支援物資が被災者に届けられると、支援物資が届けられたメッ
セージが投稿される。

49

出典 http://fukkoichiba.com/shelter/3848
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支援例

高田一中仮設住宅にクリスマスケーキをお届けしました50

高田町の浄土寺で幼稚園も経営していた○○さんが、マイヤ 滝の里店で購入、
配布してくれました。（12 月 24 日）
昨日 Xmas ケーキを高田一中の仮設に配らせて頂きました。配りながらも本当は嬉しくなど
ない子供もいるだろうと思いながらも写真も撮らせてもらいました。心苦しく思ったのは、お
年寄りと子供だけの家庭に渡したときです。色々な状況の中で、それぞれが生活しなくてはな
らない、手助けしたいけど、助けてとはどなたもおっしゃらない。
私は震災後、仕事もなく、専業主婦に近い状態です。世間から見ればそれが私の仕事だと思
われます。ただあの震災で私は高田の人のために何かできないの？いつもいつも思っている事
です。お料理教室の声掛けをしたり、ケーキをお願いしたり、ただ黙ってはいられない、それ
だけでいます。いまだに訳もなく涙がでたりもします。
皆さんマイナスからです。ただ、「がんばっぺし」しかありません。毎日毎日津波の事だけ
考えて居るわけでもありませんし、友達とランチをしたり、テレビを見て笑ったり泣いたり。
とにかく、がんばっぺしです。
お願いをきいてくださりありがとうございました。

支援物資マッチングサイトとして文部科学省/子どもの学び支援ポータルサイト、
ふんばろう東日本支援プロジェクト、Twitforyou

がんばれ!! 日本

がんばれ!!

東北などがリスト化されて紹介されている。救急物資送り先は県や市町村の公共の
震災支援窓口が主であるが、盛岡市有志による岩手の復興を支援する活動をしてい
る SAVE

IWATE もある。

フェイスブック（助け合いジャパン）、ツイッター（Tasukeaijp）を利用して、
ボランティア、支援者と情報共有する仕組みも提供している。復興の様子は被災地
からのメッセージコーナで写真、動画などを活用し報告されている。
（６）

TOKSY
（株）オンザボードが、自治体の物資支援は一律な支援となり無駄がありうるが、
必要とされる物を提供するほうが効
率的で、提供者の援助の意思も反映
されやすいとの思いから、家にあっ
て使わない物や提供したい物を出品
し、逆に被災者は欲しい物をリクエ
ストして、うまくマッチングができ
ればその物資が届くようにする目的
図 3.1-36

で立ち上げたサイト。11 月５日現在

http://www.toksy.jp/request/

で 29631 件の支援物資が提供されて
いる。

50

TOKSY

出典 http://blog.fukkoichiba.com/now
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支援例

女性衣類

ジャンパーはユニクロです。白・グレーのリバーシブルになっていて男女兼用なので大きいで
す。
支援品を受けた方からの感謝メッセージ例
〇さん
今日届きました m(__)m とてもきれいにしていただいて、サイ
ズ的にも母親と兼用で使わせていただくことにしました！朝晩
がとても寒いので使わせていただきます。本当にありがとうご
ざいました！

図 3.1-37

（７）

支援物資の写真

#99japan（救命サイト）
株式会社エコヒルズ代表の田宮嘉一氏による人命救助と緊急物資依頼をツイッ
ターで適正な組織に伝達する支援活動を行い、被災者を救う目的のサイト。
救助依頼があった場合や健康上重
要と判断した場合、ツイートにより
病院に通知する活動や、フォロアの
多いツイッターによる拡散、著名な
ブログへの医療機関連絡先の掲示依
頼もボランティア活動として呼びか
け、より迅速な救助活動を推進して
いる。
救助要請はグーグルマップに反映
図 3.1-38
#99japan （ 救 命 サ イ ト ）
https://sites.google.com/site/sharp99japan/

され、ピンの色により状況が判る
よう工夫されている。
（８）

ふんばろう東日本支援プロジェクト
心理学者として知られている西条剛央氏は仙台生まれで今回の震災で叔父を失
い、「被災者支援を目的とした市民が被災者のために出来る事をする」との志のも
と立ち上げたサイト（プロジェクト）で、物資の支援は単に「物資を送ること」だ
けではなく、すべてを失った人たちが、もう一度前を向いて生きていこうと思える
ような条件を整えることを目的としている。
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避難所毎に、今必要な物資や数量
などが随時更新され、ツイッターと
も連動し、アマゾンほしい物リスト
を利用しワンクリックで物資支援が
できるなど、支援の徹底した効率化
により素早い被災者の支援を目指し
ている。このプロジェクトの特徴で
ある「家電プロジェクト」は、津波
によって１階の家電を失った半壊の
自宅避難者には仮設住宅のように家
電が配られず不自由な生活を
強いられている現状を打開す

図 3.1-39 ふんばろう東日本支援プロジェク
ト http://fumbaro.org/

るために、家電を集めて被災
者に送り届けるプロジェクトである。西条氏は、「家電を使えるようになって被災
者は生活を取り戻していくことができる。」と思いついてこのプロジェクトを立ち
上げた。
支援例

東京都大田区久が原東部八幡神社

図 3.1-40 は久が原東部八幡神社の氏子さんが主催した東日本大震災復興支援チ
ャリティーイベントの様子と寄付された電化製品の写真である。全国から 300 点を
超える家電の寄付があり、即日に南相馬に輸送した。

図 3.1-40 久が原東部八幡神社主催
（９）

Twitforyou

がんばれ!! 日本

東日本大震災復興支援チャリティーイベント

がんばれ!! 東北

兵庫県の IT 会社代表の阿比留康光氏が、支援者と支援が必要な人々がツイッタ
ーで直接にマッチングするサービスで、素早い支援を特徴とするサイト。

112

ホームページの画面左側を支援者
と支援を受けたい人のツイートが上
から下へと流れており、上部にある
「支援をしたい」、
「支援を受けたい」
を選択すると支援概略一覧で表示さ
れ、さらに詳細情報が表示される。
支援を受けたい人は支援してくれる
ツイートにリツートする形で支援を
希望し以下ツイートにより支援手続
きが進んでいく。支援を受けた人に
よる感謝のツイートで終了する仕組

図 3.1－41 Iwateforyou
http://twitforyou.org/

みが組み込まれている。

RT @keiryo_life [Twitforyou] 『計量機器の支援』支援します

を登録しました。

http://t.co/kCAkRsHD #twitforyou
計量機器の支援

11 年 11 月 05 日 PM 3:32

作成.

RT @luvwawa [Twitforyou] 『女性用洋服 10 代～30 代Ｍサイズ』支援します

を登録

しました。 http://t.co/B2rBmjGO #twitforyou
女性用洋服Ｍサイズ 10 代～30 代

11 年 11 月 05 日 PM 3:39

作成.

RT @kuchicominist [Twitforyou] 『サッカーシューズ 22.0』支援します

を登録しまし

た。 http://t.co/ViaGSnl #twitforyou
サッカーシューズ 22.0

11 年 11 月 05 日 PM 3:42

作成.

可愛い！RT @0x0xSweeet [Twitforyou] 『ぬいぐるみ』支援します

を登録しました。

http://t.co/S85KHrv #twitforyou

図 3.1-42 Twitforyou の画面を流れる支援のツイート
（１０）

SAVE

IWATE

盛岡市在住の有志による岩手の復
興を支援する活動で、支援物資の受
け入れ、とくに需要の高い支援物資
をホームページに随時アップして支
援物資を収集し、最終的には運送会
社に頼らないで一人一人の被災者へ
の支援物資の配送、被災地に届けら
れた物資を陳列する店（番屋）を作
り被災者側で選択する方法を特徴と
図 3.1－43 SAVE IWATE
http://sviwate.wordpress.com/

している。フェイスブック番屋（SAVE
TWATE 東日本大震災被災地支援チー

ム）に加わるとボランティアによる支援の状況、被災地の様子がわかり仲間意識が
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高まる。
支援報告
番屋日報 10 月 31 日
http://sviwatebanya.wordpress.com/2011/10/
昨日の朝、滋賀県の○○設備機器の○○様が対流型ストーブ 110 台を直接お持ち下さいま
した！

ご自身でトラックを運転して滋賀から約 1,000km、お仕事もあるはずなのに丸二日

かけてお越しいただきました。本当にありがとうございます！！
暖房器具はお値段が張る分なかなか支援物資としてお届けがないという状況で、相変わらず
需給バランスが不均衡な状態が続いております。もし「タンスの奥にしまったままのがあっ
た！」なんてことがあればお送り頂けるとありがたいです。
引き続き宜しくお願いします。

３．１．７

教育支援

東日本大震災に対する教育に関連する支援活動にソーシャルメディアを活用している
三つの例を紹介する。
最初の例は、青山学院大 3 年生の赤塩勇太さんを中心に、被災地で約 10 ヵ月後に受験
を控えた受験生に対して緊急な支援を要する短期間のプロジェクトである。支援内容をツ
イッターやフェイスブック、ミクシィなどのソーシャルメディアで呼びかけ、インターネ
ットニュースに投稿し、それをマスメディアが大々的に取り上げて、大きな反響を呼び起
こしたものである。
二つめの例は、昔、病人などを遠くに移送する際に村から村へとバトンタッチしながら
移送する地域共同体間の仕組みを、ソーシャルネットワークを活用して現代の「村つぎ」
を実現しようというプロジェクトである。必要な物資を一気に目的地まで送ることは難し
くても、隣町まで送りそこで運転手を交代したり、物資を追加したりとリレーしながら物
資を望んでいる目的地まで運んで行くものである。
三つ目の例は、文部科学省が、被災地における児童・生徒等の学習に遅れがでないよう
に必要な支援が行われることを目指したサイトである。
（１）

受験生に参考書を集め・送る（参考書宅救便）51
東日本大震災による被災地の受験生に向けて、全国の大学生・受験生から使わな
くなった大学受験の参考書を『集め・届ける』ことを目指した復興支援プロジェク
トである。
プロジェクトの代表は青山学院大 3 年生の赤塩勇太さんで、メンバは、慶応大学、
早稲田大学・明治大学・青山学院大学・学習院大学など、首都圏の大学生十数名で

51

http://ameblo.jp/sankousho311/entry-10853232388.html
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活動している。このプロジェクトは 2012 年 3 月 11 日で終了し、その後は新しい形
での支援活動を検討中とのことである。以下が、プロジェクト活動の経緯である。
１）

プロジェクトの開始と活動内容の拡散依頼（4 月 6 日～4 月中旬）
震災後の 4 月 6 日に数回のブログ（Ameba）への投稿で活動内容を公開し、4 月 8

日の 13 時過ぎに、赤塩勇太さんの「拡散開始！」のメールで一斉に告知文の拡散を
開始した。同時にブログ（Ameba）内でもツイッターやミクシィ利用者に拡散依頼を
している。
次はツイッターユーザに対する告知文の拡散依頼である52（ブログ本文からの引
用）。
【拡散希望】
「参考書宅救便～被災地の受験生に参考書を～」震災被害を受けた地域の受験生
のために、自宅にある使用していない参考書を被災地に送りましょう！僕たちが責任を持って
現地にお届けします。プロジェクトの概要・発送方法などは公式ブログにて！
＜http://j.mp/gwls6E＞

このツイートに対してタリーズコーヒージャパン創設者の松田公太さん、バルセ
ロナオリンピックの銀メダリストである有森裕子さんなどの著名人がリツイート
して拡散に貢献した。
4 月 10 日のブログにはこれらの著名人のリツイートに対してプロジェクトから感
謝が述べられている。
4 月 16 日のブログには、ツイッターを利用していない人向けにツイッターに投稿
した内容（ツイッターのタイムライン）を掲載している。
ミクシィユーザに対する拡散協力依頼も同日に行っている（ブログ本文からの引
用）。
ミクシィでの告知文章の拡散にご協力ください！
以下にミクシィ 日記用の告知文章を載せています。
コピペして日記などに載せていただけると助かります。
一人でも多くの方から一冊でも多く参考書を集めたいので、情報の拡散にご協力ください！
みなさんの少しの行動で多くの被災地の受験生が助かります！
よろしくお願い致します！
＜http://ameblo.jp/sankousho311/archive31-201104.html#main＞

続けて、プロジェクト概要、注意点、送付方法、協力のお願い、そして最後に赤
塩勇太さんがプロジェクト立ち上げに至った言葉を載せています（ブログ本文から
の引用）。
【最後に】
私はイギリスのインデペンデント紙に取り上げられた「我々の祖父母が戦後の日本を奇跡的に
復興した、今度は私たちが復興する番だ」という言葉に非常に感銘を受け、このプロジェクト
を立ち上げました。被災された高校生も復興を共にする仲間です。一冊でも構いません！皆さ
52

http://ameblo.jp/sankousho311/archive33-201104.html#main
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んの一冊が力になります。
ご協力よろしくお願いします。

２）

ネットメディアへのニュース掲載（4 月中旬頃）
4 月 11 日にはインターネット上にニュース掲載し、以降も新しい情報を提供し続
けている。
以下は 4 月 11 日のブログ上で掲載されているメディア一覧である。
【ネットメディア掲載実績】

＜すでに閉鎖されているものもある＞

http://resemom.jp/article/2011/04/11/1914.html

・

Resemom

・

excite.ニュース

・

Response.

・

Z 会 blog

・

@nifty ニュース

・

Ceron.jp http://ceron.jp/url/ameblo.jp/sankousho311/

・

財経新聞

・

asahi.com

＜掲載期限過ぎ＞

http://response.jp/article/2011/04/11/154669.html
http://www.zkaiblog.com/switch/36255
＜掲載期限過ぎ＞

http://www.zaikei.co.jp/releases/7512/
(朝日新聞社)

http://www.asahi.com/business/pressrelease/ATP201106170001.html
http://times.sanpou-s.net/detail/pid-138/

・

大学タイムズ

・

オルタナ S

http://alternas.jp/news/2011/06/2648.html

・

Internship

http://internship.ac/news/18338.htm

・

Mapion ニュース http://www.mapion.co.jp/news/release/ap20064-all/

・

COBS ONLINE

・

NewsAsiaBiz2

http://cobs.jp/press/1104/0425/307316.html

http://asiabiz.sakura.ne.jp/first_website/newsasiabiz/2011/04/post-12729.html
・
３）

他
マスメディアの取り上げ－テレビ放映、新聞への掲載（4 月末～）
朝日新聞などのマスメディアにも取り上げられ、4 月末には NHK の取材があり、5

月 1 日に放映された。
・

NHK

「おはよう日本」

・

NHK 「首都圏ネットワーク」

・

NHK 教育

「テストの花道」

5 月 23 日 「東日本大震災

いまできることを

考える」
4 月末には第一便が岩手県の高田高校に発送された。この様子が 5 月 23 日に「テ
ストの花道」として NHK から放送された。
・

朝日新聞

5 月 6 日付夕刊

・

台湾国立政治大学 発行記事［国際］

・

学習院大学新聞

・

青山学院新聞

6 月 1 日付
6 月 15 日付
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４）

サポート者の出現、新メンバの参加、メンバの受験生向けの合格体験記など（5
月～）
これらの活動に賛同した企業（全国各地にトランクルームをかまえる（株）キュ

ラーズの保管場所の提供）や個人の歯科医や学習塾などから送料・活動資金などの
支援を得ている。
5 月頃からは支援メンバも増え、仕分け作業などに拍車が掛っている。5 月 10 日
時点では 5000 冊が集まり、6 月末には、一万冊以上の参考書の仕分け作業が終了し
ている。
また、このブログには各メンバの合格体験記、合格必勝法、大学生活の様子など
も載せられており、受験生への励ましとなっている。
当活動は、書店のビジネスへの影響なども考慮し、2012 年 3 月 11 日で終了を予
定している。プロジェクトメンバは新しい形での支援の準備を進めているとのこと
である。若い彼らの新しい活動にも期待したい。
赤塩代表はこのプロジェクト開始後の感想を次のように述べている。
実際にこの活動を約 4 ヵ月継続してみて感じたことは、「人と人との繋がりこそ
が大切であり、まさにそれこそがボランティアの真意であるのではないか」
（２）

大震災「村つぎ」リレープロジェクト
「村つぎ」とは公共交通が発達していなかった時代に、病人などを遠くに移送す
る際、村から村へとバトンタッチしながら移送する地域共同体間の仕組みで、全国
各地に散在する地域 SNS のネットワークを「村」に見立て、現代の「村つぎ」を実
現するプロジェクトである。
2007 年 8 月 31 日に神戸で開催さ
れた「地域 SNS 全国フォーラム」に
よって地域 SNS 間のつながりが自発
的に生まれ、全国規模のゆるやかな
人的なネットワークが出来上がって
いた。
盛岡地域 SNS が被災地支援のため
に学用品を被災地の子供たちに贈ろ
うとする活動を他地域の SNS がバ
ックアップする形でスタートした。

図 3.1-44 輸送隊の経路
出典「ひょこむ」地域 SNS サイト
http://hyocom.jp/community/?bbs_id=120

学用品を積んだトラックが 4 月 6
日に尾道（広島）を出発し、途中姫路、春日井、掛川、葛飾と学用品を集めながら
バトンタッチして、9 日に盛岡に学用品を届けた「大震災【村つぎ】リレー」輸送
隊による試走を実施した。この取り組みは構想から実施までわずか 11 日という短
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期間で、普段からつながりあっていた全国各地の地域 SNS 仲間の絆と情熱と善意の
支えがあって実現できた。53
（３）

文部科学省/子どもの学び支援ポータルサイト
文部科学省が、児童・生徒等には通常の生活支援や心のケアのみではなく、学習
状況に遅れがでること等により、将来に支障をきたさないよう、被災地域で現在の
必要な支援を掲載し、地方公共団体・教育委員会・学校・企業・NPO 等が行える支
援を登録することにより、
被災地域での教育支援が
円滑に行われることを目
指したサイトである。
リフレッシュキャンプ
情報、奨学金関連情報、
海外からの支援情報、子
供の学び支援・募金、被
災地の子供の心のケアを
支援内容としている。
学校教育に必要な楽器、
スポーツ用品、机、工作

図 3.1-45 文部科学省/子どもの学び支援ポータルサイト
http://manabishien.mext.go.jp

用具等学用品が全国様々
の団体や個人から届けられている。支援を受けた生徒たちの写真も掲載されており、
支援した人々はうれしさや喜びを感じる事ができる。
これからも被災地生徒たちの教育支援を継続して頂きたいサイトである。
３．１．８

被災地支援のボランティア活動

東日本大震災発生における被災者・被災地に対する救済・復興支援に関するボランティ
ア活動は、発生直後にまずは情報伝達、安否確認の活動を皮切りに様々な活動が立ち上が
った。
本章の前項で扱った安否情報、募金システム、災害情報、自動車通行実績情報、物品支
援情報などの事例はすべてボランティア活動と見做せるものであるが、本項では、組織化
されていない個人や小規模団体のボランティア活動がどのように行われたかを紹介する。
未曾有の東日本大震災の被災者支援、被災地復興には今後年単位の時間と多くの資金を
必要とし、継続的なボランティア活動が期待される。しかし、ボランティア活動をスムー
ズに進めるためには、平時の組織では対応しきれず、有事に備えたボランティア活動の組
織化が課題であることが本調査を通して見えてきた。
53

「こたつねこ」ブログ http://towntip.jp/tsurugashima/sns/blog/blog.php?key=7211
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（１）

震災発生直後のボランティア活動

１）

情報伝達
地震発生と同時にマスメディア・TV・ラジオ・FM（特に被災地周辺の地域 FM）は
状況報道を流し続けたが、停電により被災地には届かなかった。
しかし、数多くの個人ボランティアがツイッター、YouTube、ブログなどのソー
シャルメディアを活用して、停電中でも情報伝達・安否確認についての情報を発信
し、マスメディアに代わる役割を果たした。
これらの活動がその後の個人的な活動から組織的なつながりへと発展している
ものもある。
そして時間経過とともに全国的な展開を見せ自治体・各種団体・企業が組織立っ
たボランティア活動として被災者支援・被災地復興に大きく貢献している。
・

震災発生直後から個人的な情報伝達がツイッターで始まった。この多くは、被
災地外の者が TV 報道を見てソーシャルメディアを使って情報発信・知人の安否
確認として動き出した

・

ツイッターの震災用ハッシュタグが数多く誕生

・

被災地における地域 FM：被害状況伝播・安否情報

・

組織だった安否確認の問い合わせスタート

・

物品支援：被災者の物品不足の訴求情報

・

募金活動情報

・

帰宅困難者支援情報：東京近郊の帰宅困難者のためのソーシャルメディアを使
った支援施設情報の提供は効果的であった。東京都が帰宅困難者ために諸施設を
開放して休息所としたことは、JR 各駅が早くから駅舎を閉鎖したのとは大きな違
いであった

２）

・

道路通行可情報：企業の活動が合体して有効化に発展

・

官庁・自治体による情報広報
ボランティア活動の立ち上がりは順調ではなかった
震災発生直後は、当然ながら被災者の安否確認・行方不明者の救出・行方不明者

の探求に最大の重点がおかれ自治体（消防団・警察含む）・国の災害活動が実施さ
れた。同時に被災者救済支援が自治体・国の活動として自衛隊による災害活動が展
開された。
ボランティア活動もいち早く立ち上がりを見せたが、未曾有の大災害により、し
ばらくの間、被災地への立ち入りが出来ず、受け入れ側の準備が進まず、ボランテ
ィア活動開始までには時間を要した。
各自治体、地域組織・団体が、災害状況の把握、避難所の設置・運営、避難者の
炊き出し等、生活に直結する問題に精力を使い、困難を極めた。
これに、余震の頻発、がれき等の危険地帯、道路等交通網の麻痺、ガソリン等燃
119

料不足、物資（飲料水・食糧等）の不足、停電等が追い打ちをかけた。
組織立った支援や大口の支援は比較的被災地側の受入がスムーズに準備され、実
行されたが、個人のボランティア支援や物資支援は順調に進んだとは言えなかった。
個人のボランティア支援や物資支援の動きは震災直後からあり、そうした活動は
被災地の社会福祉協議会54・被災地の災害ボランティアセンタを通して行うことに
なっていた。しかし、被災地の社会福祉協議会が災害ボランティアセンタを立ち上
げるまでにかなりの時間を要し、被災地の混乱の中で個人が支援物資を被災地に直
接送ることは抑止された。都道府県を通しての物資支援が行われることになった。
（以上は、全国社会福祉協議会

地域福祉部

ンター名発行の東北地方太平洋沖地震

全国ボランティア・市民活動振興セ

日報による）

そうした中でも、被災者の個々の声をソーシャルメデイァを通して知った人々が
支援物資を個人間で直接届けたり、被災地訪問者に託して支援したケースが多く見
られた。大きな支援として、千葉在住の東北出身者が郷里の困窮を訴え多くの協力
者を得て、茅ヶ崎から漁船を贈った話がある55。
各地の社会福祉協議会は当初、ボランティア活動の受け入れよりも募金活動の呼
び掛けに重点を置いていたようである。これが、後々のボランティア活動の活動者
数の伸びに大きく影響したと思われる。
被災地のどこで、どのようなボランティア活動や物資を必要としているかを把握
し、ボランティアや物資を送り込む体制を作り、運用するには多くの人手を必要と
した。その人員不足がボランティア活動を鈍らせた大きな原因と考えられるが、こ
れらの作業に関してもボランティアを活用できたはずである。
とりわけ、被災者の個々の要望に応えるきめ細かく配慮された支援については、
課題を残した。今後の災害地のボランティア支援や個人の物資支援については、全
国のボランティアを活かし、被災者の要望を少しでも満足出来るような手法・シス
テム化を考えておくべきである。

54
55

社会福祉協議会 http://www.shakyo.or.jp/about/index.htm
NHK 深夜番組放送による関係者の証言による。
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３）

ボランティア活動の動き
表 3.1-3 は震災発生直後からのボランティア活動の経緯をまとめたものである。
表 3.1-3

被災地におけるボランティア活動の推移

ボランティア活動種類

災害ボランティアセンタの設置

3 月 12 日

×

×

×

3 月 13 日

×

×

3 月 14 日

×

3 月 15 日

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

3 月 16 日

×

×

×

○

×

×

×

3 月 17 日

×

×

×

○

×

3 月 18 日

×

×

×

○

×

3 月 19 日

×

×

○

×

17

3 月 20 日

×

○

×

18

3 月 21 日

×

○

3 月 22 日

×

○

8

3 月 23 日

×

○

9

○

10

市内在住

13

○

県単位

3 月 24 日
3 月 25 日

○

○

3 月 27 日

○

15

○

×

×

14

×

×

14

×

町内限定

18

町内限定

20
22

22

市内在住

24

市町村内

○
○

全国社会福祉協議会

〇

活動受入

×

福島県
設置

×

活動受入

×

宮城県
設置

×

活動受入

3 月 11 日

設置

募金

物資送付

問合せ

被災地入

岩手県

地域福祉部

○

全国ボランティア・市民活動振興センタ

○
による

東北地方太平洋沖地震情報データにて作表
表内の数値は、その日時点での開設されたボランティアセンタ数を示す。

×印は、活動受け入れが認められなかったことを示す。○印は、可能を示す。
表 3.1-3 からは、募金は直ぐに開始したが、ボランティア活動や支援物資の受け
入れに 3 月末までかかったことが読み取れる。
ボランティア活動は東日本大震災以前にも大きな役割を果たしていたが、東日本
大震災においては、未曾有の災害・被害の大きさに阻害され、ボランティア活動が
直ちに開始できるような状態・状況ではなかった。
・

数多くの行方不明者探しが最優先された
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・

被災者数が膨大であったことから避難所設営・運営に重点がおかれた

・

津波によるがれきの山がボランティア活動を阻害した

・

停電・断水等生活インフラ被害が甚大で復旧に長時間を要した

・

福島では原子力発電所事故による放射能問題が発生した

・

物資不足・燃料不足でボランティア受け入れに体制が整わなかった
以上のような状況が、被災地外からボランティアを受け入れるのに多くの時間を

要する要因となった。
震災直後から全国的なボランティア活動支援の動きがあったが、受け入れ側の環
境整備・準備不足により、しばらくは被災地へ通える範囲しかボランティア活動が
できなかった。
ボランティア活動の旗振りは、各地の社会福祉協議会・災害ボランティアセンタ
が主導していたが、被災地側の真の要望・被災者の真の声との間に齟齬があった。
被災した自治体の災害復旧・復興活動は、自衛隊及び全国的な自治体からの支援
により行われる中、ボランティアによる被災者支援、被災地支援活動には遅れが生
じ、実際の活動が展開できたのは 3 月下旬からであった。
社会福祉協議会は平時の組織であり、今回のような有事に備えた体制ができてい
ない。従って、本組織が、ボランティア活動や物資支援対応に迅速さが欠けたこと
はやむを得ない面がある。しかし、今後予想される東海・東南海・南海連動型地震、
首都圏直下型地震の災害などの有事に備えて、全国レベルのボランティア活動を迅
速にまとめ、主導する組織作りを平時において確立しておくことの重要性が高まっ
たと言える。
（２）

ボランティア活動の展開
東日本大震災に対するボランティア活動は、3 月末以降 4 月に入って本格的に立
ち上がった。
ボランティア活動に対する被災地側の要望（支援活動内容、募集の有無と範囲な
ど）はホームページやソーシャルメディアを使用して伝えられた（青森県・岩手県・
宮城県・仙台市・福島県・福島県ブログ・千葉県）。
数々のボランティア活動があったが、その一部を紹介する。
・

避難所の運営支援

・

避難所における炊き出し

・

被災者の避難先の表示（壁新聞）の作成と張り出し

・

行方不明者の各避難所への張り出し

・

自宅待機避難者への食料・救援物資の輸送・配布

・

医療通訳ボランティア（特にスペイン語、ポルトガル語）

・

家の片付け／泥の清掃
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１）

・

被災地での情報収集／発信の促進のためのインターネット環境整備

・

被災地での泥出し

・

支援物資仕分け、配布手配

・

薬剤師の救援活動ボランティア

・

被災者の精神的な「心のケア」としての医療支援活動

・

歯科医師会による遺体の身元確認

・

各地の医療機関の患者受け入れや医療チームの派遣

・

被災地の子どもたちの心のケアを支援

・

仮設住宅での肩もみボランティア

・

被災地で津波で流された写真を洗浄する活動

・

津波到達点を桜でつなぎ、後世に伝えていくための植樹のボランティア

・

農地復興支援のボランティア（ビニールハウス再興）

・

児童・学童の勉強支援

・

ペット探し、預かり、引き受けボランティア

や

がれきの撤去作業

災害ボランティアセンタで受け付けたボランティア活動者数の推移（仮集計)
表 3.1-4 および図 3.1-46 は、各市町村に設置された災害ボランティアセンタを
経由して活動したボランティアの数である。ほかにも、災害ボランティアセンタを
経由しないで、NPO 等で活動したボランティアも多数に上るものと見られる。また、
天候によっては活動を休止していることもある。従って、ボランティアの参加数の
変化を見るための参考値としていただきたい。各数値を 100 単位の概数としている
ので、合計が合わない場合がある。
表 3.1-4

各月ごとのボランティア人数
３県合計

岩手県

宮城県

福島県

3月

59,000

12,100

26,600

20,400

4月

156,400

34,700

92,600

29,000

5月

171,800

46,000

91,500

34,400

6月

129,400

42,200

64,700

22,500

7月

125,900

46,400

62,700

16,800

8月

97,600

48,200

40,200

9,200

9月

59,500

36,400

19,700

3,400

10 月

46,400

25,500

16,900

4,000

11 月

34,600

19,900

12,400

2,300

12 月

18,000

9,100

7,000

1,900

合計（平成 23 年 12 月まで）

898,700

320,600

434,300

143,800
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図 3.1-46
出典：

ボランティア活動者数（日毎の概数）の推移

全国社会福祉協議会・全国ボランティア・市民活動振興センタに
よる「全社協

２）

被災地支援・災害ボランティア情報」

阪神淡路大震災と比べ低調だったボランティア活動
東日本大震災でのボランティア数は阪神淡路大震災と比べ低調であった。 震災
発生後２カ月間のボランティアの数は、阪神淡路大震災時の 100 万人に比べ 28 万
人と大きく出遅れてる（図 3.1-47 参照）。

図 3.1-47 東日本大震災と阪神淡路大震災時のボランティア延べ人数
※全社協は過去に遡り情報を更新するので、最新の公表値とは多少のずれが見込まれる
（3 県合計）

出典：HOUSECO

http://blog.livedoor.jp/snifftroll1/archives/65735772.html

「阪神・淡路大震災

兵庫県の 1 年間の記録」兵庫県(1977/7)

http://www.dri.ne.jp/shiryo/sinsai/kiroku/index.htm
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3 ヵ月目以降は、阪神淡路大震災を上回り、堅調に推移してきたボランティア数
だが、時間経過とともに急激にその数を減らした（図 3.1-48 参照）。 宮城県では
ピーク時に 29,200 人/週のボランティアが活動していたが、2012 年末ではわずか
1900 人/週である。1 日あたりに換算すると 271 人、この長大な宮城県の沿岸被災
地で、ボランティアバス 7 台分程度しか活動していない。阪神淡路大地震は都市部
の狭い範囲で被災し、東日本大震災は農村部・漁村部を含む長大な東日本沿海部で
被災しており、単純に比較することはできないが、上記のボランティア活動の違い
については今後分析する必要がある。

図 3.1-48
出典：HOUSECO
（３）

一週間当たりのボランティア数

http://blog.livedoor.jp/snifftroll1/archives/65735772.html

活躍した IT 復興支援ボランティアの活動
東日本大震災においては、数多くのボランティア活動が展開され活躍した。中で
も、地味ではあるが復興支援として被災者・被災地の声を発信しながら被災者の大
きな力となった活動を紹介する。復興支援 IT ボランティア56活動である。
復興支援 IT ボランティアでは「パソコンを使った情報提供を行い、被災地住民
の方々に寄り添う事でニーズを掘り起こす」という目的の下、「被災地の現状や問
題点、ニーズの把握と報告」に加えて、住民がパソコンを使い、必要とする情報を
きめ細かく入手できるようサポートし、パソコンを常設し、IT ボランティアがい
なくても住民自ら使用できる場をつくることで、地域のコミュニティの再生に貢献
した。また、復興支援 IT ボランティアでは、住民のニーズの把握、行政やスポン
サ企業への報告を通して、住民の生活環境の改善やコミュニティ再生へ向けて支援
を行っている。更に、ボランティアによる教育支援や、高度な IT 人材の育成を通
して、被災地の復興へ向けての一歩を住民と共に踏み出している。

56

復興支援 IT ボランティア

http://www.npo-support.jp/it_volunteer/Home.html
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以下に復興支援 IT ボランティアが行った具体的活動を紹介する。
・ パソコン講座：パソコン講座を通して、IT リテラシーの向上、雇用促進に貢献。
・ テレワーク：民間企業と連携し、IT を用いた被災地住民の経済的自立促進を行
っている。
・

避難所運営支援：掲示板の整理、運営支援のツールの提供を行っている。

・

ニーズ調査：様々な取り組みを通して、被災者住民に寄り添い、ニーズの汲み
上げを行い、行政や民間へ支援の輪を広げる取り組みを行っている。

・

教育支援：街の将来を担う人材の育成、復興後の発展を視野に、ボランティア
による中高生への学習指導、進路相談などを行いっている。
これらの活動は現在も継続して行われている。

３．２

復興支援に関する取組みの例

３．２．１

復興へ向けた支援

東日本大震災に対する支援活動にソーシャルメディアを活用した二つの例を紹介する。
最初の例は、仙台市の IT ベンチャー企業トライポッドワークス（株）代表取締役の佐々
木賢一氏を発起人・代表として設立されたものである。膨大な時間とお金を要する被災地
の復興は、旧態に戻すことではなく、新しい形で発展できるようにと IT 面から支援してい
る。
二つ目の例は、被災地の農業の再興のための新しいビジネスを目指す研究会を立ち上げ
たものである。参加企業や団体には将来の事業化を目指してこの研究会を実験・実践の場
として活用してほしいと呼びかけている。
いずれも支援活動を広く告知させ支援の輪を広げるため、プロジェクトの遂行管理用の
ツールとしてソーシャルメディアを有効に活用している。
（１）

『IT で日本を元気に！』プロジェクト
（2011 年 10 月以降佐々木代表に数回インタビューした結果を元に編集）
IT 面から実際に役に立つ支援をしようと、被災地に頻繁に足を運び被災者・被災
企業と話し合いを重ねながら試行錯誤を繰り返している。
今回の東日本大震災からの復興には長い期間がかかることをよく理解しており、
IT 面での支援が本当に必要になる時期は半年～一年後からであると言っている。
宮城県本吉郡南三陸町を支援の重点地域として取上げ、ここでの事例をモデル化
し、他地域へも横展開していくことを考えている。
このプロジェクトの設立時の佐々木氏のメッセージの一部を抜粋する。

126

＜http://revival-tohoku.jp/establishment.html＞
この震災で甚大な被害を受けた地域の復興は、今後、膨大な時間とお金を要することとなり
ますが、その中で、相対的に被害が小さくライフラインの復旧も早かった仙台市中心部に立地
する企業群は、この震災の復興のリード役になりつつ、被災地の事情が分かる復興支援者とし
て、今後大きな役割を果たせるのではないかと考えております。
また、その支援活動を通じて仙台の企業が元気であることをアピールし、仙台から全国に「元
気になろう！」と言うメッセージを届けることもできるのではないかと思っております。
そこで、この度｢仙台から日本を元気に！｣実行委員会を設立いたしました。
当活動を通じて拠出いただいた寄付金は、震災で被災した方々や子供たち、復興に向けて活動
している方々への支援の為に活用したいと考えております。

避難所・仮設住宅の方たち、農業・漁業者、企業経営者、学校など被災地の最前
線で活動している方々に対して、プロジェクトメンバが IT 面からの支援を直接被
災地に行って実施しているが、支援内容は大震災直後から期間の経過と共に現場の
状況に合わせて変化している。
１）

プロジェクトの具体的な活動57
大震災直後の停電や通信網が破壊されていた時期には、おにぎりや生活必需品の
配布などを行いながら、避難所・仮設住宅の支援管理者や企業経営者と直接対話を
重ね、現場のニーズを掴むことに力を入れてきた。
正式に避難所と指定されていない一般の民家の一角などに避難している方たち
も多く、そのようなところには支援物資などが届く仕組みができていないことが分
かると、その方たちへの支援を行いながら人脈を広げ信頼関係を築いていった。
被災地の人たちの必要としていたのが物品以上に家族や親戚、知人の安否と共に
自分たちに何が起きたのか、自分たちの置かれている状況はどうなっているのか、
他の場所の状況などの情報不足であった。
プロジェクトメンバは電気や通信回線の回復と共に、自分たちのパソコン、iPad
そしてスマートフォンなどの携帯端末を使って、Google Person Finder で被災者の
安否確認を手伝い、被災者からの情報検索の要望にこたえる「検索代行」、ネット
通販で生活必需品を代わりに購入する「購入代行」を行った。さらに YouTube／
Ustream などに投稿されている各地の津波の映像や自分たちで撮影した被災地、被
災者、被災企業の状況などを被災者に提供した。
時間が経過し、ライフラインの回復と共に、避難所、仮設住宅、企業などに IT
機器（パソコンやプリンタなど）を寄贈し、その場でインターネットが使える環境
の設定、ソーシャルメディアのアカウントのとり方、使用方法の教育など、徐々に

57

被災地の若者の声
http://www.facebook.com/l/EAQHbYXx8AQE2zLSR9fi4SxhyiIvwGJ0xDg0kC1SlmIDqPw/www.yo
utube.com/watch?v=ETvr_rGGt2U
活動内容
http://www.facebook.com/l/LAQFKKtpCAQHqjrpu59jtgZTAJompvuLa3feJS80LPe_GBQ/blogs.it
media.co.jp/ksasaki/2011/07/post-ad2d.html
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被災地側での利用も促すようにして行った。
活動資金やパソコン、プリンタなどの IT 機器の提供は楽天、日本 HP など本プロ
ジェクトの参加企業、個人の協賛者からの寄贈によっている。中古品などの提供も
受けている。
一年が経過した時点で、インターネット環境を構築し、被災地の人たち自身が使
えるように教育して寄贈したものは既に 500 台を超えている。
被災地では、企業経営者も一般の人も大震災直後からの情報不足による不安・不
便を経験しており、情報の大切さを痛感している。今まで IT やソーシャルメディ
アには全く無縁であった人たちが被災者であることから、IT やソーシャルメディア
の有用性に気づいた面もある。
仮設住宅の入居者は、抽選や割り当てなどで決められ、親戚、友人、知人が同じ
場所に住めるようにはなっておらず、お互いのコミュニケーションは強い要望であ
るという。そこでプロジェクトメンバはそれぞれの場所に Skype（インターネット
電話サービス：映像も可能）によるコミュニケーション環境を用意し、操作担当者
の育成なども計画している。
数ヶ月間が過ぎたころからやっと IT 面での支援が必要な段階に来ているという。
佐々木氏は、企業経営者に対して、復興セミナ、教育、コンサルティング、ホーム
ページ制作指導など具体的な活動をとおして、また地元の商店などには特産品の販
売や民宿の紹介／予約などを行う EC（Electronic Commerce）サイト58の開設支援や
フェイスブックやツイッターなどのアカウント取得支援などをとおして被災者自
身が IT やソーシャルメディアの有用性を理解し、自分から活用していきたいと思
えるように辛抱強く付き合っていくことにしている。
一方で、今後の長期にわたる支援などには次のような難しさも明らかになってい
る。
・

被災者の分散とボランティアの減少
被災者は避難所から仮設住宅へ更には企業再興、農業や水産業の再興のために
広い地域に分散していく傾向がある。特に IT 面での支援は、きめ細かさと多くの
支援者を必要としているが、逆に半年を過ぎたころからボランティアの減少が顕
著となっている

・

IT 機器の支援の問題、今後は人材による支援が必要
大震災直後の早い段階から官民協調で進められた『東日本大震災 ICT 支援応援
隊』などが配布したパソコンなどの IT 機器は、管理が不十分で避難所から仮設住
宅へ移る際に引き継ぎが不十分だったり、使い方の分かる人がいなくて眠ってい
たり、簡単なゲームだけに使われているようなケースもあり、また機器を提供し
た民間企業には『既に十分支援活動は行った』という意識もあると聞く。被災地
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EC サイト：インターネット上で商品を販売する Web サイト。
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の実情理解、タイミングも重要であり、IT 面での人材支援の必要性を強く感じて
いる。
２）

ソーシャルメディアによる情報共有と支援者の拡大
このプロジェクトでは、プロジェクトの遂行にソーシャルメディアは必須の手段
になっている。
『震災の復興は元に戻すことではなく、新しい東北、新しい日本を作って行くこ
とだ』という熱い思いを持った被災地の農業・漁業従事者、企業経営者などへのイ
ンタビュー、支援セミナの様子などをメンバ自身が撮影してソーシャルメディア
（ブログ、YouTube、フェイスブックやツイッターなど）に投稿し支援者間の意識
の共有、支援者の拡大などに活用している。
プロジェクトの遂行にはフェイスブックページを使って、支援計画、セミナ参加
者の管理、経過報告などを行っている。メンバ間のみのクローズド情報と一般に公
表するオープン情報を使い分けている。
テレビや新聞などのマスメディアに取り上げられた被災地や企業経営者などの
活動は、日本全国に報道され、大きな反響や賛同を呼び支援の輪も広がりやすいが、
今回の大震災は広域で被害も多様であり、マスメディアには取上げられない地域、
企業、支援者などが非常に多く存在している。
このような地域への支援は、ソーシャルメディアによって紹介・拡散されなけれ
ば支援の輪は広がらず、支援者の意識も低調なままになってしまうのではないかと
思われる。
佐々木賢一氏の言われた「これほどまでに多くの人と出会い、これほどまでに多
くの人と話し、これほどまでに多くの人と協力し合ったことは私の人生で初めての
ことであった」、「あまり頑張りすぎないようにしましょう。長く続けることが大切
です」の言葉が印象に残る。

（２）

『東北スマートアグリカルチャー研究会』59とソーシャルメディア
（2012 年 2 月：菊池副会長へのインタビュー結果などを編集）
東日本大震災では耕地面積 2.4 万ヘクタール（宮城県では耕地面積の 1 割以上）、
損害額 7,300 億円が津波により冠水・流出した。
東日本大震災から 1 年近くが経過した東北地区では、農業の再興へ向けた産学官
連携の動き、農業と IT 連携の研究会などの動きが活発である。
『東北スマートアグリカルチャー研究会』は 3 ヶ月の準備期間を経て 2012 年 2
月 27 日に設立された（会長：中井裕東北大学大学院能楽研究科教授、副会長：菊
池務東北大学大学院工学研究科特任教授）。IT 企業関係者、営農者、大学関係者な
どで構成され、『参加メンバが連携・協力して将来の事業化を目指すための実験・

59

『東北スマートアグリカルチャー研究会』：http://t-sal.net/
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実践の場』にすることが期待されており、多くのワーキンググループが立ち上がる
と思われる。
多額の投資が必要となる IT システムを使う大規模な植物工場などを狙うのでは
なく、小規模農家が露地栽培で使えるような安価なクラウドシステムの開発が目標
であり、IT を駆使して生活に身近な地域農業の新しい形を生み出そうとしている。
１）

活動内容
最初のステップでは、津波で浸水し塩分を大量に吸い込んだ土壌の塩分濃度を測
定し、除塩状態を継続的に測定する。事業継続に意欲のある農家にセンサを配り、
センサに接続したスマートフォンから計測値を即座にネット上に飛ばして蓄積し、
農地ごとのデータ履歴を共有・管理できるようにする。こうしたデータは地図上に
マッピングされスマートフォンなどに表示する機能なども提供されることになっ
ている。
次のステップでは、センサを活用した露地栽培の実験も計画されている。積算日
照や温度、湿度など圃場の情報をネット上に集め、出荷調整や肥料管理などに生か
す。被災地の農場は、復興計画で多くの地域で職住分離が進むとされている。遠隔
地から農地を管理できる環境を整えて中小農家の業務効率を高めることを目指し
ている。
『霜が降りそうだから煙をたく』など農家のプロの勘などもデータとして蓄積し、
IT 一辺倒の農業ではなくきめ細かい『農業に資する IT のあり方を追求』しようと
している。
これらの育成ノウハウを蓄積し農家の簡易な経営支援システムとして充実させ、
ビジネス化も目指すことにしている。
また今後、この研究会を実験・実践の場として多くのグループが生まれ、将来の
ビジネス化を目指す過程でソーシャルメディアも重要なツールと考えている。

２）

ソーシャルメディアの活用
この研究会の運営には全面的にフェイスブックが利用されている。実名登録のフ
ェイスブックは、研究会の核となる企業や農業者を勧誘することや人脈を広げるた
めに活用されている。
設立総会の模様は、動画共有サイトの Ustream でライブ中継60され、会場に参加
できなかったメンバにも公開された（現在は録画で見ることが出来る）。ツイッタ
ーで会場からの情報発信用にハッシュタグも用意された（#TSALkickoff）。
特別な機器の用意も必要とせず、会場外の不特定多数に向けて情報発信・共有・
交換がいとも簡単に出来る時代になってきている。
メンバのみが投稿、参照できるフェイスブックページ内に情報交換板が用意され
ていて（東北スマートアグリカルチャー研究会（情報交換板：メンバ＋連携メンバ））、
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http://www.ustream.tv/channel/t-sal-kick-off-forum
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ここでは活発な情報交換が行われている。イベント告知とその出欠管理、プレゼン
テーション資料の共有、先進農業事例の紹介などにも利用されている。
フェイスブックページが従来のグループウェアの機能を果たしているなどソー
シャルメディアへの依存度が高まっている。
３．２．２

再興企業への支援

大震災から立ち直るには当面の物資・医療・精神面などの生活支援が必要だが、最終的
には日常生活を維持する経済面の立て直しが必要である。大震災により一瞬にして失った
経済基盤をどう立て直すかが今後の最大の課題である。東北地方は農業・漁業・林業に立
脚した中小規模の事業者（法人・個人）が多いのが特徴である。もちろん、一部には大企
業やその系列企業の工場は存在するが、事業従事者の多くは中小規模事業を営んでいる
人々である。
被災した中小規模事業者の多くは設備投資や運転資金確保のために既に相応の借入金
があり、企業の復興はゼロからではなく、マイナスからのスタートである。中小企業金融
円滑化法に基づき、各金融機関は融資返済の猶予や金利引き下げなどの支援を行っている。
また、政府系金融機関である日本政策金融公庫による無担保低金利や自治体の制度融資な
どもあるが、従来型の融資制度の制約レベルを下げるだけでは収まらない被災事業者が数
多くいる。
大震災を契機に話題になったのはミュージックセキュリティーズ株式会社61の「セキュ
リテ被災地応援ファンド」である。この所謂マイクロファイナンスは、ミュージックセキ
ュリティーズが震災前から従来型の金融機関で対応できなかった音楽家や小規模事業者を
支援してきたものである。東日本大震災に際してミュージックセキュリティーズは急きょ
自分たちのビジネスモデルを応用して被災事業者を支援したのである。以下の（１）では
セキュリテ被災地応援ファンドについて紹介する。
もう１つ取り上げるのは東北地方の牡蠣の生産者を支援する「復興かきオーナ制度」で
ある。オーナ制度とは、消費者が農産物や海産物の生産者に投資し、生産物を受け取る仕
組みのことである。東北地方には多くの牡蠣生産者がおり、株式会社アイリンク62が「復
興かきオーナー制度」プロジェクトを立ち上げた。これについては（２）で紹介する。
（１）

セキュリテ被災地応援ファンド
ミュージックセキュリティーズが運営する被災地支援ファンドである。
ミュージックセキュリティーズはマイクロ投資プラットフォームという投資サ
ービス「セキュリテ」を運営し、小規模事業者の投資を支援している。セキュリテ
の基本コンセプトは、

61
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http://www.musicsecurities.com/
http://sanriku-oysters.com/index.html
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・

日本の文化を守り、次の世代に継承すること

・

日本の地域社会を元気にすること

・

日本の第一次産業を元気にすること

・

地球環境問題の解決に貢献すること

である。
起業家精神にあふれる事業者を募りコミュニティと呼ぶプロジェクトを立ち
上げている。例えば次のようなコミュニティがある。
・

つながる食農の会

・

雑穀おにぎり maimai

・

LIVING IN PEACE

・

トビムシ

・

JAPAN BLUE GROUP

など

コミュニティの運営者が事業者である。セキュリテ被災地応援ファンドはこの
コミュニティの１つである。このコミュニティ内でファンドを立ち上げた事業者
の内、2012 年 3 月 19 日現在、16 のファンドは目標資金を調達し、12 のファンド
が募集中である。ファンド実績は、
募集総額

907,940,000 円

調達金額

649,990,000 円

必要残額

257,950,000 円

参加人数

19,424 人

である。
このファンドは 1 口当たり、出資金（5,000 円）＋応援金（5,000 円）＋手数
料（500 円）からなる。出資者は 1 口から 500 口まで投資できる。
投資であるから、事業が上手く行かず、投資回収ができないケースがあること
も予め断っている。
セキュリテの活動に参加するには会員登録が必要である。コミュニティやファ
ンド運営に参加したい事業者はホームページ上で会員登録することから始め、セ
キュリテに相談メールを送る。電話・訪問対応は行っていない。投資したい人も
同様に会員登録し、関心のあるコミュニティに参加し、ネット上で投資申込みを
行う。本人確認は会員登録後ハガキを郵送し、ネットでの登録と実際とが合致し
ていることで行っている。
ファンドの募集はセキュリテ被災地応援ファンドの Web サイト上に募集概要を
載せ、ファンド毎に事業内容が直観的に分かるような「ファンド名」、
「商品写真」、
「目標とする募集口数」、「目標達成度グラフ」、「ファンド側からのメッセージ」
などがコンパクトにまとめられている。更に、「詳細」ボタンをクリックすると
各ファンドの「会社紹介」、
「被災地からのレポート」、
「被災状況」、
「復興プラン」、
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「ファンド資金使途」、「投資家特典」などが詳しく紹介されている。
セキュリテ被災地応援ファンドの募集が完了したファンドについても同じ Web サ
イトを通して随時事業報告を行っている。投資家はいつでも事業遂行状況が把握で
きるという効果がある。この状況報告にはフェイスブックページ63やブログが活用
されている。次は、このフェイスブックページに掲載されたメッセージの例である。
メッセージの例：
【XXX 商店】 XXX 商店スタッフが綴る、XXX 商店の今。震災から 8 ヶ月。
「季節が変われ
ば「ああぁぁぁ、お歳暮だよぅ！」と気持ちはちょっと高ぶります。」 http://t.co/EANBhhey
今日は、XX 商店の XX 専務と、XX の「炭焼牡蠣オリーブオイル漬け」の牡蠣を作っている
XX 水産さんのお宅にお邪魔しています。カキ養殖事業の現在の状況や、今後の事業計画をお伺
いしています。 http://t.co/2Ctc24xa

http://t.co/Mz64a5uR

【XXXXXXX】 陸前高田にて、御菓子店の再建に挑まれている XX さんにおくる被災地レポ
ート更新！http://t.co/4ZamRRuS

今回は、ウォールストリートジャーナルに紹介されまし

た。ぜひ、ご覧ください。

ミュージックセキュリティーズのスタッフは現地に何度も足を運び、事業者の
状況を把握し、事業遂行に必要なきめ細かな支援と投資家へ報告する取材を行っ
ている。
ミュージックセキュリティーズはファンド運営者と投資者を引き合わせる説
明会を開催し、ファンド運営者による再興事業計画説明、再興事業の商品展示で
投資者へのアピールする機会も作っている。因みに、東京説明会が 2011 年 11 月
30 日（水）新丸の内ビルディングで行われ、定員 80 人のところへ約 100 人が集
まる状況であった。その後も説明会を継続して開催している。
（２）

復興かきオーナ制度
株式会社アイリンクが運営するオーナ制度である。もともとアイリンクは牡蠣好
きの消費者と 30 以上の生産地とをネットでつなぐネットショップ：「海鮮直送 旨
い！牡蠣屋」を運営していた。今回の震災で多くの生産者が壊滅的な被害を受け、
一方牡蠣好きの消費者には商品が届かなくなり、これを解決する手段としてオーナ
制度を立ち上げた。この制度の概要は次の通りである。
品購入：１口 10,000 円（税込/送料込）
申込口数：１口から上限なし
復興牡蠣の送付：牡蠣が出荷できるようになってから、申込者に事前に連
絡し、１口当たり 20 個を送付。送付先や大口購入者に
は分割送付も可能。出荷するまでに 2～3 年かかり、ホ
ームページを通じて現況を知らせる。
売上金の使途：

63

http://ja-jp.facebook.com/musicsecurities
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・

生産者に渡す金額
－

70%

支援費（40%）

船舶、設備、養殖資材、種牡蠣・稚貝仕入、

その他備品
－

牡蠣仕入代（30%）

・ 経費

30%

復興かきの仕入代金

復興かき配送料、クレジット決済等手数料、通信費、そ

の他経費
申込方法：インターネット、ファックス、郵便振込票
このオーナ制度の実績は次のとおりである。
オーナ数

20,515 名（2012 年 3 月 11 日現在）

申込口数

27,956 口（

支援先生産者数

〃

）

329 名（2012 年 3 月 1 日現在）

物資購入支援に使用した金額：109,633,741 円（

〃

）

オーナは購入代金を支払ってから復興かきを受け取るまでに相当の期間が空く
ので、アイリンクはこまめに復興状況をオーナに知らせるため、ツイッターやブロ
グを活用している。復興資金を誰にどんな目的でいくら支払ったかはホームページ
に掲載されている。
（３）

その他
上の 2 例以外にも、資金援助に関する情報サービスサイトが数多く立ち上がった。
例えば、
「東日本大震災復興支援財団」64は投資ファンドではないが、寄付を集め
てこどもや妊婦、学生などを支援している。
ホームページの立ち上げにフェイスブックページを使用している。ニュースは
ツイッター（タイムライン）を利用している。費用を掛けずにかなりの速さでホ
ームページが立ち上げられたと思われる。
また、
「東日本大震災復興支援：基金・ファンド・助成金情報」65は基金・ファン
ド・助成金情報関連の情報を収集している。投稿者は「東日本大震災復興支援：基
金・ファンド・助成金情報」さんで友達はいない。2011 年 6 月 14 日から始めて 10
月 10 日まで続けられ、約 60 件の投稿があった。ニュースなどは既に変化している
ので古いものではリンクが切れていたり、リンク先が全く別の記事になっているも
のもある。
この情報サイトもフェイスブックページを利用したことにより、ホームページが
即座に立ち上げられたと推測できる。

64
65

http://ja-jp.facebook.com/ganbarojp
http://ja-jp.facebook.com/311shien
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第４章

ソーシャルメディアを支える技術

ソーシャルメディアを支える技術は多岐に亘り、IT と通信技術の１つひとつを解説して
も、全体がどのように機能してソーシャルメディアが実現されているかは理解し難いので、
ソーシャルメディアの動作環境について簡単に触れておこう。
図 4-1 に示すように、ソーシャルメディアの動作環境はインターネット、クラウド、ス
マートフォンなどのクライアント端末からなっている。
ソーシャルメディア動作環境のキーはインターネット技術である。インターネット技術
の進歩に伴って、今日では多種類のサーバや端末（パソコン、スマートフォン、タブレッ
トなど）が容易に繋がる環境が整っている。インターネットの物理的通信手段として、公
衆網や無線、光通信などがあるが、物理的通信手段が異なる機器間で通信可能とするため
に上位の通信プロトコルを合わせている。現在の各機器は、物理的通信手段の上位にイン
ターネット・プロトコル TCP/IP（パケット通信）、（途中のプロトコルは省略するが、）最
上位には Web 技術（HTML や各種スクリプト、XML など）の共通プロトコルを採用している。
その結果、あらゆる機器がインターネットでつながり、システムとして連携できるように
なっている。
２つめの重要な技術はクラウドである。クラウドという呼称は近年使われはじめたが、
その考え方は昔からあった。高速通信やインターネットの出現により実現したものである。
クラウドの良さはハードウェアやネットワーク、アプリケーションの保守などのすべてを
専門事業者に任せ、しかもその費用は自らサーバを運用するのに比べ、大幅に減らすこと
ができ、またセキュリティについても保障してもらえる点にある。クラウドにはインター
ネットにつながる大規模サーバでアプリケーションを動作させ、インターネットにつなが
る端末からそのアプリケーションを利用できるようにする SaaS（Software as a Service）
と呼ぶサービスがある。ツイッターやフェイスブック、ミクシィなどは SaaS アプリケーシ
ョンである。
ソーシャルメディア動作環境の３つめ重要な技術は多種多様なクライアント端末技術
である。インターネットにつながるクライアントはパソコン、スマートフォン、タブレッ
トだけでなく、各種センサ付き端末など様々である。これらのクライアント端末はどれも
共通の Web 技術を採用しており、あらゆる機器がインターネットで繋がり、システムとし
て連携して動作するように設計されている。本章では特に東日本大震災時に役立ったスマ
135

ートフォンについてかなり踏込んだ解説をしておく。
クラウドでは各種機能が
ア プ リ ケ ー シ ョ ン や API
（ Application

Program

Interface）として提供され
ているため、Web 技術を駆
使するだけで IT システム
を構築することが可能とな
った。ツイッターやフェイ
スブック、ミクシィなどは
それぞれ SaaS アプリケー
ションであるが、それぞれ
Web 技術で使用可能な API
を提供しているので、それ
らと連動したホームページ
を提供することが可能とな

図 4-1

ソーシャルメディアの動作環境

っている。
４．１

ソーシャルメディアと特徴

ソーシャルメディアを支える技術の解説に入る前に、ソーシャルメディアと呼ばれてい
るものに何があるのか表 4.4-1 にまとめておく。ソーシャルメディアはツイッターやフェ
イスブック、ミクシィだけと思われがちだが、東日本大震災発生時には特設 Web サイト、
ブログ、動画サイトなどが使われた。これらは、社会の多くの人々を巻き込み、また関心
を共有する人々にとって深いコミュニケーションがとれるメディアとして役立った。
表 4.1-1

ソーシャルメディアと特徴

ソーシャルメディア
ツイッター

特

徴

・ツイートと言う短いメッセージ（140 文字以内）を投稿し、そ
れを不特定の他者が閲覧できるサービス。ニュース性の高い情
報がタイムラインとして流れる。会員登録が必要（匿名可）。
・東日本大震災発生時に他のメディアに比べてつながり易かっ
たため、重要な通信手段となった。

フェイスブック

友人・知人とインターネット上でつながり、交流するサービス。
実名での会員登録が必要。世界最大の SNS。

ミクシィ

・友人・知人とインターネット上でつながり、交流するサービ
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ス。日記が特徴。会員登録が必要だが、匿名可。日本最大の SNS。
・東日本大震災発生時には会員を通じて震災関連の情報交換が
行われた。
ポータルサイト

検索サービスを中心に国内外の Web サイトを探すサービスサイ

グ ー グ ル の Person

ト。東日本大震災発生時にはポータルサイトにコラボレーショ

Finder

ン可能な安否確認機能などが搭載された。

など

特設サイト

東日本大震災関連で急きょ立ち上げられた被災者および支援者

ALL311

を支援するための Web サイト。震災関連情報を収集して被災者・

sinsai.info

支援者に役立つ情報としてまとめた。

助けあいジャパン
など
ブログ

多くのブログから東日本大震災の被災者支援情報が発信され
た。そうしたブログをまとめた Web サイトとして「がんばれ東
北」や「Yahoo!復興なう」などがある。

動画サイト

・利用者が投稿した映像を見ることができるサイト。

Ustream

・東日本大震災発生時に生々しい津波映像が投稿され、津波の

YouTube

恐ろしさを世界に伝えた。

ニコニコ動画

４．２

など

インターネット

４．２．１

なぜインターネットは災害に強いか

インターネットの特徴を表す言葉として次の４つのキーワードが使われてきた。
・

グローバル：世界の誰とでも接続でき、どこの情報でも見ることが可能。この
ためにプロトコル（通信の決めごと）を統一し、接続するコンピュータには世界
で唯一のユニークなアドレス（IP アドレス）を付ける。

・

オープン：誰でも一切の差別無く（契約すれば）使うことが出来る。技術仕様
を公開し、だれでも（技術力と資金さえあれば）サブネットワークを構築できる。

・

草の根ネットワーク：次から次へとサブネットワークを接続することにより拡
大してきたし今も拡大している。全体の設計や管理はしていない。

・

ベストエフォート：通信の品質を確保するために最大の努力はするが、必ずし
も保障はしない。

インターネットは阪神淡路大震災でいち早く通信を確保して災害に強いことが注目さ
れ、今回の震災でもそのことは証明された。そのことは多分に上記の最後のキーワード「イ
ンターネットはベストエフォートである」という事に由来する。ベストエフォートの反対
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語は「品質保証型」と言われ、その代表は電話である。この二つの相違はトラフィックが
増えて網が輻輳した時にどのようになるかに現れる。
・

電話網では網が輻輳した時に電話が繋がりにくくなる。ただし運良く繋がれば
相手と話しが出来るための通信品質は保証される。電話は本来、人間同士が会話
することが目的であり、人間の声という時間的に連続した信号（連続メディアと
いう）を途切れることなく伝えないと本来の目的を達成できない。したがって、
輻輳したときには接続制限をして、接続出来たらその通信品質は保証する、とい
う設計をしている。

・ インターネットでは輻輳しても通信規制は行わないが、通信の遅れが発生する。
インターネットは本来コンピュータを介した通信に最適な設計をしていて、メー
ルにしろ Web アクセスにしろ、遅くなっても届いた方が親切である。したがって、
ベストエフォートに設計している。このため、電話やテレビのような連続メディ
アでは網が輻輳すると会話が途切れたり画面が乱れたりすることがある。また、
ベストエフォートでは通信を行う方法として、パケットと言われる一塊の情報に
アドレスを付けて相手に届けるルーティングが用いられている。ルーティングで
は代替パスを選択してルーティングする機能があるため、活きている回線があれ
ば巡り巡ってパケットを相手に届けることが出来る。
以上述べた設計思想の相違により、災害時のように網が輻輳すると、電話は繋がらない
が、メールやツイッターは多少遅くなるが使える、ということになる。
４．２．２
（１）

インターネットの最新技術

連続メディアやリアルタイムへの対応
４．２．１に述べたベストエフォートの特長を保持しながら、インターネット電
話やインターネット経由のテレビ配信のような連続メディア、およびリアルタイム
Web や計測データの収集のようなリアルタイム性（即時性）を要求される通信に対
応するために、次のような強化を行っている。
・

インターネットの基幹回線の高速化と大容量化により網の輻輳が起こりにくく
する

・

FTTH（家庭用光ケーブル）や WiMAX（次世代無線通信）などによりアクセス回
線を高速化する。FTTH は 100Mbps～１Gbps、WiMAX は 70Mbps の速度である

・

サーバのクラウド化によりサーバがネックになることを解消する

・

パソコンなどのクライアント機器で、情報をある程度溜めてから再生を始める
ことにより、通信時間のばらつきを吸収する

（２）

IPv6
今まで使われてきたインターネットのプロトコルは IPv4 と言う規格である。
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IPv4 は IP アドレスが 32 ビットなので、接続できるコンピュータの数は理論的に
は全世界で４G（約 40 億）台である。実際には埋蔵されるアドレスなどが発生し有
効に使えるのは半分程度になると推測され、10 年程前からすぐにアドレスが枯渇す
ると言われて、アドレスビットを 128 ビットに拡張する IPv6 への移行が進められ
てきた。128 ビットに拡張すると、理論的にほぼ無限大のコンピュータを接続する
ことが可能となる。
アドレス枯渇が叫ばれてから、実際には 10 年近く IPv4 でやってこられたのは、
特にクライアントコンピュータに対して固定的にアドレスを与えるのを止めて、イ
ンターネットにアクセスする時だけ（固定接続ではパソコンが立ち上がっている間
だ け ） 動 的 に IP ア ド レ ス を 与 え る 技 術 （ DHCP ： Dynamic Host Configuration
Protocol）とローカルアドレスを有効活用する技術（NAPT：Network Address and Port
Translation、ローカルアドレスを空いているポート番号領域にメモすることによ
り一つの IP アドレスで複数のパソコンがインターネットアクセスすることを可能
にするルータの技術）が普及して、アドレスの節約が出来たからである。
ところが、最近の無線 LAN アクセスが可能なモバイル機器の普及や家電製品のネ
ットワーク化などで、一人でいくつものアドレスを使うようになり、いよいよ IPv6
への移行を急ぐことが必要になっている。Windows でも VISTA と７で IPv6 を標準実
装し、プロバイダでも徐々に IPv6 対応が始まって、移行が進みだしている。
（３）

セキュリティ対策
４．２．１で述べた 4 つのキーワードはインターネットの長所であるが、反面セ
キュリティ上の脅威につながる性質も持っている。
・

グローバル：世界中のどこからでも攻撃できる、どこでも踏み台に出来る

・

オープン：サイバーテロリストも使っている、高い技術力があればオープンな
技術仕様を使って高度な仕掛け（ウィルスなど）を作り込むことが出来る

・

草の根ネットワーク：セキュリティ管理が不十分なプロバイダもある

・

ベストエフォート：パケットをいろいろなプロバイダを中継しながら相手に届
ける方式のため、盗み見される危険性のあるポイントが増える
このため、インターネットではセキュリティ対策が非常に重要となっている
現在行われている対策は次のとおりである

・

認証はサーバ毎に行われ、ID とパスワードによる認証が主流

・

なりすましによる直接的攻撃に対しては個々のコンピュータやローカルネット
ワークでファイアウォールを使って水際で上陸を阻止する防疫型対策がおこな
われている

・

ウィルスを使った間接的攻撃に対してはウィルス対策ソフトを使って一旦感染
したウィルスを発病前に駆除する感染後駆除型対策が主流である
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・

重要なファイルは暗号化し、ファイルは漏えいしても情報は読めなくする対策
もとられているが、コンピュータ内に暗号化前のファイルを残さないことが徹底
していない場合が多く、不完全な例が多い
これらの対策を利用者がパソコン毎に個別に行っているのが現状であるが、スマ

ートフォンや携帯、あるいは情報家電でも同様の対策をとることは、対策の徹底と
社会的コストの両面で大きな問題になると予想される。今後は、個々のコンピュー
タやローカルネットワークの対策にだけ任せないで、なりすましをネットワークの
入口で阻止したり、発生したウィルスはその場で駆除する予防駆除型、また、例え
不正侵入されたりウィルスに感染しても情報やプログラム自体が耐性を持つ免疫
型のセキュリティ対策への転換が必要になると思われる。
４.３

スマートフォン、携帯電話

東日本大震災における情報収集発信や被災者支援・復興支援では、Android 端末や iPhone
などの「スマートフォン」が多くの可能性を見せてくれた。なぜ「スマートフォン」が有
効だったのであろうか。その背景には主に二つの要因があると考えられる。
一つは、大震災に直面し「今、何が起こっているかを知りたい」「場所を問わず、すぐ
情報を入手したい」というニーズが高まったこと。もう一つは、停電でも電源のないとこ
ろでも、「パソコン並みの使い勝手で多様な情報にアクセスできた」ことにある。
スマートフォンへの関心の高まりは、2011 年 4 月以降、携帯電話販売に占めるスマート
フォン比率が初めて 5 割を超えたことでも分る。震災発生後、短期間で便利なアプリケー
ション（以下、アプリと言う）が数多く登場し、とりわけ、スマートフォン向けのアプリ
が大きな関心を集めた。震災発生後、「地震が発生したことをすぐに通知するアプリ」や
「計画停電のグループ分け情報を調べるためのアプリ」など、様々なスマートフォン向け
アプリが短期間のうちに開発され、誰もが無償で利用・活用できた。
こうしたアプリの存在がスマートフォンの存在感を高める大きな要因になったと言え
る。具体的に、震災関連アプリは大きく 5 つのカテゴリに分類できる。
（ⅰ）安否情報の登録や参照をするためのアプリ
（ⅱ）地震が発生したことを速報するアプリ
（ⅲ）計画停電の実施状況などを確認できるアプリ
（ⅳ）様々な情報を地図上に表示する地図系アプリ
（ⅴ）復興支援に役立つ各種業務系アプリ
などである。

140

東日本大震災の被災者支援・復興支援に関してソーシャルメディアとして大きな活用を
見せた携帯電話とスマートフォンについて、それらの生い立ちや発達の過程を技術面から
見てみることにする。

４．３．１

携帯電話

携帯電話は、移動しながら通話が可能な電話サービスである。無線通信（Wireless
communication）の一種であり、電波によって情報のやり取りを行っている。日本の行政で
は、先行して登場した移動体通信システムである自動車電話からの流れで「携帯・自動車
電話」という表現がされていたが、現在の呼称は「携帯電話」に統一されている。基地局
と呼ばれる有線ネットワークとの中継点と電話機が無線で結ばれるため、ユーザはさまざ
まな通信サービスを移動しながら受けることができる。
（１）

第１世代・第２世代携帯電話
携帯電話は基地局1との間の通信方式によって世代が分けられており、現在までに
市販された携帯電話は大きく 3 世代に分類される。
第 1 世代の携帯電話(1G)は、FDMA2方式を採用したいわゆる「アナログ携帯電話3」
であり、元々1980 年代に自動車電話として提供されていたものを、重いながらもそ
れなりに持ち歩けるようにしたものであった。第 1 世代携帯電話は既に日本ではサ
ービスが終了しているが、アメリカなどの国ではまだ利用されている。
第 2 世代の携帯電話(2G)では通信のデジタル化や TDMA4方式の採用が行われ、電
波の利用効率が大幅に改善された。また、電話機の軽量化や低価格化も急激に進み、
携帯電話は 1990 年代後半に爆発的に普及した。
日本では、2G の普及期は携帯電話事業者が大々的な普及推進戦略をとった時期で
もあり、電話機を原価割れの価格で販売する代わりに通話料で利益を上げる、いわ
ゆる「1 円電話」が店頭にあふれかえったのもこの頃である。2G として導入された

1

（携帯電話の）基地局：携帯電話と直接交信する、携帯電話網の末端にあたる装置。電柱やビルの屋上、
電話ボックス、地下鉄ホームの天井などに設置されている。1 つの基地局で通話できる人数は限られる
ため、繁華街などの人の多い場所では、2 個以上の基地局設備が同じ場所に置かれていることもある。
携帯電話が基地局と電波で交信できる範囲がいわゆる「通話エリア」であり、この範囲内でしか通話す
ることができない。従来は通話しながら移動すると、交信中の基地局の電波が届かなくなり、通話が途
切れてしまっていた。この弱点を克服するため、携帯電話網には端末の移動にしたがって最も受信感度
の高い基地局に交信端末を切り替える「ハンドオーバ」機能が携帯電話網に内蔵されるようになった。
2 FDMA (Frequency Division Multiple Access)：無線通信の多重化方式の一つ。周波数帯域全体を複数
の周波数チャネルに分割し、発信者ごとに一つのチャネルを割り当て、複数の発信者が同時に通信でき
るようにした多重接続通信方式。
3 アナログ携帯電話：FDMA 方式の各周波数チャネルを通じて、通話音声をデジタル化しないでアナログ
信号のまま伝送する携帯電話。国内では NTT 方式(HiCap 方式)と TACS 方式の 2 つがある。国外では、
アメリカなどで使われた AMPS や、北欧などで使われた NMT などの方式がある。日本の NTT 方式サービ
スは 1999 年 3 月に、TACS 方式サービスは 2000 年 9 月にそれぞれ終了し、TDMA 方式によるデジタル携
帯電話サービスに一本化された。
4 TDMA (Time Division Multiple Access)：デジタル化された音声信号を時間方向に複数多重化し一つの
時系列信号とし、この時系列信号を通じて複数の発信者が同時に通話できるようにした多重接続通信方
式。
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デジタル通信方式には、NTT ドコモと J フォンが採用している PDC5や、ヨーロッパ
各国で広く使われている GSM6などがあり、現在はほぼ成熟期を迎えている。日本が
開発した PHS7も通信方式としては第 2 世代に相当する。
（２）

第 2.5 世代携帯電話と「ｉモード」＜携帯電話＋インターネット＞
1998 年、第 2 世代のサービスを一歩進めた「第 2.5 世代(2.5G)」と呼ばれる通信
サービスが開始された。サービス競争の先頭をきったのは KDDI の au である。 au
は米クアルコム社が提唱する CDMA8方式をベースにした cdmaOne9方式を採用して、
携帯電話サービスに加えて高速のパケットデータ通信サービスの提供を開始した。
この頃から世界の携帯電話事業者の間でデータ通信サービスをどのように拡充す
るかが大きな競争課題となった。
1999 年 2 月、NTT ドコモは世界に先駆けて「i モード10」サービスを市場に投入し
た。「ｉモード」は、データ通信のプロトコルにインターネットのプロトコルを利
用し、通常の Web サービスや電子メールの場合と同じコンピュータ環境を利用でき
るようにしたことが利点となり、サービスが早く立ち上がった。同時期にヨーロッ

5

PDC (Personal Digital Cellular)：日本の第 2 世代携帯電話（2G）で使われてきたデジタル無線通信
方式。800MHz/1.5GHz の周波数帯を利用し、音声信号の通信速度はハーフレートで 5.6Kbps
（Kilo-bits/sec）、フルレートで 11.2kbps。データ通信時の通信速度は 9.6Kbps。PHS 方式よりも一つ
の基地局がカバーする範囲が大きいので、通話可能エリアが広く取れ、高速移動中でも通話ができると
いう特徴があるが、音質は PHS よりも悪く、データ通信速度も遅い。
6 GSM (Global System for Mobile Communications)：第２世代携帯電話（2G）に使われている無線通信
方式の一つ。全ヨーロッパ統一規格として制定されたが、政治的な EU 統合の問題や各国の内部事情に
より普及は米国や日本の 2G に遅れることになる。その後、関係国の努力により、ヨーロッパやアフリ
アカ、中東、さらには中国を含むアジアなどの 100 ヶ国以上で利用され、第 2 世代携帯電話の事実上の
世界標準となった。GSM 方式はその広域性により国際ローミングに対応している。当初 800MHz/850MHz
の周波数帯でサービスがはじまったが、特に都市部を中心に電波が不足したため、1800MHz/1900MHz 帯
も利用されている。
7 PHS (Personal Handyphone System)：日本が開発したデジタル携帯電話方式。設備や仕様を簡略化し、
通話料金を低く押さえた。一つの基地局がカバーする範囲が狭いが、端末 1 台あたりの周波数帯域が広
いため、データ通信の速度は 32～64Kbps と PDC に比べて高速で、固定電話で用いられる ISDN 方式と遜
色ない快適な通信環境を実現できる。また、基地局設備が簡易で安価な点を生かし、地下街や地下鉄駅
などでの基地局設置がいち早く進み、都市部では PDC 方式の携帯電話よりもつながりやすい状況が生ま
れた。当初は通話中の基地局のハンドオーバ（基地局変更引き継ぎ機能）ができず、高速移動中(電車・
自動車など)に通話ができないなどの欠点があったが、現在では解決され、
「高速データ通信ができる携
帯電話」となっている。PHS 方式の技術は宅内で親機・子器間を結ぶ無線通信にも利用されている。
8 CDMA (Code Division Multiple Access)：
「符号分割多重接続」の略。デジタル携帯電話などの無線通
信に使われる方式の一つ。複数の発信者の音声信号にそれぞれ異なる符号を乗算し、すべての音声信号
を合成して 1 つの周波数を使って送る。受け手は自分と会話している相手の符号を合成信号に乗算する
ことにより、相手の音声信号のみを取り出すことができる。
9 cdmaOne：符号分割多重接続(CDMA)方式を利用した、第 2.5 世代携帯電話規格のひとつ。
cdmaOne 規格は国際的な業界団体 CDG(CDMA Development Group)によって策定された。cdmaOne を利用
したサービスはアメリカ、韓国、日本など、アメリカ大陸やアジアを中心に提供されている。cdmaOne
は PDC など従来の携帯電話方式に比べ、音質がより肉声に近く、またデータ通信がパケット通信利用時
で 128Kbps と高速(従来は 9.6Kbps)であるなどの特徴を持つ。また、cdmaOne は世界各国で導入されて
いるので、国際ローミングが実現しやすい(「グローバルパスポート」という名称で実用化されている)。
cdmaOne をさらに進化させた第 3 世代(3G)携帯電話規格には cdma2000 がある。
10 ｉモード：NTT が世界に先駆けて世に送り出したインターネットが利用できる携帯電話サービス。携帯
電話の表示画面や通信速度を考慮し、通常の Web の記述言語を簡略化した M-html を規格化して臨んだ。
実現した電子メールサービスは、携帯電話同士はもとより、パソコンとの間でも可能になり、世界に
大きな衝撃を与えた。
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パでは情報センターと携帯電話との間のデータのやりとりのために WAP11仕様を独
自に開発していた。初期の WAP 仕様ではインターネットとの連携を考慮していなか
った上に、アプリケーションの開発にも多くの時間を割かなければならず、「ｉモ
ード」に比べてサービス開始が大幅に遅れる結果になった。
「ｉモード」の成功を皮切りに、KDDI の au では「Ezweb」が、またソフトバンク・
モバイルからは「Yahoo!ケータイ」がそれぞれサービスされる。携帯電話からイン
ターネットに接続して Web サイトを見たり電子メールを送受信するといった携帯電
話の「インターネット端末化」が急激に進んだ。
一方、使い勝手がいま一つであった WAP 仕様の携帯電話に対して、2001 年頃、ヨ
ーロッパ各国の携帯電話通信事業者が、GSM 方式のネットワークで高速通信を可能
にするＧPRS12のサービスを開始した。なかでも、携帯電話加入者同士でのショート
メッセージサービス(SMS)はインターネットとの接続こそ出来なかったが、電話の
応対に出る必要がなく、手軽な情報伝達の手段として大人気となった。
（３）

第 3 世代携帯電話
第 3 世代携帯電話(3G)では、2G の時のような無線通信方式の乱立を避け、CDMA
方式を世界共通の方式として採用することが決まった（国際電気通信連合 ITU での
合意）。3G 方式により、これまでの携帯電話に比べて雑音や途切れの少ない通話を
実現することができ、データ通信についてもそれまでは実現できなかったより高速
のサービスが可能になる。
しかし、同じ CDMA 方式と言っても、実際には W-CDMA13方式と cdma2000 方式とに
分れ、さらに中国が細部においてこれら両者のいずれとも異なる独自仕様で参加し、
３種類の方式が存在する分裂状態になった。
W-CDMA 方式は世界的に普及した従来の GSM 方式の事業者が採用した。日本では従
来 2G 方式として独自の PDC 方式を使ってきた NTT ドコモが 2001 年、世界のすう勢
に従う形で W-CDMA 方式の導入に踏み切った。サービス名称は「FOMA」である。こ
れに対して 2.5G 携帯電話で cdmaOne を使ってきた au は 2002 年に cdma2000 方式で
サービスを開始した。cdma2000 方式は日本以外にも南北アメリカとアジア地域の一
部で利用されている。携帯電話の世代としては、さらに 3.5G と呼ばれる cdma2000

11
12

13

WAP: Wireless Application Protocol
GPRS (General Packet Radio Service)：GSM 方式の携帯電話網を使ったデータ伝送技術。第 2.5 世代
（2.5G）と呼ばれる技術の一つ。パケット単位でのデータ送受信が可能。通信速度は最大 115Kbps と
従来の GSM（最大 9.6Kbps）よりはるかに高速。
W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)：NTT ドコモや Ericsson 社などが開発した第 3 世
代携帯電話(3G)の通信方式。高速移動時 144Kbps、歩行時 384Kbps、静止時 2Mbps（Mega-bits/sec）
のデータ伝送能力があり、動画・音声によるリアルタイムの通信が可能。CDMA 方式を採用し、1 つの
周波数を複数の利用者で共有できるため、周波数の利用効率がよい。
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1xEV-DO14や HSDPA15方式など高速データ通信ができる方式の導入が進む。データ速度
は 3G 方式の 10 倍以上の数 Mbps 程度となり、音楽や画像配信が一層容易となった。
3G や 3.5G 方式の携帯電話では「インターネット端末」としての利用がさらに進
んだ。デジタルカメラを搭載した「カメラ付き携帯電話」が発売され、友達同士で
の写真の交換が活発になった。カメラ機能と画像解析機能を組み合わせて QR コー
ド16を読み取る機能（QR コードを写真に撮りボタンを押すだけで QR コードに書かれ
たＷeb ぺージにアクセスできる）、GPS17機能を利用し自分の現在位置を自動的に確
認できる機能、インターネットのニュース配信や動画を受信する機能、あるいは地
上デジタル放送のワンセグ TV（One-segment TV）放送を受信できる機能などが次々
と搭載され、多機能化が著しく進んだ。多機能化の分野で日本の携帯電話が世界に
与えた影響は極めて大きいものがある。
（４）

3.9G 携帯高速データ通信サービス
画像データを中心とするトラフィックが増大するなかで、より高速なデータ通信
に対する要求が強まった。2009 年、ITU-R の場で設定された 3G の次の世代の携帯
電話データ通信に対する要求は、通信速度が歩く程度の「低速移動時」に、最大で
ダウンロード側 1Gbps、電車や自動車などの「高速移動時」でも 100Mbps 程度を達
成するものとされ、開発が続けられた。幾つかの方式が提案されたが、必ずしも当
初の期待水準に達しなかった。それでも、導入を急ぐ通信事業者に配慮し、優れた
方式の一つである LTE の導入が国際的に認められた。LTE はもともと NTT ドコモが
2004 年に提案、その後 3GPP グループにより開発が進められたものである。データ

14

15

16

17

cdma2000 1xEV-DO: 3.5G 規格の一つ。基本の規格は cdma2000 方式であるが、データ通信速度が向上し
ている。下り最高 2.4Mbps。KDDI の au が 2003 年 11 月からサービスの提供を開始。
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): 3GPP グループにより策定された W-CDMA 方式の拡張版。
3.5G 規格の一つ。データ通信速度は下り最高 2.4Mbps、3.6Mbps あるいは 7.6Mbps。2006 年 8 月、NTT
ドコモが携帯電話サービス“FOMA”の一環として商用提供。その後さらに、上り方向のデータ通信速
度を改良した HSUPA 方式(U は Up-link の意)が開発され、HSDPA と HSUPA を合わせて HSPA 方式と呼ば
れている。
QR コード：1994 年㈱デンソーの開発部門が自動車部品の管理用に開発したマトリックス型 2 次元コー
ド。小型の 21x21 セルから 4 セル刻みで最大 177x177 セルまで。2000 年 6 月には ISO 標準として国際
登録された。現在、カメラ付き携帯電話のほとんどの機種が QR コードの読み取りに対応しており、カ
メラで写した QR コードからホームページにアクセスするなどの操作ができる。保存できる情報量は数
字のみで最大 7,089 字、英数字（アスキーコード）で最大 4,296 文字、漢字・かな（シフト JIS)で最
大 1,817 文字となっている。最近はモバイル OS の Android OS 用にも読み取りソフトが開発されてい
る。
現在はデンソーウェーブが特許権を保有するが、特許権は行使しないとしている。
GPS (Global Positioning System)：もともと米国が軍用に開発した全地球測位システム。高度約 2 万
km の上空に約 30 個の衛星を配置し、地球全域をカバーしている。衛星は約 12 時間で地球を 1 周する。
原子時計による正確な時刻と軌道データが常時衛星から発信されている。受信器側に正確な時計があ
れば上空にある 3 個の GPS 衛星からの情報で地上の位置を計算できる。実際には 4 個の衛星を用い、
受信器のクウォーツが持つ時計誤差を吸収している。信号の対雑音耐力を向上させるため、衛星から
のデータは疑似乱数で変調されているが、この疑似乱数の周期が測定誤差の改善にも使われる。現在、
民間が使える長さの疑似乱数で、地上の測位精度は 10ｍ以内。軍用ではより長い疑似乱数を用い、測
位精度は 16cm 以内とされる。誤差要因は他にもあり、さまざまな工夫がなされている。また、衛星の
速度が地上の測位点に対して極めて高速なため、衛星の時計に比べて地球の時計の進み方が相対的に
遅くなる（アインシュタインの特殊相対性理論）ため、衛星側の時計の進み方を遅くする工夫もなさ
れている。
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通信のスピードは 40Ｍbps 程度であり、4G に達しないので日本では 3.9G と呼ばれ
る18。従来の GSM や UMTS との親和性が良いので、ヨーロッパではいち早く 2009 年
12 月にストックホルムとオスロで商用化された。我が国では NTT ドコモが 2010 年
10 月、東名阪で“Xi（クロッシー）”というサービス名で LTE 方式の商用を開始し
た19。一方、データ通信の世界で世界の標準をリードしてきた IEEE が 2005 年に規
格化したモバイル WiMAX20がその後広範に利用されるようになる。一般の LAN と同じ
常用接続で通常の携帯電話を使う時のようなダイアルアップ接続の煩わしさはな
い。日本では UQ コミュニケーションズが 2009 年夏から WiMAX の商用サービスを行
っている。
以上、携帯電話の発展経緯について技術を中心に述べた。日本の携帯電話の契約
数は既に約 7,200 万人とほぼ飽和状態に達しており、2000 年に加入電話 (固定電話
とも言う)を追い抜いて以来、携帯電話が一家に複数台ある状況が続いている。携
帯電話は高度に発達し、データ通信速度も向上し、多機能化も限界に近づいてきた
ため、なんらかの革新が必要であった。このような状況を打破したのが次項で述べ
る「スマートフォン」であると考えられる。
４．３．２

スマートフォン

ソフトバンク・モバイル社が 2008 年 7 月、アップルと提携して iPhone を日本市場に投
入して以来、「スマートフォン」と言う言葉が急速に広まっている。iPhone の OS は iOS
と呼ばれる固有の OS である。これに対して NTT ドコモはオープンな Android OS を用いた
アンドロイド携帯を 2009 年 7 月から市場に投入した。現在ではさらに、KDDI の au やソフ
トバンク・モバイルもアンドロイド携帯を採用してサービスを提供している。アンドロイ
ド携帯では iPhone の弱点と思われるアプリケーション（以下前項同様アプリと略称する）
が次々と提供され、アンドロイド OS が iOS を凌ぎ、市場を支配する状況になってきた。
（１）

「スマートフォン」の定義
そもそも「スマートフォン（Smartphone）」とは何なのか？「スマート」という
言葉は本来「＜米語＞利口な、賢い（clever）、＜英語＞身なりのきちんとした、

18

19

20

3.9Ｇ：海外では Near-4G あるいは Pre-4G などと呼ばれる（http://en.wikipedia.org/wiki/4G など）。
なお、ITU は一時このクラスの通信方式を 4G と呼ばない（2010 年 12 月 6 日）としていたが、2 週間
後にビジネス上は 4G と呼んでも差し支えないとの見解を出した。
LTE は 3GPP-LTE(3G Partnership Project Long Term Evolution)の略。従来の GSM や UMTS との親和性
が良い。米国のクアルコム社は CDMA 方式からの改良で開発を進めていたが LTE 方式以上の性能が出せ
る見込みが立たないため開発を断念したと言われる。現在、バージョンとして Release 8 が利用され
ている。屋外下り最大通信速度 37.5Mbps.
モバイル WiMAX は Mobile Worldwide Interoperability for Microwave (IEEE802.16e- 2005) の略。
IEEE はすでに 2004 年に固定用途の WiMAX (規格 IEEE802.16e-2004)を設定していたが、翌年モバイル
用にこの規格を定めた。セルの大きさは 1km 程度。毎時 200km 程度の高速移動でも使える。低速移動
時の屋外下り最大通信速度は約 75Mbps。但し、UQ コミュニケーションズでは時速 120km 移動時で、下
り最大 40Mbps としている。
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洗練された」という意味とされるが、「スマートフォン」を正確に日本語に訳す言
葉は定義されていない。従来型の携帯電話もその発展の過程で多機能化、高機能化
して来たわけであるが、そのような従来型の多機能・高機能携帯電話を必ずしも「ス
マートフォン」とは呼ばない。欧米でも少なくとも第 2 世代携帯電話に対しては「ス
マートフォン」という言葉は使っていなかった。「スマートフォン」という言葉は
携帯電話の通信インフラが第 2.5 世代に移行して以降、実際には、後述するように
2000 年頃からエリクソン社が使い始めたとされる。
「スマートフォン」とは、いわば「従来型の多機能携帯電話」と「パソコン」が
合体したようなものであり、携帯機器用の基本 OS（Mobile OS）の上に、市販され
ているアプリを随時追加して利用することができる機能拡張が可能な携帯機器と
して定義される。国内では「スマートフォン」を略して「スマホ」「スマフォ」と
も呼ぶ。
技術の発展が激しいためはっきりとした定義がされていないし、これからも多機
能化・高性能化が続くと思われるので、先ずは、現時点において北米で共有21され
ている「スマートフォン」の概念（充分条件）をニューヨーク・タイムズの一部門
である About.com（Web 情報誌担当）が述べている記事22を参照して整理すると次の
ようになる。
・ OS（Operating System）：携帯端末用の OS として、アップルの iPhone 用 iOS、
ブラックベリー社の携帯端末用 BlackBerry OS、グーグルの Android OS、シンビ
アン社の Symbian OS、ヒューレットパッカードの WebOS、あるいはマイクロソフ
トの Windows Mobile OS を用い、多様なアプリ・ニーズに対応できること。
・

アプリ：少なくともマイクロソフトの「オフィス・ドキュメント」などを見る
ことができること。その他、個人や企業レベルの表計算ソフトや PDA23用のアプリ
をダウンロードして利用することができ、さらには写真の編集や音楽のプレイ・
リストの編集、GPS 利用のナビ・ソフトなどが利用できること。

・

Web アクセス：公衆網のデータネットワークあるいは企業や家庭内 LAN（WiFi）
などを通じて Web にアクセスし、自分の好きな Web ページをブラウズできること。

・ Qwerty キーボード：普通のパソコンのように配列されたキーボードが使えるこ
と。ハードウェア・キーボードでも良く、iPhone のようなソフトウェア・キーボ
ードでも良い。（これは About.com 社が自分らの定義であると断っている）

21
22
23

Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone) あるいは日本語の「ウィキペディア」、IT 用
語辞典（http://e-words.jp/）など
http://cellphones.about.com/od/smartphonebasics/a/what_is_smart.htm
PDA (Personal Digital Assistance) カレンダー機能やスケジュール管理、アドレス管理などの機能
を持った携帯端末。PDA いう言葉は 1993 年にアップルが米国内で Newton という新ジャンルのデバイ
スを発売したときに付けられた造語・概念である。PDA という言葉・概念が一般化したのはその 3 年
後の 1996 年にパーム社が発売した「PalmPilot」のヒット以降である。PDA としてスタートしたいわ
ゆるパーム系デバイスは、その後、紆余曲折を経て電話・通信機能を持った「Treo シリーズ」として
引き継がれた。
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・

メッセージング：従来の携帯電話でも加入者同士でテキスト形式のメッセージ
を交換できるが、スマートフォンではより一般的な電子メール（e-mail）機能を
備え、かつインターネット上で自分のメールアカウントに同期がとれること。あ
るいは AOL 社やヤフー社が提供するインスタント・メッセージング・サービスに
対応するのもよいであろう。
--- 以上がその定義である。

（２）

「スマートフォン」とモバイル OS の発達経緯
日本ではソフトバンク・モバイル社がアップル社と契約して、アップル社の 3G
対応機である iPhone3G を携帯電話端末として導入した 2008 年 7 月の時点から「ス
マートフォン」という言葉が盛んに使われるようになったが、欧米ではかなり以前
からこの言葉が使われていた。
「スマートフォン」と言う言葉が初めて使われたのはエリクソンが 2000 年に
「Ericsson R380」を発売した時点と言われる。この製品は GSM 方式の携帯電話に
PDA を統合したもので、OS としてシンビアン社 24 が開発したモバイル OS である
Symbian OS を搭載していた。Symbian OS はさらに翌年の 2001 年にノキアから発売
された本格的なスマートフォン「Nokia 9210 Communicator」でも採用された。ノ
キアは 1996 年に Nokia 9000 Communicator という「携帯電話＋ミニ PC」型のモデ
ルを発表しているが、新モデルは Symbian OS の上に、Java、MMS（Multimedia
Messaging Service）、MS－Office 互換のワープロや表計算ソフトを搭載しており、
かつカラー画面表示であったため爆発的な人気となった。Symbian OS は 1996 年か
ら 2011 年 2 月に Android OS に市場を奪われるまで世界のモバイル OS 市場でトッ
プの座を占めた。
これに対して北米では、スマートフォン市場が立ち上がる以前に数社の携帯端末
メーカが市場を争っていた。例えば、カナダのリサーチ・イン・モーション（RIM：
Research In Motion）社の当初モデル（1996 年）は、「電子メールの使えるキーボ
ード付き“双方向ポケットベル”」とでもいうべきものであったが、その後 1998
年には、液晶表示を大きくした PDA に小型のキーボードを付けた形態に替わった。
この時開発されたソフトウェアが基本となって BlackBerry OS がモバイル OS とし
て発表された。1999 年のことである。他にも PDA 機器メーカとして Handspring 社
がパーム社の Palm OS をベースに市場に参入していた。
北米最初のスマートフォンは 2001 年初めにクアルコム（QUALCOM）社の携帯機器
部門を買収したキョウセラ（京都セラミック）社から発表された Palm OS ベースの

24

シンビアン社：Ericsson, Nokia, Motolora および Psion4 社の合弁により 1998 年にイギリスで設立さ
れた携帯機器用 OS（Symbian OS）の開発、販売会社。後に Symbian OS 上で強化された Symbian Platform
の開発には日本の NTT ドコモも参加し技術提供を行った。シンビアン社は 2009 年にフィンランドのノ
キア社によって買収された。
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「Kyocera 6035」だったと言われる25。このモデルは携帯電話（Cell Phone；通信
会社は Verizon Wireless）の機能と PDA 機能を合わせ持ち、カナダの RIM 社の端末
が提供するようなスケジュール管理を含む多機能に対応していた。
2002 年初めにはハンドスプリング（Handspring）社からも Palm OS をベースにし
たスマートフォン「Handspring Treo」が発表された。これは Kyocera 6035 と異な
りフル・キーボードが装備されているため、インターネットのブラウジングや電子
メールへの対応が通常のパソコンに近い形で実行できた。
カナダの RIM 社は 2002 年、自社開発の BlackBerry OS の上に携帯電話（Cell Phone）
を搭載したスマートフォン「BlackBerry 5801」を発表する。通常の PDA に含まれ
る住所録や PIM26といった機能に加えて、音声通話機能やインターネット上のウェブ
サイトの閲覧、プッシュ型電子メール、インスタントメッセンジャー、さらにマイ
クロソフトの Office アプリケーションファイルや PDF ファイルの編集と閲覧機能
も備えていた。多機能ではあるが端末自体で複雑な設定（接続設定やメール設定、
プロキシ設定、トンネリング設定など）をしなくても、社内ネットワークへのセキ
ュアなアクセスやメールの送受信、Web の閲覧、メッセンジャーを使った文字メッ
セージのやりとり、PIM の同期などが出来る。こうした手軽さが受けたこと、およ
び 2004 年にはさらに 3G 対応の「BlackBerry 7750」を発表し機能強化を図ったこ
となどから、同社のスマートフォンが米国で急速にシェアを拡大していった27。第
44 代アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマも、今なお BlackBerry 端末を愛用し
ていると言われる。
基本 OS も BlackBerry OS、Palm OS に加えてマイクロソフトから Windows Mobile
が発表されると、ヒューレットパッカード社が同 OS をベースに用いた「iPAQ 6500」
を投入するなど、北米市場は活気を呈することになった。しかし、これら北米のモ
デルは市場が限定的で世界的に広がるところまでは至らなかった。参考までに付け
加えるならば、マイクロソフトはその後 Windows Mobile の日本語版を開発し、シ
ャープと共同で日本のウィルコム社 PHS 用端末の開発を行っている。この PHS 端末
が日本のスマートフォンの先駆けになったとされる。
アップル社は同社が 2001 年に発売した携帯音楽端末「iPod」28が若者層を中心に
大ヒットするものの、特許紛争や商品名にかかわる知的財産権問題の処理が長引き、
解決に多くの時間を費やすことになった。しかし、それもようやく解決した 2007
年 10 月、同社はスマートフォン「iPhone」を発表した。iPhone は従来の携帯機器
25
26

27
28

参照：http://en.wikipedia.org/wiki/Kyocera_6035
PIM (Personal Information Management):スケジュール管理など各種の個人情報を管理するためのア
プリケーション・ソフトウェアまたは各種携帯機器における同様の機能のこと。システム手帳の機能
を電子化したものということもできる。主にビジネス用途が対象。
ブラックベリー端末：欧米のビジネスマンを中心に広く使われており、世界で 175 カ国 4,600 万人以
上が利用、1 億 1 千万台以上が販売され、日本でも約 4,000 社が導入していると言われる。
iPod: インターネット上のサーバから MP3 形式の音楽ファイルをダウンロードしてこの機器内のメモ
リに蓄え、随時好きな音楽を再生して楽しむ携帯機器。アップル社の商品名。
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のイメージとは全くことなり、携帯電話が一般に備えるダイアルボタンがなく、液
晶画面にタッチ・センサを配しただけの斬新でシンプルなデザインで世間を驚かせ、
発売当初から大変な人気となった。
ソフトウェア・キーボードの利用、画面のズームやスクロールなど全てタッチ・
センサにより実現されている。iPhone の初期モデルは 2G の無線方式（GSM および
EDGE）に対応し、携帯電話やインターネットへのアクセスを可能にするとともに、
企業内ネットワークで用いられる無線 LAN（WiFi）にも対応し、データサイズが小
規模（20M バイト以下）の場合は公衆網、これを越える場合は無線 LAN（WiFi）の
利用を促す形とした。AT＆T は 2004 年 4 月に 3G 無線サービスを開始するが、アッ
プル社は AT&T がサービスする 3G のサービス範囲が限られていること、対応するチ
ップの消費電力が大きすぎることなどの理由から 3G への対応を遅らせたと言われ
る。iPhone の OS はアップルのパソコン用 OS（OS X）を改版したもので iOS と呼ば
れる。
その後アップル社は「iPhone 3G」を投入し、AT＆T と手を組む。アプリケーショ
ンは一段と整備され、グーグル・マップ（Google Maps）への対応、出発点と到着
地点を指定しガイドを得るナビゲーション機能、ユーチューブ（YouTube）動画受
信機能などが整備された。先にも述べたように、2008 年にはさらに日本でソフトバ
ンク・モバイルと手を組み iPhone 3G を投入し、日本のスマートフォン時代を切り
開く形となった。アップルはさらに「3GS」、「4G」と機能強化を図る。やがて、
スプリント（Sprint）やベライゾン（Verizon）などのキャリアとも手を組む。イ
ギリスにも進出する。本来、携帯電話には特定の電話会社としか交信できないよう
にするためのシム（SIM）ロック機構が必要であり、アップルもこれを用意したが、
その仕組みは米国内ではもとよりイギリスでも容易に破られることになった。オー
ストラリアにも進出したが、同国内ではシム・ロック機構は法的に不用となってい
たので、問題は生じなかった。このようにそれまでの北米中心のスマートフォン・
メーカと異なり、アップルは積極的に世界に展開していった。
アップル社がスマートフォンを発表した翌年の 2007 年 11 月、グーグル社、米ク
アルコム社、および独Ｔ－モバイル社が中心になり設立した OHA（Open Handset
Alliance）から Android OS が発表される。さらに翌年の 2008 年 10 月にはこの
Android OS が正式なオープンソースのモバイル OS として公開されるとともに、こ
の OS 上で動作するスマートフォンが多数市場に投入された。いわゆる「アンドロ
イド・スマートフォン29」の登場である。Android OS は無償で誰もが利用できるオ
ープン性により瞬く間に市場が拡大し、2011 年 1 月現在、スマートフォンに搭載さ
れるモバイル OS の市場で Symbian OS を抜いて世界一となった30。
29
30

日本では「アンドロイド携帯」とも呼ばれる。
Kevin J. O’Brien : “Android System Overtakes Symbian”,
The On-line New York Times , January 31, 2011;
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（３）

日本のスマートフォンの現状と震災対応アプリケーション

１）

スマートフォンの多機能化
欧米のスマートフォンでは既に、日本の多機能携帯電話に組み込まれてきた高度
な機能であるカメラ機能や GPS 機能が標準装備となっており、また特に iPhone で
は無線 LAN（WiFi）対応が重視されていて、企業内 LAN や家庭内 LAN を通じたイン
ターネット環境へのアクセスがしやすくできている。
一方、日本国内の利用で独自に発達してきた機能で欧米のスマートフォンになか
った赤外線通信、ワンセグ、お財布携帯、自動改札（Suica/Pasmo）、着うた、写
真メールなどへの対応も特にアンドロイド携帯ではハード・ソフト両面の対応が充
実してきた。このため「スマートフォンのｉモード化」などという言葉も聞かれる
ようになった。また、近年はクラウド・コンピューティングやツイッター、フェイ
スブック、ミクシィ、Myspace といった SNS との連携も強めつつある。
また、通常のパソコン（Windows OS）では、電子メールの利用を除き、インター
ネットへアクセスする場合は Web ブラウザを介して行うのが常である。これに対し
て、スマートフォンではブラウザを介さなくてもインターネットを利用できるアプ
リが沢山あり、Web ブラウザをいちいち立ち上げる面倒がないこともスマートフォ
ンのソフトの特徴になっている。
日本市場における主なスマートフォン機種を表 4.3-1 および表 4.3-2 に示す。
表 4.3-1

モバイル OS
iOS

Android OS

Windows Phone

日本市場における主なスマートフォン機種（3G 対応）
機種

メーカー

通信事業者

iPhone 3G/3GS/ 4

アップル

ソフトバンク・モバイル

iPhone 4S

アップル

HT-03A Android 1.6
(2009.7 発売）
AQUOS Phone
SH-12C/13C/14C
Galaxy SⅡ
SC-02B/02C
Medias N-04/04C、
IS11N
Xperia Acro
SO-02C、IS11S
Arrows ZISW11F

HTC（台湾）

ソフトバンク・モバイル、
KDDI au
NTT ドコモ
（日本初のスマホ）
NTT ドコモ、au、ソフト
バンク・モバイル
NTT ドコモ

富士通東芝

NTT ドコモ、
KDDIau
NTT ドコモ、
KDDIau
KDDIau

Windows Phone
(OS 7.5) IS12T

富士通東芝

KDDIau

http://www.nytimes.com/2011/02/01

シャープ
サムスン電子
NEC カシオモバイル
ソニー・エリクソン

/technology/01android.html
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表 4.3-2

日本市場における主なスマートフォン機種（３.９Ｇ対応）

モバイル OS
Android OS

２）

機種

メーカー

通信事業者

Galaxy SⅡ LTE

サムスン電子

NTT ドコモ

Arrows X LTE

Fujitsu

NTT ドコモ

Optimus LTE

LG 電子

NTT ドコモ

Medias

NEC カシオ

NTT ドコモ

LTE

スマートフォンで動作する震災対応アプリ
今回の震災で利用されたスマートフォン・アプリの例を表 4.3-3 に示す。これら
は基本的に初めから無償でダウンロードできるアプリとして開発されたものや、従
来有償であったものが震災で無償配布となったものを含んでいる。通信会社のＷeb
ページの「安否情報伝言板と連動」して利用できるアプリや、相次ぐ余震への対応
などで需要が増大した「地図上に震源地や地震の大きさ・震度などの情報を表示」
できるアプリ、「計画停電や交通関連の情報を検索」できるアプリ、「災害復旧支
援をサポート」するアプリなど様々なものがある。また、GPS を利用できる携帯機
器では「アプリの GPS 指定によりサーバ側に自分の居場所を伝える」ことができる
ため、災害時の多様なアプリの開発につながっている。しかも、このようなアプリ
の中には今回の大震災発生から 1、2 週間という短期間で開発されているもの多く
含まれるということも注目に値する。
表 4.3-3

モバイ

アプリケー

ル OS

ション名
J!ResQ on
Android (
別 iphone)
明るい懐中
電灯

Android

Android/iPhone で動作する主な震災対応アプリの例31
開発者

機能

日本デジタ
ルオフィス

家族や友人に録音音声（入力 10 秒
間、GPS による位置情報付き）の安
否確認メールを自動送信できる。
スマートフォンを懐中電灯がわり
に利用できる。

GoldenShores
Techno
気象・地震、 毎日新聞
最新ニュー 社
ス
なまず速報
β

31

Stridge
Project
Inc.

対応する OS
バージョン
2.2 以上
（iOS は 4.0
以上）
2.1 以上

毎日新聞の気象情報や台風・地震な 1.6 以上
ど災害情報の最新ニュースを参照
できる。ニュースをツイッターに転
送するボタンもある。
地震の震源地、震度、マグニチュー 1.6 以上
ドをユーザ操作なしに通知できる。
詳細表示で日本地図上に震源地が
赤いマークで表示される。

日経パソコン 2011 年 4 月 11 日号、ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/105425
ミートアイ http://web.meet-i.com/ news/?p=44274 などを参考にしてまとめた。
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、

計画停電情
報

Toyoaki
Oko (＠
Patorash)

停電検索

イサナドッ
トネット

㈱

iPhone

駅すぱあと
for
Android
ホイッスル
on Android

㈱ヴァル
研究所

まるごと路
線図

㈱ヴァル
研究所

i 緊急装置

CUBY COM
(J.
Komizo)

ツブエキ

Thumbs
Apps

災害用伝言
板

ソフトバ
ンク・
モバイル

懐中電灯

Vincesoft

Yasulab

東北 AID

停電検索

イサナドッ
トネット

㈱
安否検索

㈱アイソ
ルート

ゆれくるコ
ール”for
iPhone

RC
Solution
Co.

コミュニテ
ィ FM for
iPhone

Flight
System
Consultin
g

東京電力による計画停電の実施予
定時間、グループを住所や地図から
検索でき停電中止関連ニュースも
配信。
現在地（PGS 情報）や住所、郵便番
号、地図で指定した場所の東京電力
／東北電力管内の計画停電の時間
を検索・表示できる。
１都市 6 県路線図情報、経路検索機
能。GPS 機能を搭載、「GoogleMap」
と連携。
大量のホイッスル音を鳴らす。３ヶ
月で５万ダウンロード。
１都６県の路線図情報、経路検索機
能。GPS 機能を搭載、「GoogleMap」
と連携。リリース１ヶ月でダウンロ
ード 20 万件突破。
あらかじめ登録した番号に電話を
かける、事前に登録した件名と本文
でメールを送信、ツイッター につ
ぶやきを書き込む、といった機能を
備える。
ツイッターを通じて駅や路線、街の
状況を情報収集するアプリ。駅情報
は、都道府県から選択したり現在地
から探すことができる。
災害時における安否情報の登録、確
認、削除ができる。また、あらかじ
め設定しておいた家族や知人のメ
ールアドレスに、災害用伝言板サー
ビスへメッセージが登録されたこ
とが自動送信される。
液晶ディスプレイから白色光を投
影する。iPhone 4 の場合、背面カ
メラ横のフラッシュも点灯する。
東北地方 6 県をはじめとする避難
場所を参照できるほか、東日本大震
災の災害関連情報を提供する Web
サイトへのリンクを用意。
現在地（PGS 情報）や住所、郵便番
号、地図で指定した場所の東京電力
／東北電力管内の計画停電の時間
を検索・表示できる。
氏名や電話番号を基に、携帯電話事
業者の災害用伝言板やグーグルの
「Google パーソンファインダー」、
赤十字国際委員会などの安否確認
Web サイトから安否情報を検索する
地震発生時、設定した予測地点に到
達する震度と時間を通知。設定によ
り、アプリを起動していなくても、
通知を受信することが可能
全国 30 局以上のコミュニティ FM が
聞ける。
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1.6 以上

1.6 以上

Android 1.6
1.5 以上
4.2 以上
iPone3GS/4G
4.1 以上

4.0 以上

4.0 以上

4.0 以上
3.1.2 以上

3.1 以上

3.0 以上

3.0 以上

3.0 以上

Android

日本全国
AED マップ
（無料版）

全国 AED
マップ

Skype

/
iPhone

Twitter

3.0 以上

Skype
Technolog
ies
Twitter
Inc.

端末の GPS 情報を取得し、近隣の
AED をマップ上に表示。「日本全国
AED マップ」http://aedm.jp/を活
用。
インターネット電話アプリ。ビデオ
通話のほか、チャット機能なども備
える
ツイッターの公式アプリ、書き込み
などができる

Facebook
Co.

フェイスブックの公式アプリ。ツイ
ッターへの書き込みなどができる

Android 1.5/
iOS 3.0 以上
Android 1.6/
iOS 3.1.2 以
上

Alfred
core Inc.

駅名を指定することで経路を検索
できる。また、現在地や指定した住
所の周りにある病院を検索する機
能などを備える
インターネットラジオ「radiko.jp」
のラジオ放送を聴取できる

Android 2.1/
iOS 3.1 以上
Android 2.1/
iOS 3.1 以上

共通
Facebook
NAVITIME

radiko.jp

４．３．３
（１）

Android 1.6
～2.2、iOS
3.0 以上

携帯インフラの今後の発展とスマートフォンを取りまく課題

携帯インフラの今後の発展；3.9G から 4G へ
今回の大震災において一般の人々がスマートフォンなどで撮った動画がテレビ
などの公的メディアを通じて紹介されるたびに、その凄まじい映像が視聴者を釘付
けにした。このことは災害時などの情報伝達において携帯動画の持つ意義が極めて
大きいことを我々に認識させる結果となった。現在、3.5G/3.9G 対応の携帯電話で
動画をネットに流すこと自体は困難ではなくなってきているが、長時間リアルタイ
ムなトラフィックを維持するのは難しく、また動画情報の利用が活発になるにつれ
てネットへの負荷が増大し、サービス低下が生じることが予想される。
携帯データの通信技術については、すでに 2009 年、ITU－R（ITU の無線部門）の
場で設定された 4G のデータ速度の目標値は、人が歩く程度の「低速移動時」に下
り最大で 1Gbps、電車や自動車などの「高速移動時」でも 100Mbps 程度を達成する
ものとされ、開発が続けられてきた。先にも述べたように、3.9G の携帯データサー
ビスとして現在 NTT ドコモが LTE 方式を用い、東名阪でサービス名“Xi（クロッシ
ー）”というサービスを開始（2010.12）している。また、UQ コミュニケーションズ
（2009.2）やイーモバイル（2010.12）は WiMAX 方式（IEEE802.16e）を使って 3.9G
インフラを提供している。いずれも公称値で下り最大 40Mbps 前後の通信速度であ
り、実効値ではさらにこの 1/3～1/10 程度であると言われ、厳密には 4G の目標値
に及ばない。
現 在 、 真 の 4G 対 応 と し て 検 討 さ れ て い る 方 式 に は 「 LTE-Advanced 32 」 と

32

LTE-Advanced:NTT ドコモでは 2015 年頃の導入を目途に検討を進めている。下り最大 1Gbps
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「WirelessMAN-Advanced（WiMAX2）33」の二つがある34。それぞれ、LTE および WiMAX
からの改良であり、いずれも複数のアンテナを使い、かつダイナミックなチャンネ
ル配置をする MIMO35と呼ばれる技術を追加して実効速度で 100Mbps 以上のデータ通
信を実現しようとしている。以上の二つの方式の他に、ソフトバンクが経営を支援
するウィルコムの持つ XGP 方式を 4G 対応で発展させた「AXGP36」の商用化も検討さ
れている。
4G の無線データ通信インフラでは、データ通信速度の向上とともに、次世代 IP
アドレスである「IPv6 への対応」が必須である。また、データの接続方式も、従来
の LTE のような回線接続ではなく、全てパケット接続での利用に変わる。当然国境
を越えた利用（国際ローミング）にも対応しなければならない。携帯端末の側もす
でに iPhone-4S に組み込まれているように「HD-TV（高精細テレビ、ハイビジョン
テレビ）対応」での動画撮影機能が常識化して来るであろう。スマートフォンの普
及とともに利用形態がより多様化することは間違いない。
（２）

スマートフォンをとりまく技術課題
前述のようにスマートフォンのソフトウェアはモバイル OS の上に構築されてお
り、モバイル OS の上で動くアプリを必要に応じてサーバ側からダウンロードして
利用する形になっている。このため、従来のパソコンがそうであったように、「ウ
ィルスの侵入」という危険が避けられない状況になっている。特に Android OS の
場合は OS 自体が公開されていてオープンなため、ダウンロードするアプリの安全
性を徹底的に管理して行く必要がある。
また、クラウド・コンピューティングの時代を迎え、利点として、パソコンばか
りでなく、スマートフォンまでもがネットの端末として閲覧機能や最小限の入力機
能を除いて複雑な処理をクラウド側で行ったり日々の作業データをクラウド内に
保存できるようになってきた。現在すでに、SNS を通じて家族や友人の間で共有さ
れるブログや写真、動画アルバムなどのデータは全てクラウド上で保存されている。
しかも、そこに有るものの多くは「個人情報」である。GPS 機能付きの携帯電話や

33

34

35

36

(Giga-bits/sec; 1giga は 1mega の千倍)、上り最大 500Mbps が実現できると言われる。
WirelessMAN-Advanced (IEEE802.16m): MAN は Metropolitan Area Network の略。WiMAX(IEEE802.16e)
からのアップグレード。UQ コミュニケーションズが 2011 年 4 月に下り最大 330Mbps、上り最大 112Mbps
の動作を確認。2012 年に商用化を予定。時速 350km の高速移動時でも利用可能とされる。
LTE-Advanced および WirelessMAN-Advanced は ITU の 2010 年 10 月の会議で次期携帯通信技術
IMT-Advanced (4G)に適するものとして承認された
（http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2010/40.aspx）。ITU では 2012 年の勧告承認をめ
ざしている。
MIMO (Multiple Input Multiple Output): （ⅰ）複数アンテナの利用（ⅱ）ダイナミック・チャンネ
ル・アロケーション（ⅲ）チャネル特性を利用したスケジューリングの 3 つを組み合わせた技術。従
来型の CDMA では速度の向上が期待できないため、今後は OFDMA＋帯域伸長／圧縮＋MIMO の諸技術を組
み合わせて高速化が図られるとされる。
AXGP (Advance eXtended Global Platform): ウィルコムが保有する固有技術 XGP（ITU-R M.1801 にて
推奨勧告）を発展させたもの。ソフトバンクは「ソフトバンク 4G」として 2012 年 2 月からサービス
開始の予定。屋外で下り最大 110Mbps。
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スマートフォンでは自分の位置情報をつけてデータをアップロードすることもで
きる。アルバム情報に位置情報が付け加わり、これらを地図アプリと連動させて表
示させることも盛んになってきた。こうした個人情報をマーケッティング情報とし
て活用した新しいビジネスができる可能性さえある。しかし、個人が特定の事業者
に対して利用を承諾する場合は別として、本人の知らない間に個人情報が利用され、
個人の行動が分析されるという危険性が生じている。「個人情報の保護」「個人情報
の適切な管理」はスマートフォンを含む新しい時代の極めて重要な課題となってき
た。
先に述べた携帯インフラの話とも重なるが、スマートフォンの利用の拡大は画像
トラフィックを増大させている。ネットワークに対しては「ネットワーク負荷の増
大」「サービス品質の低下」が生じる。技術の進歩が新しいニーズを生み、新しい
ニーズが新しい技術の開発を促すという循環が生じること自体は経済の活性化に
つながり歓迎すべきことである。しかし、他方において通信事業者はインフラ投資
の回収が進まない内に次の投資に進まなければならない状況に陥る。自由競争のビ
ジネスの世界でより広帯域なトラフィックのユーザに相応の費用負担をどこまで
求めるのか、スマートフォンの利用料金をどこまで「定額制」とするのか、どこか
ら「従量制」にし、上限はどうするのか、といった議論ともつながって来る。現在、
「定額部分＋従量部分＋定額部分」のような「2 段階定額料金制」に加えて「定額
料金制」一本でゆくサービスがお互いに顧客を取り合う形になっている。「定額料
金制」だけであれば、課金の余分な作業は不要で当然インフラの運用コストが低減
できる。今後とも課金にからむ議論が繰り返されるであろう。
次は「電池」の問題がある。従来の携帯機器に比べてスマートフォンを含む新し
い携帯機器の画像表示はひときわ美しいものとなってきた。高精細画像表示に加え
て、ソフトウェア・キーボードや指の動きに対するセンサが導入されたモデルでは
従来以上に消費電力が増大しており、
「電池容量」が不足する事態が生じている。
“電
池を制する者は携帯機器を制する”と言われるほどに電池の重要性が叫ばれ、リチ
ウムイオン電池のような超高性能な電池が開発され、広く利用されるようになった。
リチウムイオン電池は電気自動車や電気・ガソリン・ハイブリッド車の動力源とし
ても用いられ、新時代の最先端に位置する技術となっているが、「電池切れ」の心
配のないスマートフォンを実現するためにも、今後一層の技術革新が望まれる。
スマートフォンの課題はその利用面にも拡大する。スマートフォンがネット連携
の手段としてその能力を高めるにつれて、スマートフォン、パソコン、デジタルテ
レビ相互の機能的な「役割分担」に加えて、情報共有における「スマートフォンと
ソーシャルメディア」「ネットワークと放送メディア」のソフト的な「相互連携」
が課題になると考えられるが、詳細は本報告の別の部分に譲ることにする。
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４．４

ソフトウェア技術

ソーシャルメディアと呼ばれるサービスについては４．１で述べたが、これらは Web 技
術によって実現されている。Web 技術という一つの体系化された技術があるわけではなく、
HTML（Hyper Text Markup Language）とそれに関連した技術：XML（Extended Markup Language）、
JavaScript や PHP、Ruby などのスクリプ
ト言語などを組み合わせたものを総称し
て Web 技術と呼んでいる。Web 技術の背
後では OS、通信、データベースなどの基
本ソフトウェアや各種アプリケーション
プログラムが使われているが、これらの
機能は Web 技術を通して利用されている。
ソーシャルメディアは Web 技術があって
こそ実現できたものなので、以下では
Web 技術について簡単に紹介する。
図 4.4-1

「ご意見箱」の Web ページ

Web ページがどのような Web 技術を使っているか調べるのに、Web ブラウザで開いてい
るページのソースコードを表示するブラウザ機能を使うことができる。最近の Web ページ
は多くの機能を盛り込んでいるので、一見して分かりにくい。そこで、ここではサンプル
を使って説明する。図 4.4-1 はサンプルの Web ページ「ご意見箱」である。利用者はこの
ページ内のタイトルと意見欄にメッセージを書込んで送信ボタンをクリックすると、この
ページのオーナにメッセージを送ることができる。
「ご意見箱」の Web ページは非常にシンプルであるが、それを実現する HTML ドキュメ
ントは次の「ご意見箱」の HTML ドキュメントに示すようにかなり複雑である。HTML ドキ
ュメントは画面の表示の仕方を Web ブラウザに指示する指示語から構成されている。この
例では、利用者が意見を書込んでページのオーナに送るためのフォームを含んでいるので、
メッセージを送信するための仕掛けも組込まれている。以下の（１）、（２）、（４）の説明
を読んでから、
「ご意見箱」の HTML ドキュメントを見直すと、この HTML ドキュメント構造
の概略はつかめるだろう。
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「ご意見箱」の HTML ドキュメント
<html> //HTML ドキュメントの始まり
<head> //ヘッダ部の始まり
<title>ご意見箱</title> //タイトル
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="MfCmPage/fnsFormUtl.js"> //JavaScript の始まり
</SCRIPT> //JavaScript の終わり
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> //JavaScript の始まり
function myclear() {
//フォームに書込んだメッセージをクリアする関数
document.forms["f"].elements["mfdist"].value = "_ALLOTHERSIDE";
document.forms["f"].elements["mftitle"].value = "";
document.forms["f"].elements["mfmime"].value = "text/plain";
document.forms["f"].elements["mfcntnt"].value = "";
return(false);}
</SCRIPT> //JavaScript の終わり
<style type="text/css">
//スタイルシート列の始まり
.style1 {
font-size: x-large; color: #000080;
font-family: "ＭＳ Ｐゴシック", Arial,
sans-serif;}
.style2 {
text-align: center;}
.style3 {
border: 2px solid #000080;background-color: #D8EFF3;}
.style4 {
color: #993300;font-weight: bold;}
.style5 {
color: #000080;}
.style6 {
background-color: #91D1DD;}
</style> //スタイルシート列の終わり
</head> //ヘッダ部の終わり
<body> //ボディ部の始まり
<table width="589" cellspacing="0" height="159" align="center" class="style3">
//テーブルの始まり
<tr><td width="526" style="height: 10px"></td></tr>
<center>
<tr>
<td style="width: 100%; height: 35%" class="style6">
<p align="center" class="style1">ご意見箱</td>
</tr>
<tr><td width="526" height="18">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td style="width: 100%" class="style2"><font color="#DC050B">
ご意見をお願い致します。どのようなことでも結構です。</font></td></tr>
<tr>
<td height="299" class="style2">
// <form>と</form>の間の指示語で利用者のメッセージをオーナに送信する。
<form name="f" action="https://・・・/MfTransfer" method="POST">
//フォームの始まり
<input type="HIDDEN" name="mfformid" value="OpinionBox">
<input type="HIDDEN" name="mfdist" size="30" value="_ALLOTHERSIDE">
<input type="HIDDEN" name="mfcgrpname" value="">
<input type="HIDDEN" name="mffile" size="-1" value=" OpinionBox ">
<input type="HIDDEN" name="mfmime" size="20" value="text/plain">
<p><font color="#004040"> </font><span class="style4">ご記入覧</span>
<font color="#004040">
タイトル</font>
<input name="mftitle" SIZE="40" VALUE="タイトルを入れてください。"><br>
<textarea rows="9" name="mfcntnt" cols="60">ご意見を記入してください。</textarea></p>
<p><input type="submit" value="送信" name="mfsubmit">
//送信ボタンをクリックするとフォームの内容をオーナに送信する
<input type="BUTTON" name="Reset" value="ﾘｾｯﾄ" onClick="myclear()"></p>
//リセットボタンをクリックすると JavaScript 関数：myclear()を呼び出す
</form> //フォームの終わり
<p align="center" class="style5">財団法人 新技術振興渡辺記念会</p>
<p>&nbsp;</p></td></tr>
</center>
</table> //テーブルの終わり
</body> //ボディ部の終わり
</html> //HTML ドキュメントの終わり
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次に、「ご意見箱」のような Web ページがどのように作られており、動作するかについ
て主要な技術について紹介する。
（１）

ハイパーリンク
インターネット上の無数のファイル資源をアクセスするために、URL（Uniform
Resource Locator）というファイル資源の一意アドレスがある。
URL の一般的な表記は、
《protocol》://《host》.《domain》/《path》?《parameter》
である。
《protocol》は http、https、ftp などであり、通信手順の種類を指定する。こ
こでは http（Hypertext Transfer Protocol）、https(Hypertext Transfer Protocol
over Secure Socket Layer)が使われる。
《domain》は company.co.jp、department.go.fr、company.com、department.gov
などで、jp は日本、fr はフランスなどの国コードである。co、com はビジネス関係、
go、gov は政府関係という組織コードである。company は会社関係、department は
省庁関係という部署コードである。インターネットが生まれた米国ではもともと国
コードを必要としなかったので、部署コードと組織コードから成る company.com、
department.gov などが《domain》である。
《host》は http あるいは https サーバ、即ち Web のファイル資源を格納する Web
サーバの名前である。
《path》は Web サーバ内に格納されるディレクトリと末端のファイル名である。
《parameter》は《path》の末端のファイルの処理条件を指定する。
利用者に見えるのは《host》と《domain》、《path》、《parameter》で、OS やデー
タベース、アプリケーションプログラムは《path》で示されるディレクトリ配下の
データファイルやプログラムファイル内で使用される。
URL は Web ブラウザの URL フィールドに設定してデータファイルやプログラムフ
ァイルを呼び出すだけでなく、データファイルやプログラムファイルの中で使用す
ることもできる。
このようにして、URL を使用して世界中の Web サーバ内のファイルをポイントし、
当該サーバ内のデータやプログラムファイルにアクセスすることができる。URL は
世界中のサーバやクライアント端末を結ぶハイパーリンクの役割を果たしている。
URL の構文は上記の通りだが、それを解釈するのは Web サーバや Web ブラウザ、
あるいはこれらと同様の機能をもつプログラムである。

（２）

HTML（Hyper Text Markup Language）
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HTML は Web ブラウザに Web ページを表示させるためのドキュメント記述言語であ
る。HTML 記述のドキュメントは指示語や Web サーバに各種動作を指示する指示語か
ら構成される。HTML ドキュメントは一種のテキストであるが、コンピュータに理解
できる構造を採っている。HTML ドキュメントの最もシンプルな例を次に示す。
例

HTML ドキュメントの構造

<html>
<head>
<title>HTML ドキュメントの構造</title>
<script type="text/javascript">
//・・・javascript プログラム

通常は関数

</script>
</head>
<body>
・・・

<p>HTML ドキュメントの本文</p>

</body>
</html>
上例に現れる“<”と“>”で囲まれた文字列をタグ（上述の指示語）と呼んでお
り、Web サーバや Web ブラウザに指示を与える予約語である。<html>は HTML ドキュ
メントの始まりを示すタグであり、</html>は HTML ドキュメントの終わりを示すタ
グである。<html>と</html>の間には<head>と</head>で囲まれたヘッダ部と、
<body>と</body>とで囲まれたボディ部がある。
ヘッダ部には HTML ドキュメントのタイトルであることを Web ブラウザに指示す
タグ<title>・・・</title>などが置かれる。上の例では Web ブラウザは画面のト
ップラインに“HTML ドキュメントの構造”を表示する。ヘッダ部にはボディ部から
参照する javascript の関数を置き、ボディ内に置いたフォーム内のデータの加工
などの処理を行うことができる。ヘッダ部にはこれら以外にもボディ部の HTML 本
文の表示スタイル（文字のフォント、大きさ、色など）を指示するタグ<style>・・・
</style>を置き、ボディ部内の段落タグ<p>・・・</p>などで参照してスタイルを
指定することができる。
ボディ部には HTML ドキュメントの本文が置かれる。ドキュメント本文では段落
タグ<p>・・・</p>やテーブルタグ<table>・・・</table>、データの入出力を扱う
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フォームタグ<form>・・・</form>、フォームフィールドタグ<input

属性・・・

/>などが使われる。<form>タグ内では action 属性で URL を指定してハイパーリン
クを張り、任意のサーバ内のファイルをポイントすることができる。他のタグ内で
も必要に応じて href 属性などで URL を指定して任意のサーバ内のファイルをポイ
ントすることができる。ボタン操作を行うタグ内でヘッダ部内の javascript 関数
を呼び出す属性を指定することもできる。
HTML ドキュメントは多くの種類のタグを使用して表現されるのでその詳細は述
べないが HTML ドキュメントがどのようなものか雰囲気は理解されたものと思う。
（３）

XML（Extensible Markup Language）
XML は複数のコンピュータ間でデータ交換するための言語である。サーバ間やサ
ーバとクライアント間で XML を使用してデータ交換を行うことができる。HTML と違
い、Web ページをデザインする機能はなく、データ構造を表現する機能だけがある。
XML も一種のテキストであり、次の例に示すようなタグで表現される。
例

XML データの構造

<?xml version="1.0" encoding="utf-8">
<shain-meibo>
<shain>
<shimei>開発太郎</shimei>
<code>019896</code>
<shozoku>開発部</shozoku>
</shain>
<shain>
<shimei>システム次郎</shimei>
<code>018522</code>
<shozoku>システム部</shozoku>
・・・

</shain>
</shain-meibo>
上例の先頭にある

<?xml version="1.0" encoding="utf-8">

は XML 宣言と呼

び、XML ドキュメントには必ず書かなければならない。version="1.0"は将来の拡張
を考えてこのように指定している。encoding="utf-8"は XML ドキュメント内で用い
る文字コードの種類を示している。
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XML 宣言に続いて XML ドキュメント内に現れる“<”と“>”で囲まれた文字列を
タグと呼んでおり、“<”と“>”とで囲まれたタグを開始タグと呼び、“</”と“>”
と で 囲 ま れ た タ グ を 終 了 タ グ と 呼 ぶ 。 上 例 で は <shain-meibo> が 開 始 タ グ で
</shain-meibo> が 終 了 タ グ で あ る 。 他 の タ グ <shain> 、 </shain> 、 <shimei> 、
</shimei>、<code>、</code>、<shozoku>、</shozoku>についても同様である。各
タグ内の要素名：shain-meibo、shain、shimei、code、shozoku は予約語ではなく、
設計者が自由に与えることができる。要素名はデータ交換の送信側と受信側が同じ
解釈をしていれば良い。
上例の shain-meibo を用いて次表を表示するアプリケーションを作成できる。
氏名

社員番号

所属

開発太郎

019896

開発部

システム次郎

018522

システム部

・・・

・・・

・・・

これを
氏名

開発太郎

システム次郎

・・・

社員番号

019896

018522

・・・

所属

開発部

システム部

・・・

のように表示することもできる。表示方法は XML ドキュメントを使用するアプリ
ケーションプログラムの自由である。このように XML ドキュメントはデータ構造だ
けを表現している。
XML ドキュメントの操作（読込・作成など）は DOM（Document Object Model）な
どに基づいた API（Application Program Interface）を使う。これらの API は
JavaScript や Java など多くのオブジェクト指向言語でサポートされている。
（４）

JavaScript
HTML は静的な言語である。このような HTML に対して次のような動的な機能を与
えるために JavaScript が導入された。
１）Web ページ内で計算やデータ加工を行う。
２）Web ページ内の HTML テキストを編集して表示内容を変更する。
３）表示中の Web ページとは別の HTML ウィンドウを生成する。
４）Web ページ内に外部のデータを読込み、表示する。
JavaScript テキストは HTML テキスト内に次のようなタグを埋め込んで示す。
<script type="text/javascript">
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//・・・javascript プログラム
</script>
JavaScript プログラムは HTML ドキュメントのヘッダ部やボディ部に置くことが
できる。プログラムの起動は Web ページのロード時や利用者がマウス操作でボタン
をクリックした時などいろいろなタイミングが選択できる。
例

JavaScript の関数呼出し
ヘッダ部
<script type="text/javascript">
function contents(){
alert("業務内容：事務処理、営業、グループ会議、幹部会議");
return; }
</script>
ボディ部
<font onclick="contents()" size="3" color="#000080">
<u>業務内容</u>

//・・・下線を引いて“業務報告”と表示する

</font>
ヘッダ部の関数 contents()はボディ部内の説明文の一部で使われている“業務内
容”という用語が具体的に何を意味するかコメントするプログラムである。Web ペ
ージ内の説明文の一部：“業務内容”の上にマウスを置くとカーソルが手の形にな
り、続けてマウスをクリックすると関数 contents()が呼びされ、小さな画面に、
“業務内容：事務処理、営業、グループ会議、幹部会議”
が表示される。
JavaScript は比較的簡易な言語であるが、その働きは強力である。例えば、Web
ページ内の複数フィールドに書込まれたデータをサーバに送信するために１つの
XML ファイルにまとめる操作を JavaScript で書くことができる。また、Google マ
ップを自分の Web ページに取り込んで地図上にマークや吹き出しをつけて表示する
ために JavaScript が使われる（これにはグーグルが提供している API が使われる）
など。
JavaScript は豊富な機能を用意しており、SNS ソフトウェアをはじめとする Web
ページのデザインにとって必須となっている。
（５）

PHP
JavaScript がクライアント側で動作するのに対して、PHP はサーバ側で動作して
Web ページを生成するように設計された言語である。次の例は HTML ドキュメントの
中に、“<?php”と “?>”で囲まれたテキスト（これは PHP プログラムと呼ばれる）
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を含んでいる。下の例では、たった 1 行の、
print "Goodmorning!";
が PHP プログラムである。
例

PHP ドキュメント
<html>
<head><title>PHP says Goodmorning!</title></head>
<body>
<b>
<?php print "Goodmorning!"; ?>
</b>
</body>
</html>
このドキュメントのファイルの拡張子に php を使用し、phptest.php という名
前を付けて Web サーバに登録しておき（ファイル転送アプリケーションを使用）、
ブラウザからこの phptest.php ファイルを呼び出すと、
Goodmorning!
と表示される。その仕組みは図 4.4-2 のようになっている。
①
Web ブラウザ

Web サーバ
②
PHP インタープリタ

DB
図 4.4-2
①

phttest.php

PHP を使用した Web の仕組み

Web ブラウザから phptest.php ファイルを呼び出すと、Web サーバは PHP イン
タープリタを呼びだす。PHP インタープリタは記憶装置から phptest.php ファ
イルを読出し、内部の PHP プログラムを探索し、見つかれば PHP プログラムの
解釈を行う。この例では、
print "Goodmorning!";
が実行され、PHP インタープリタは PHP プログラムのリターン値としてテキス
ト：
Goodmorning!
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を戻す。
②

Web サーバは①の結果：
<html>
<head><title>PHP says Goodmorning! </title></head>
<body>
<b>
Goodmorning!
</b>
</body>
</html>
を Web ブラウザに戻す。

このようにして testphp.php ファイルを呼出した Web ブラウザには、
Goodmorning!
が表示される。
PHP プログラムには Java や一般のプログラミング言語と同様の機能が記述できる。
データベースのアクセスも可能である。計算結果やデータベースから取り出した結
果を HTML ドキュメントにするための文字列操作機能も用意されているので、動的
に Web ページが生成できる。その結果、PHP は幅広い分野で使用されるようになっ
た。
（６）

SNS ソフトウェアで使用している Web 技術
ツイッターやフェイスブックなどをはじめとするソーシャルメディアは HTML、
XML、JavaScript、PHP を組合わせて動的な Web ページを設計している。Web ページ
は相当高度に設計されているので、ここでそれらについて取り上げるのは控え、ソ
ーシャルメディアで使われている Web 技術の内、以下のトピックス的技術を紹介す
るに留める。
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１）

地図活用
図 4.4-3

sinsai.info の地図

東日本大震災では sinsai.info の
ホームページに東北地方の地図
（図 4.4-3）を載せ、地図上にマ
ークし、その地域で必要としてい
る情報を詳細に公開して活躍して
いる。地図は生活と密接に関係し
た情報を得るのに非常に重要な役
割を果たしている。
sinsai.info は Javascript を活
用してサービスを提供している。
図 4.4-3

グーグルも同様の処理を可能

sinsai.info の地図

とする Google Maps API というサービスを提供しているが、これも JavaScript を
活用したサービスである。
２）

タイムライン
震災発生時にツイッターが活用されたと
き、ツイートされたメッセージを表示してい
たが、これがタイムラインである（図 4.4-4）。
タイムラインに送られてくるツイートは
自動的に表示画面上を流れて行く。この表示
に は ツ イ ッ タ ー が 提 供 し て い る API と
JavaScript、XML が使用されている。

図 4.4-4
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タイムライン

３）

動画サイト
動画サイトは東日本大震災の生々
しい状況を伝えたが（図 4.4-5）、
これは YouTube の動画サイトに登
録した利用者が携帯やスマートフォ
ンなどで撮影した動画を運営者のサ
イトに投稿したものである。その動
画を自らのホームページに表示させ
るためには YouTube 提供の API と
JavaScript を使用する。

図 4.4-5

４．５

YouTube の動画（岩手県警提供）

ハードウェア技術

ソーシャルメディアが普及した今日、手のひらに乗る小さなコンピュータであるモバイ
ル端末が音声、映像、グラフィックなど大量複雑な処理を行ことができ、人の感覚で操作
できるような使い易いヒューマンインターフェースを持つようになった。このように進化
したコンピュータおよび、いつでもどこでも移動中でも世界中の人々を瞬時にして結びつ
ける高速通信について、ハードウェア技術を述べる。
４．５．１
（１）

コンピュータ技術

マイクロプロセッサと半導体微細加工技術
世界で最初の汎用コンピュータ ENIAC は、軍事目的で弾道計算用に 1946 年に開
発された。約 18,000 本の真空管によって実現されており、幅 30 メートルの巨大な
もので、毎秒 5000 回の計算を実行することができ、当時の機械式の計算器に比べ
ると驚くべき高速の計算能力であった。1960 年頃になるとコンピュータはトランジ
スタ化によって信頼性が高まり、IC・LSI 化の進展によって急速に高速化、小型化
が進んでいった。コンピュータの進展には、プロセッサの高速化、主メモリおよび
外部メモリ(ハードディスク)の大容量化、小型化が重要な要因となっている。1970
年に日本のビジコン社の依頼により同社の技術者嶋正利と米 Intel 社が共同で電卓
用に開発した Intel 4004 は世界初のマイクロプロセッサである。マイクロプロセ
ッサの実現は、その後のコンピュータ発展の大きなブレークスルーとなった。
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Intel 4004 は 2300 個のトランジスタから成っていたが、20 年後の Intel 80486
では 100 万トランジスタ以上、さらに 20 年後の今日では、十億を超えるトランジ
スタなどの素子を組み込んだマイクロプロセッサが実現されている。この高度な集
積度は、半導体の微細加工技術の目覚しい進歩によるものであり、トランジスタ数
は 2 年で 2 倍になるというムーアの法則に沿って進歩してきた（図 4.5-1）。
この集積度の進歩は、プロセッサに次のような形で高速化を実現してきた。
･

チップ内素子数の増加による先行処理、パイプライン処理、並列処理などによ
る高速化

・

素子の微細化、配線長短縮によるクロック高速化

・

チップ内での複合的な処理の実現(グラフィック、イメージ、音声、DSP、メモ
リ等)

図 4.5-1

半導体の Feature Size とプロセッサのトランジスタ数

出典：脚注37に示す。
初期のプロセッサ処理は 1 つの命令の処理が終ってから次の命令に移る逐次処理
から始まったが、処理速度を向上させるため、命令の実行処理を分割してその単位
処理を逐次に別のハードウェアに移して流れ作業的に平行して処理するパイプラ
イン処理、さらに一連の命令を順序どおりでなく先に実行できる命令から実行する
OoO(アウトオブオーダ)実行と呼ばれる先行実行処理、多数の処理コアを 1 つのプ
ロセッサ上に実現するマルチコアなどの並列処理が進み、高速化を実現している。
さらに複数の機能別プロセッサや、アナログ処理、メモリなどからなる SoC
（System on a Chip）が広まっている。これは、ハードウェア論理設計を記述する

37

出典：Kelin J. Kuhn、"Moore's Law past 32nm: Future Challenges in Device Scaling"
http://download.intel.com/pressroom/pdf/kkuhn/Kuhn_IWCE_invited_text.pdf
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ハードウェア記述言語（VHDL/Verilog など）により、大きな論理設計を機能ブロッ
クとして再利用することが可能となり、機能ブロックが IP（Intellectual Property）
としてライセンス販売されるようになったことによる。今では、ひとつのチップの
上に、各種処理プロセッサとキャッシュメモリだけでなく、DSP や、音声･映像処理、
グラフィック処理、入出力コントローラなど、システムを構成するブロックが組み
込まれた多機能の多重プロセッサが出来てきている（図 4.5-2）。
他方、アナログ･デジタ
ル･電源系といった異質の

基本アプリ処理
通話・ブラウザ

JAVA
アプリ処理

音声・映像
アプリ処理

技術をひとつのチップ上
にまとめるよりも、開発期
間の短縮やコストの観点

イメージ
処理

ＤＳＰ

で複数のチップをひとつ

クラフィック
処理

Package）もある。
ムーアの法則で予測さ

液晶
デスプレィ

メモリIF

主メモリ

キャッシュ
メモリ

のパッケージ上に組み上
げる方式 SiP（System in a

外部IF

音声・映像
データ

図 4.5-2

多機能多重プロセッサの例

れた半導体集積度は何度
かあった限界説を乗り越えて、いまもその法則に従って進化を続けている。微細加
工技術の世代を表した Feature Size は 30 年前は 3 ミクロンであったが 2000 年に
は 130nm(ナノメートル)、2011 年には 36nm となり、2020 年には 12.6nm になると予
測38されている。プロセッサの性能にかかわるゲート長の Feature Size はさらに先
行している。
この高集積化によってプロセッサの能力は、30 年前には 5 億円もする超大型機で
処理速度が数 MIPS39であったコンピュータが、現在 5～10 万円のパソコンにおいて
処理速度では 1000 倍以上、価格で 1 万分の１、パフォーマンスコスト比で 1000 万
倍以上になっている。
（２）

メモリ
コンピュータの主記憶装置である主メモリはドーナツ状の磁気コアを行列に編
んだコアメモリの時代から、半導体メモリが発明されたことにより大きなブレーク
スルーが生まれた。主記憶用の半導体メモリは電源を切ると記憶情報が消える揮発
性であり、記憶保持のためには一定時間ごとに再書込みを必要とすることから、
Dynamic Random Access Memory

(DRAM)と呼ばれている。

出典 “International Technology Roadmap for Semiconductors 2011 Edition Executive
Summary” による
39 Mega Instructions Per Second:1 秒間に実行されるコンピュータ命令の数で表す速度、百万単位
38
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半導体メモリは微細加工技術によるムーアの法則の高集積化に従って、チップ内
の記憶素子が増加し大容量化が進んできた。1970 年に１K ビット(Kb)で登場した
DRAM は 80 年代初頭で 64Kb、80 年代後半では１Mb(メガビット)に達し、2011 年に
は 4Gb(ギガビット)と 30 年で 6 万倍になっている。このため主メモリの大容量化・
小型化が進むと同時に、外部メモリであるハードディスクとの間で入出力するデー
タ量を一括して大きくし、大量の処理を主メモリの中で行うことにより、プロセッ
サの高速化と相まってコンピュータシステムの高速大容量・小型化が大きく進展し
た。
フラッシュメモリは DRAM とは別種類の半導体メモリであり、電源を切っても記
憶情報が保持される不揮発性のメモリである。NAND 型、NOR 型の 2 種類あり、それ
ぞれ特長により用途が異なっている。NAND 型はバイト単位ではなくブロック単位の
読出し／書込みができるが、DRAM メモリを越える高ビット化が進み、より安価であ
ること、磁気ディスクと異なり可動部が無いために衝撃に強く、さらに耐環境性（水、
熱、圧力）に強いことなどにより、更新回数の少ない外付けメモリ(SD カード)によ
り携帯や映像機器の高性能・大容量化に大きく貢献している。欠点は書込み回数が
10 万回程度の限界を超える個所で、エラーが起こりやすくなるが、エラー訂正の技
術、書込み個所の偏在の回避などによって克服され、ランダムアクセスの高速性を
活かして SSD(Solid State Disc)と言うハードディスクの代替製品としても使われ
るようになってきた。大容量化も進み SSD では 1TB（テラ＝兆・バイト）を超え、
スマートフォンに使われる 1 辺 1.5cm 以下の大きさのマイクロ SD カードで 32GB
（ギ
ガ＝10 億・バイト）の容量を有するカードも出荷されている。32GB では通常の写
真で約 7000 枚を記録することが出来る。NOR 型はバイト単位の読み出しや実行が可
能であることにより、携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ等の組込み製品
に ROM に代わってソフトウェアの更新のため使用され、普及を容易にしている。
（３）

ハードディスク－磁気ディスク記憶装置
コンピュータの大容量化を進めたもうひとつの技術はハードディスク技術であ
る。回転する磁気円盤(ディスク)上に径方向に移動する読み書きヘッドによって任
意の位置にデータを読出し／書込みが出来る外部記憶装置として磁気ディスク装
置が 50 年以上前に発明された40。当初直径 24 インチの円盤 50 枚で構成された装置
は 3.75MB(換算)という容量で当時としては大容量であった。この外部記憶装置の容
量は主記憶装置の 100 倍くらいの容量である。1980 年には 12 インチ径で装置あた
り約 600MB、オンラインシステムの千万人を超える顧客データを保持するには幅 70
センチぐらいのディスク装置数百台を並べる必要があった。80 年代後半から急速に

40

IBM 350 が世界初の磁気ディスク装置であり、1957 年に IBM 305 RAMAC (Random Access Method of
Accounting and Control)コンピュータの周辺装置として出荷された
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大容量化、小型化が進み、1991 年 3.5 インチディスク(円盤)が出荷され容量は 1GB、
2011 年で同 3.5 インチで 4TB、主メモリのやはり 100 倍見当となっている。この 30
年では、容量は約 1 万倍、装置あたりの大きさは 1000 分の 1 以下となっており、
単位体積あたりの容量は 1000 万倍にもなっている。
このように、高集積化によるマイクロプロセッサの高速化とメモリの大容量化、
ハードディスクの大容量・小型化はデータ処理サーバの一層の進展を促進し、クラ
ウドサーバへと進化してきている。(４．６
（４）

クラウド参照)

高密度実装技術
半導体の微細加工技術の進展によるプロセッサの高性能化は、周辺の電子コンポ
ーネントやそれらの高密度実装技術を促進した。携帯電話の高機能化、スマートフ
ォンなどのニーズにより、先に述べた SOC(System On a Chip)と部品の超微細化が
進歩し、今ではチップ抵抗（最小サイズ 0.3mm × 0. 15mm）、チップコンデンサ（最
小サイズ 1mm × 0.5mm）が驚くべき小ささとなり、砂粒以下の電子部品を小さなパ
ッケージボード上にマウントする高速マウンタによって、パソコンのような高機
能･高性能処理をハンディな携帯電話やスマートフォンで実現している。

（５）
１）

ユーザインタフェースのための入力デバイス
タッチパネル
切符販売機や金融機関の ATM などで多く使われている抵抗膜方式のタッチパネル
は、2 枚の抵抗を有する金属薄膜(抵抗膜)を指先などで圧迫し、抵抗の変化を検知
することによる位置検出を行う抵抗膜方式であり、携帯電話では廉価であることか
ら、一点検出の抵抗膜方式が多く使われていた。
他方、静電容量方式のタッチパネルは、指先など導電性の物体と導電膜との間で
の静電容量の変化で位置を検出する方式であり、導電体がパネル表面に接触するこ
とにより静電容量の変化が起こりその位置を検出、多点検出や位置の移動検出が可
能となった。これにより指先を滑らして移動方向指示や、2 指での拡大・縮小、ソ
フトテンキーによる日本語入力（フリック入力など）が容易になり、人の感覚にマ
ッチした操作性が実現したことによって、スマートフォンの爆発的流行につながっ
た。静電容量方式は抵抗膜方式より透明度が高いため液晶の解像度を上げて高精細
な画面を表示することも出来る。

２）

CMOS/CCD イメージセンサ

高画素化･高画質化

デジタルカメラの普及に伴い高精細化、低価格化が進み、より低価格の CMOS セ
ンサが携帯・スマートフォンのカメラで主流になった。CMOS の欠点であるゆがみ補
正ができるようになり、一眼レフでも使われるようになってきた。写メールで普及
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が始まった携帯カメラは携帯･スマートフォンのカメラで 2000 年の 11 万画素から
1600 万画素へ高精細化した。動画撮影も可能となり、ソフトウェアによる手振れ補
正や光学式手振れ補正を有する機種も出てきている。このことにより文字、音声だ
けでなく、顔の見える会話が可能となり臨場感のあるコミュニケーションによって
ソーシャルメディアの輪を広げている。
４．５．２

高速通信技術

世界中の個人と個人をつなぎ、瞬時に映像などを含む大量情報を交換することにより、
時間、空間を超越し、どこからでも臨場感あふれる会話が出来るようになった。これがソ
ーシャルメディアを急速に普及させたもう一つの大きな要因である。この瞬時に世界中を
つなぐハードウェア技術が光通信技術であり、
“いつでもどこでも”という移動中の通信を
可能にするのが無線通信技術である。無線通信については「４．３

スマ－トフォン、携

帯電話」の節で述べているのでここでは有線の光通信技術について述べる。
1965 年に最初の光ファイバによるデータ伝送システムのデモンストレーションがドイ
ツで成功した。
光ファイバは人の髪の毛より細い、しなやかな、石英ガラスで出来た透明な繊維であり、
励起されたレーザ光が光の筒を通って伝送される。この光ファイバに信号を載せて伝送す
ることにより 2 点間の通信を行うのが光通信である。
光ファイバはコアという芯とその外側のクラッドからなるグラスファイバでありそれ
を樹脂で被覆する。光ファイバ通信は、百キロにおよぶ長距離を最小の減衰でデータ信号
を伝送する研究･開発の連続であった。減衰を小さくするためにガラスの不純物を減らして
ガラスの純度を上げる技術、減衰した光の増幅技術、屈折率の異なる多層のガラス繊維の
製造技術等多くの困難を乗り越え、発展を遂げてきた。2000 年には、レーザ光の 1 つの波
(波長)で 40Gbps の速度でデータを伝送できるようになった。
他方、光の波長は干渉しないので、一本の光ファイバ上に複数の異なった波長を伝送す
ることが出来、それぞれの波長の波の上に別のデータ信号を送ることが出来る。これを波
長分割多重伝送（WDM－Wavelength Division Multiplex）といい、現時点で 128 波長の多
重伝送を実用化、将来は 1000 波長も可能となると期待されている。
40Gbps の 128 波長の WDM では 1 本の光ファイバで 5.12T(テラ：兆) bps、16 本(上り下
り 8 対)の光ファイバからなる海底ケーブルでは、最大に装備すると 40Tbps の伝送をする
ことが可能である。この伝送量は 100 万人以上がフル HD(High Definition)の映像を同時
に通信できる容量であるが、ソーシャルメディアがさらに普及し、世界中同時に多数の人々
がフル HD 以上の映像を交換・視聴する未来にはまだまだ不足で、P(ペタ:1000 テラ)bps
クラスを超える単位の通信容量が必要となる。
光ファイバ通信に使われるルータでは、パケットを宛先ごとに振り分けるために、光信
号を電気信号に変換し、パケットを処理・交換して光信号に戻し光ファイバに送り込まな
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ければならない。この光・電気変換を行ってパケットを交換するルータは通信量に比例し
て電力消費が増大するため、P bps クラスの超大容量通信では、消費電力が重大な問題と
なる。そのためにパケットを電気信号に変換せず光だけで交換するフォトニックネットワ
ークの研究が精力的に進められているが課題は多い。
なお近距離の光ファイバは、より安価なプラスチックファイバが使われている。
４．６

クラウド

コンピュータの利用の形態がクラウドコンピューティング（cloud computing）の出現
によって大きく変わりつつある。クラウドコンピューティングは、インターネットをベー
スとした新しいコンピュータの利用形態やそのサービスであり、利用者はコンピュータの
処理をインターネット経由でサービスとして利用する。アプリケーション、データ、コン
ピューティング資源がインターネットの向こう側からサービスとして利用者に提供される
ことになる。
４．６．１

災害とクラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングによって、コンピュータの利用はインターネットを通して
つながる遠隔地のデータセンタを使用する形態へ移行している。東日本大震災において、
クラウドコンピューティングサービスを行っている多くの事業者が、大きな支障なくサー
ビス41を継続している。通信回線が利用できる状態であればサービスを利用することがで
きるので、クラウドコンピューティングによるソーシャルメディアは、その直後から被災
者の救援や支援、災害の復旧などのさまざまな場面に大きな役割を果たした。
自然災害に対して、オフィスや社内のデータセンタが被害にあっても、安全対策の講じ
られているクラウドにデータがあれば重要なデータをすべて失うという最悪の事態は避け
られる。東日本大震災と大津波によって、役所や学校あるいは病院などの公共施設が破壊
されさらに重要な紙の保管データも大きな被害を受けている。こうした重要なデータが消
滅してしまう危険に対して、情報システムの維持とともに、リスクの分散をはかるクラウ
ドコンピューティングが役立つと考えられる。
クラウドサービスは、１カ所のデータセンタを利用して構築したシステムを、即座に別
のデータセンタに移管することができるため、被災によるシステム停止に対して、クラウ
ドサービスのデータセンタを利用した情報システム42や自社のシステムのバックアップや、

41

例えば、東日本大震災発生から 2 時間後にグーグルでは被災者の消息・安否情報を書き込むサイト「パ
ーソンファインダー」を稼動した。60 万件を超える情報が書き込まれている。また各種情報を一覧で
きる災害対策ページも公開された。
42 静岡県は、大規模地震の発生に備えて災害時に県内の市町村から被災情報を集めるシステムをデータ
センタを利用した米セールスフォース・ドットコムのクラウドサービスのフォース・コムを利用するク
ラウド型に刷新した。
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ファイルを安全に保管するサービス43に関心が高まっている。またすぐに利用できるクラ
ウドは、需要にばらつきのある災害支援44や災害復旧の面でニーズに応じてリソースを利
用できるメリットがある。
災害に際して、個人もデータが消滅してしまう危機がある。パソコンなどで保存してい
るデジカメで撮った写真は、地震災害などでパソコンを持ち出すことができなければ、撮
りためた写真は永遠に消滅してしまう。クラウドコンピュティングﾞサービスのネット上で
の写真保存サービスを利用すればデータの消滅を防ぐ手段になる。写真データを無料もし
くは格安料金で引き受けてクラウドに保存するクラウドサービス45がある。
スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット（多機能情報端末）の普及によって IT
サービスはいつでもどこでも利用できるようになってきた。災害時にいかにシステムを継
続稼働させるか。クラウドコンピューティングの技術基盤が重要になっている。
４．６．２

クラウドコンピューティングとは

クラウドコンピューティングでは、ユーザは最低限の接続環境46を用意するだけで、実
際に処理が実行されるコンピュータやネットワークはサービスを提供する側に設置されて
いて、それらの管理や運営など専門技術や知識を持つ必要がない。サービスは、インター
ネットに接続したさまざま端末から利用することができる。
（１）

クラウドコンピューティングの定義
クラウドコンピューティングの定義として、引用されることが多い NIST(アメリ
カ合衆国の国立標準技術研究所47)の定義によると、「共有プール化されている構成
可能なコンピューティング資源（ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケー
ション、サービスなど）を、ネットを使って簡単にオン・デマンドでアクセスする
ことが可能なモデルである。このコンピューティング資源は、最小限の管理努力や
プロバイダとのやりとりでだけですぐに使えるように設定され、解除することがで
きる。」という定義が一般的になってきている。クラウドモデルはシステムの可用
性を促進する。また、5 つの最も本質的な特徴と 3 つのサービスモデル(SaaS，PaaS，
IaaS)、4 つの展開モデル(パブリッククラウド、プライベートクラウド、コミュニ

43

例えば、日本マイクロソフトと NRI セキュアテクノロジーズは複数のデータセンタを利用してファイ
ルを安全に保管するクラウドサービスを始めた。 保存するデータを分解してマイクロソフトが世界で
展開するデータセンタに自動で振り分ける。保存データを開く際は、分解したデータを自動で統合する。
44 例えば、日本 IBM は、被災した自治体や救援活動を担う非営利団体がコンピュータの機能を使えるよ
うクラウドコンピューティングサービスを無償で提供した。電力供給や余震の不安が無い米国に置いた
コンピュータを利用し安定したサービスを提供した。
45 個人が保有する写真や動画、文書、音楽などのファイルを半永久的に預かるサービス。クラウドコン
ピューティングを活用。サービス米グーグルの「Picasa ウェブアルバム」、米ヤフーの「Flickr」な
ど。ヤフーや日本マイクロソフトもサービスを始めた。
46 パーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアントとその上で動くブラウザ、インターネッ
ト接続環境など。
47 NIST; National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory
Definition of Cloud Computing, Draft version 14
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ティクラウド、ハイブリッドクラウド)から構成されている。
この中の最も本質的な 5 つの特徴とは、
“オン・デマンドのセルフサービス”、
“多
様なネットワークによるアクセス”、
“リソースの共有”、
“スピーディな伸縮性”、
“計
測可能なサービス”である。これらの特徴を備えているものが、本格的なクラウド
コンピューティングといえる（図 4.6-1）。

オン・デマンドのセルフサービス

ユーザは、サービスの提供者と直接やりとりすることなく、必

On-demand self-service

要な資源をセルフサービスで要求して使うことができる

多様なネットワークによるアクセス

携帯電話、ＰＤＡ、モバイルフォン、タブレットなど、多様な

Broad network access

端末から、ネットワークを経由して利用することができる

リソースの共有

サービス提供者のリソースは、ユーザからの要求に応じて

Resource pooling

マルチテナント方式でダイナミックに割り当てられる

スピーディな伸縮性

スピーディにスケールアウト／スケールインでき、ユーザは

Rapid elasticity

必要なときに必要なだけリソースを利用できる

計測可能なサービス

モニタリングされたリソースの利用状況は提供者とユーザに

Measured Service

提供され、リソースの利用を最適にコントロールする

図 4.6-1

クラウドの最も本質的な特徴

クラウドコンピューティングは、コンピュータ、ハードウェア、開発環境、デー
タ保管などのサービスのコンピュータ資源を使い易くして提供するコンピュータ
処理の形態である。このために資源は変動する負荷に合わせて再構成できて、最適
な資源利用を可能とする。それ故、クラウドコンピューティングの特徴は、拡張性
にあり調査会社のガートナはこれをスケールアウトと称している。さらに抽象化、
仮想化をベースにコンピュータ資源をユーザの必要とする量だけこの環境で使い
たいと言う要求に応じて用意されることがポイントとなる。クラウドサービスは、
拡張性の高いコンピュータ資源をインターネットを経由して、複数の企業や個人に
提供するサービスになる。
（２）

クラウドコンピューティングサービス
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クラウドコンピューティングの形態で提供されるサービスを「クラウドコンピュ
ーティングサービス」または単に「クラウドサービス」と呼び、そのサービス事業
者を「クラウドサービスプロバイダ」または「クラウドプロバイダ」とも呼ぶ。ク
ラウドコンピューティングの 3 つのサービスモデルとして以下の 3 種類に分類され
る。
・

SaaS（Software as a Service）：サービスとして提供されるソフトウェア
アプリケーションプログラムの機能をインターネットでサービスとして提供す
る。迅速な利用が可能であることと高スケーラビリティが特徴となる。ユーザの
アプリケーションの運用管理は不要。
例として、Google Gmail48（メールクライアント）、Google ドキュメント49（文
書作成・管理）、Salesforce （CRM）50などがある。

・

PaaS（Platform as a Service）：サービスとして提供されるプラットフォーム
アプリケーショ
トフォームをサー
ビスとして提供す
る。プラットフォ
ベース、アプリケ
ーション実行環境、
管理ツールなどが
含まれる。開発言
語は限定されてい
るが、スケーリン
グ(拡張性)の考慮

自由度：大
コスト：大

システムの移行が可能

アプリケーション
アプリケーションの移植が可能

用意されたサービスのカストマイズ

サービスプロバイダーが提供する範囲

ームには、データ

自由度：小
コスト：小

ユーザが用意する範囲

ン実行用のプラッ

ミドルウェア

アプリケーション

ＯＳ

ミドルウェア

仮想化

ＯＳ

ハードウェア・ネットワーク

アプリケーション
ミドルウェア
仮想化

ＩａａＳ

ＯＳ
ハードウェア・ネットワーク
仮想化

ＰａａＳ

仮想化された、メモリ、ＣＰＵ、
ストレージ、ネットワークなどの
コンピュータリソースを提供
ＩＢＭ、Ａｍａｚｏｎ

ハードウェア・ネットワーク

ＳａａＳ

クラウド基盤、ＤＢ、課金、認証、
開発環境などのアプリケーション
開発/実行環境を提供

メール、ＣＲＭ、ＥＲＰなどの
アプリケーションサービスを提供

ＭＳ、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、
Ｇｏｏｇｌｅ、ＩＢＭ

Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、
ＭＳ、Ｏｒａｃｌｅ

図 4.6-2

クラウドの３つのサービスモデル

は不要である。
一般企業/個人では持てない大規模並列処理の実行環境などを利用することが
できる。Google AppEngine51、Force.com52などの例がある。
・IaaS（Infrastructure as a Service）：サービスとして提供されるインフラスト
ラクチャ
48
49
50
51

52

グーグルのメール サービス
グーグルのオンラインでドキュメントを作成、共有するサービス
Salesforce.com の SaaS 型の CRM（顧客管理）アプリケーション。
Google の Web アプリケーションのホスティングサービス。 ユーザの開発した Web アプリを Google
が使用しているサーバ群の上の同じスケールの環境で動作させることできる。
Google が開発した分散ファイルシステム GFS、並列プログラミング MapReduce、大規模分散データベ
ース Bigtable、開発言語 Python を自由に使うことができる。
Salesforce.com の企業向けビジネスアプリケーションの構築基盤。パーツを組み合わせて、オン・デ
マンドでビジネスアプリケーションの構築ができる。
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仮想サーバ(CPU・ストレージ)をサービスとして提供する。OS を選択し、各種
ミドルウェアをインストールしてアプリケーションを実行する。Amazon.com の
Amazon EC253、Amazon

S354などがある。

サービスの展開モデルは、インターネット経由の一般消費者などの不特定な一般
向けのものを「パブリッククラウド」、業界内・企業内などの一つの組織に関して
運営されているサービスを「プライベートクラウド」、両者を組み合わせたものを
「ハイブリッドクラウド」と呼ぶ。複数の組織で共有されるものを「コミュニティ
クラウド」と呼ぶ。フェイスブックやツイッターなどの SNS サービスの広がりは、
パブリッククラウドの新しい動きとなっている。
（３）

クラウドコンピューティングの歴史
クラウドコンピュ
ーティングはコンピ
ュータの利用形態で
あり、特定の技術を
指す用語ではない。
コンピュータ処理を
ネットワーク経由で
サービスの形で提供
する形態は従来から
存在しているが、こ
の利用形態の普及を

図 4.6-3

クラウドの４つの展開モデル

促した背景にはイン
ターネットや各種の技術の進歩が寄与している。これまでコンピュータ利用は、メ
インフレーム時代の集中処理、ミニコンピュータ、パーソナルコンピュータの発展
とクライアント・サーバなどの分散処理、ネットワークコンピューティングなど多
くの段階を経て進化してきた。インターネットを通してつながる遠隔地のデータセ
ンタにあるサーバを意識しないでサービスを受ける、クラウドコンピューティング
の処理形態となってきた。
クラウドコンピューティングの用語は、2006 年のグーグルの CEO のエリック・シ
ュミット氏による発言が最初とされている。 1990 年代に普及期のインターネット
は、2005 年頃に、Web 関連の技術やサービス、使い方が変化し、世代が第 2 世代に
移行しているということから Web2.0 と言われるように進化した。グーグルが飛躍
53
54

Amazon Elastic Computing Cloud(Amazon EC2)： Amazon のデータセンタから独自の仮想化技術で仮
想サーバをオン・デマンドで提供。 OS は Linux か Windows。仮想サーバ数×利用時間で課金。
Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)： Amazon のファイル保存サービス
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的に向上させた検索技術が、Web 上の膨大な情報から目的の情報に直接に到達する
ことを可能にした。2005 年ごろからブログ/SNS などのクラウドサービスが抬頭し
ている。
クラウドコンピューティングに関係する主な年表を示す。
1983 年

Sun Microsystems 創業。「The Network is the Computer」を掲げる。

1993 年

Eric Schmidt 氏（当時 Sun の CEO）が「ネットワークがプロセッサ並みに
高速になれば、コンピュータはネットワークに拡散する」と語る

1994 年

Amazon.com 創業（創業者

Jeff Bezos 氏）

1995 年

Yahoo!創業

1998 年 9 月

Google 創業（創業者 Larry Page 氏）

1999 年

Salesforce.com 創業米（創業者 Marc Benioff 氏）

2000 年秋

Google「Adwards」開始

2001 年 8 月

IBM「グリッド・コンピューティング」を発表

2004 年 2 月

Facebook スタート

2004 年 10 月

Gmail 開始

2005 年 2 月

Google Maps 開始

2005 年 2 月

Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)という言葉が初めて使われる

2005 年 9 月

O’Reilly Media 創業者 Tim O’Reilly 氏「Web2.0 とは何か」を公表

2006 年 3 月

Amazon S3 スタート

2006 年 6 月

Microsoft の Chief Software Architect の Ray Ozzie 氏

（学生向け）

「Software+Service」構想を発表
2006 年 8 月

Google の Eric Schmidt 氏が「Search Engine Strategies Conference」
で自社のサーバ群を「クラウド」と表現

2006 年 9 月

Facebook スタート

（一般に開放）

2006 年 10 月

twitter スタート

2006 年 12 月

Amazon EC2 スタート

2007 年 9 月

Force.com 発表

2008 年 1 月

Force.com スタート

2008 年 4 月

Google と Salesforce.com がクラウドコンピューティングでの提携発表

2008 年 4 月

Google App Engine スタート

2008 年 11 月

IBM Smarter Planet を提唱

2008 年 11 月

Microsoft Windows Azure を発表
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４．６．３
（１）

クラウドコンピューティングを支える技術

クラウドコンピューティングの要素技術
クラウドコンピューティングを支える要素技術として、仮想化、プロビジョニン
グ、マルチテナント、スケールアウト、キーバリュー型データストア、ネットワー
クセキュリティ、広帯域ネットワークなどが挙げられる。
・

仮想化：仮想化は、サーバ（CPU、メモリ）、ストレージ、通信回線などコンピ
ュータ資源を柔軟に分割したり統合したりする。サーバ仮想化、ストレージ仮想
化、ネットワーク仮想化、仮想デスクトップなどがある。

・

プロビジョニング：プロビジョニングは、OS、ミドルウェア、アプリケーショ
ンなどの動作環境を予め保存しておき、ユーザからの資源追加要求や障害発生時
に、必要なコンピュータリソースを動的に確保した後、保存しておいた動作環境
をコピーし稼動できるようにする。

・

マルチテナント：マルチテナントは、１つのシステム環境に複数の契約者を同
居させる構造。SaaS では、複数のユーザが、アプリケーション／DB／サーバなど
を共同利用することで、ハード／ソフト費用や運用管理コストを抑えている。

・ スケールアウト：スケールアウトとは、小さなシステムから大きなシステムへ、
システム能力を変化させること。スケールアウトは、性能の低いサーバの数を増
やし同時稼動させることで、サーバ群全体のパフォーマンスを向上させる。
・

キーバリュー型データストア：キーバリュー型データストアは、大規模分散シ
ステムにおいて高速処理を行うために開発された新しいデータベースアーキテ
クチャ。データを「Key（キー）」と「Value（値）」の組み合わせで複数のストレ
ージに格納する。（分散キーバリューストア）

・

ネットワークセキュリティ：コンピュータネットワーク上での安全確保（機密
性、認証、完全性、否認防止）のための防衛策。具体的には、セキュリティホー
ルの補強やアンチウィルスソフトの導入、機密データ暗号化、回線の暗号化など、
様々な脅威からシステムを防衛する。

・

広帯域ネットワーク：広帯域ネットワークは、高速なネットワークを前提とし
ているクラウドコンピューティングのベースとなる必要不可欠なインフラ。NGN、
ADSL、ケーブルインターネットなどの有線系技術やモバイル WiMAX、LTE、衛星通
信、光無線通信などの無線系技術を利用したブロードバンドネットワーク。
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（２）

クラウドコンピューティングの中核となる技術
クラウドコンピュ
ーティングの中核と
なる技術は、物理ハ
ードウェア上に複数

クラウドコンピューティングは、
①仮想化技術：物理リソース構成に依存せずに複数の仮想マシンを構築
②分散処理技術：複数の仮想マシンを利用して大規模データを分散処理
を利用して高性能、高可用性に優れたシステムを実現

る仮想化技術と大規

ミドルウェア

模データに対応した

②分散処理技術

分散処理技術が挙げ
られる（図 4.6-4）。

仮想マシン
ＣＰＵ
メモリ

仮想マシン
ＣＰＵ
メモリ

ＤＢ

開発・テストベッド

アプリケーション

統合運用・
管理

の仮想環境を構築す

・・・
仮想マシン

・・・

ＣＰＵ
メモリ

ＤＢ

ＤＢ

①仮想化技術

１）

仮想化技術

サーバ（物理）

仮想化には、OS レ

ストレージ（物理）

ファシリティ／ネットワーク

ベルの仮想化とハー
ドウェアレベルの仮

図 4.6-4

全体構成

想化の方式がある。
今の主流はハードウェアレベルの仮想化で、これはゲスト OS として様々な OS を使
うことができる特徴がある。ハードウェアレベルの仮想化は I/O を構成する物理ハ
ードウェアにアクセスするデバイスドライバの実装サポートに違いがある。デバイ
スドライバをハイパーバイザー層に実装するモノリシック型と特別な権限を持っ
た管理 OS に仮想化機構とデバイスドライバを実装するマイクロカーネル型がある
（図 4.6-5）。
２）

分散処理技術
クラウドコンピュ

・OS仮想化：OS仮想化レイヤの上で複数APが動作。OSは全体で１つ
・ハードウェア仮想化：ハイパーバイザの上で複数OS・APの混在が可能

ーティングにおける
性と耐障害性を備え
た大規模分散データ

AP

AP

AP

仮想OS

仮想OS

仮想OS

・・・

管理OS
管理AP

仮想マシン

仮想マシン

AP
ゲストOS

AP
ゲストOS

処理技術である。グ

OS仮想化レイヤ

ーグルの方式が論文

ホストOS

ハードウェア仮想化レイヤ
（ハイパーバイザ）

にでて、この論文を

ハードウェア

ハードウェア

基にオープンソース
で作られた Hadoop

55

【ハードウェア仮想化】

【OS仮想化】

分散処理とは、拡張

Parallels、OpenVZ

55

図 4.6-5

・・・

Vmware、Xen、Hyper-V

仮想化技術

大量のデータを複数のコンピュータで分散処理するためのプラットフォームを構築するオープンソー
スソフトウェア
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が有名である。これは分散ファイル管理システムと、キーバリュー型データベース
と、大規模データ並列分散処理のフレームワークから成っている。運用上の最大の
特徴はリソースが不足する際に、ノードの追加のみで拡張できることである。これ
はグーグルの基本的な仕組みと同じになっている。キーバリュー型データストアは、
従来的の SQL データベースとは違った全く新しい概念であり一番基本的なクラウド
の概念といえる。
３）

オープンソース化の流れ
クラウド基盤が様々なオープンソースとして誕生してきている。例えば、Amazon
などのクラウドサ－ビスの周囲にエコシステムとして Amazon の EC2 のクローンや
管理ツール、オープン API、分散処理技術などがオープンソースとして生まれてき
ている。Eucalyptus56は、Amazon の EC2 と S3 の機能を取り込んで Amazon のコマン
ドが使える Linux ベースのオープンソースのクラウド基盤として Amazon と同じこ
とができる。オープンソースを使って、本格的なクラウドサービスを行う動きがで
てきている。

４．６．４

クラウドコンピューティングの将来

クラウドコンピューティングは、システムを物理的に企業が｢所有｣することなく、機能
だけをサービスとして｢利用」できることから、IT インフラ構築への投資を抑制できる上
に、保守、運用管理にかかる人手やコストも削減できる。クラウドの本質は、
「利用状況の
変化に即して構成を柔軟に変更しながら、欲しいときに欲しいだけのコンピュータ資源を
利用できる」ことである。これは、パブリック、プライベート、ハイブリッドなど、クラ
ウドの種類を超えて共通である。クラウドコンピューティングは経営や利用者のニーズへ
俊敏に対応しながら、常に最適な IT 活用環境を実現できるという効果がある。
プロバイダは、大規模なデータセンタを構築して、多くのユーザが共有するスケールメ
リットによってコンピュータ設備や管理のコストを低減して安価なサービスを可能にする。
一方でユーザは、コンピュータ設備の設置、維持、管理などのコストの負担が軽減される。
しかしながら、クラウドコンピューティングの利用に際してシステムの信頼性の見極め
や、データの保管と安全性、事業継続性などの個別にプロバイダに対して確認や要求する
こともリスク管理のために必要である。クラウドを利用する主なリスクを以下にまとめる。
・

開発機能：

クラウド環境は共通インフラとして利用することを目的とした仕
組み。独自の仕様、特別な機能を構築する場合、内容により向き
不向きあり。

・

56

コスト・中長期利用：

クラウドは原則利用した分だけ払う従量課金体系が今

Eucalyptus(Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems)
クラウド基盤を構築するためのオープンソースソフトウェア
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後の主流。従って中長期に利用する場合は割高になる可
能性がある。
・

可用性・大容量一括処理：

共通インフラとして利用することを目的とした仕
組み。従って大量データ管理や処理、一括バッチ処
理など適していない可能性がある。

・

プロバイダ信頼性：

クラウドを提供するプロバイダの企業体力や信頼性の確
認必要。SLA(Service Level Agreement)だけではなく、契
約終了時のデータの取扱い条件やプロバイダの業績、信頼
性、コンプライアンスなども配慮必要。

グーグル、フェイスブック、ツイッターなどのソーシャルメディアのサービスが、パブ
リッククラウドの新しい動きとなっている。未曾有の大災害にみまわれて、ソーシャルメ
ディアが、個人や民間のボランティアに開かれた社会の情報インフラとして機能した。こ
のことは、クラウドコンピューティングの可能性を広げるものと見える。
社会インフラのクラウド化を進めることにより、いままで世の中になかった高度なサー
ビスを実現する仕組みとしてソーシャルクラウドの検討57が進められている。ソーシャル
クラウドは、デスクトップやモバイルなどから蓄えられるコンテンツに加え、センサやカ
メラ映像など、様々な機器から収集されるストリームデータを蓄積することで、巨大な社
会知データベースを構築し、共有/活用する仕組み。また、このソーシャルクラウドサービ
スは、全住民を対象とするため、同時アクセスが 1 万人を超えるような本格的なクラウド
の仕組みを必要とし、パブリッククラウドの発展形と捉えることができる。
社会インフラのクラウド化を進めることにより、いままで世の中になかった高度なサー
ビスが実現される。そこから、
「より良い個人の生活」、
「安心・安全の地域社会」、
「自然と
の共存関係の改善」などの新しい社会インフラが考えられる。これはクラウドコンピュー
ティングの発展の形ととらえることができる。

57

日本 OSS 推進フォーラム：日本の主要 IT 企業が政府との協力のもと，オープンソース・ソフトウエア
（OSS）の活用と普及を目的として結成した団体
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第５章

これからのソーシャルメディア

東日本大震災では、携帯電話が輻輳して利用出来ない状況でインターネットは致命傷を
受けることなくソーシャルメディアによる情報が活用され、ソーシャルメディアの重要性
が認識された。テレビ放送は津波襲来、火災発生の被災地の映像を放送し日本中の視聴者
に悲惨な被災地の様子を伝えた。一方ソーシャルメディアは個人間の連絡手段として安否
確認などに利用され、大切な人が無事である安心感は何にも代えがたい心の支えとなった。
そして世界と繋がるソーシャルメディアから寄せられる励ましは被災者の支えとなり、
復興への最初の一歩としてマスメディアでは成し得ない大きな役割を果したと評価できる。
しかしソーシャルメディアはデマや誤報が拡散しやすい欠点も露呈し、また利用出来る人
にメリットは大きいがインターネットを使えない人も多いなどの課題についても論じられ
るようになった。
スマートフォンなどの情報機器が普及し、多くの人が簡単、安価にソーシャルメディア
を利用できるようになれば、暮らしを支え、災害時にも役立つ重要な社会基盤となるであ
ろう。第５章では、社会基盤として、これからのソーシャルメディアの役割、普及や課題、
そしてソーシャルメディアを活用した災害対策と復興について述べる。
５．１

ソーシャルメディアによる情報発信

東日本大震災では、ラジオ、テレビや新聞などの既存のマスメディアの利用だけでなく、
ソーシャルメディアが多方面に利用された。テレビや新聞は、震災後の津波の衝撃的な映
像、被災地の無残な風景、避難所の厳しい状況を伝えた。震災後の調査では、震災発生後
緊急時の情報取得のメディアとしてラジオ、テレビと共にソーシャルメディアも情報源と
しての役割と存在を示し、特に被災者を励まし支えた功績は大きいと言う評価を得た。
ソーシャルメディアは、誰もが情報を発信し今起きていることを伝え、知りたい情報を
取得することができる。被災者は被災の状況、連絡、思い等を、被災しなかった人は傍観
者でいられず「何かをしたい」という思いをソーシャルメディアが引き受けて情報発信を
行った。これまでメディアを代表してきたマスメディアにとっても、ソーシャルメディア
との連携が課題になるであろう。
（１）

マスメディアとソーシャルメディア
新聞やテレビといったマスメディアは、取材やニュース編成方法において速報性
や正確性だけでなく情報を整理して提供する役割を果たしてきた。情報を整理する
には編集が必要となるが、編集においては何人にも影響されず事実を報道する事が、
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マスメディア報道者の自負である。
瞬時に情報が伝播されるマスメディアは速報性だけでなく正確性を重要視して
組織的な情報発信を行い、視聴者もそれを前提としてマスメディア情報を受けてい
る。
しかし、震災は非常事態でありソーシャルメディアを価値あるメディアとして利
用する事も出来たはずである。被災者自身が自分で見た情報、体験した情報は極め
て高い価値がある。経験豊富な記者が現場取材により被災者の体験情報を交えなが
ら、より広い視野から目にした状況を、整った文脈でソーシャルメディアを利用し
て伝えることは可能であった。そのように報道できればマスメディアは東日本大震
災の核心の部分を、被災しなかった視聴者や読者に伝える事ができ、被災者の思い
を更に深く共有できたであろう。
今回の東日本大震災では地震、津波、原発、放射能と次々に大事件が発生し、新
聞で言えば紙面に載せられず埋もれていった記事も多かったと想像される。マスメ
ディアが報道した内容は真実であっても、報道出来なかった部分にも重要な事実や
大切な事が多くあったと推測される。一方向であるが影響力の大きいマスメディア
が双方向性のあるソーシャルメディアの特徴を活かした報道を行えば、東日本大震
災をきっかけに“ソーシャルマスメディア”とも言うべき新しいスタイルのメディ
アに自らを高める事が出来たのではなかろうか。
マスメディアは東北の人々の悲しみや苦しみに共感し、社会的な連携を保ち続け
る報道責任がある。東北の人々と連携しソーシャルマスメディアへと自らを改革さ
せ、東日本大震災復興へのメディアとしての責任を果たすべきである。
（２）

個人とソーシャルメディア
インターネットでは情報が整理されないまま公開され情報の真偽は利用者の判
断に委ねられており、情報公開を優先する考え方である。その流れを継ぐソーシャ
ルメディアでは一次情報（口こみ情報）がどしどし出され、参照した人は必要に応
じて問題解決に役立てている。この情報公開の優先と一次情報の発信がソーシャル
メディアの特徴である。東日本大震災ではソーシャルメディアを利用した個人や専
門家がマスメディアに劣らぬ活躍を行った。
しかし、現状を見ればマスメディアの力は圧倒的でソーシャルメディアは限定的
である。私達はマスメディアの情報を受け入れて生活しているが、ソーシャルメデ
ィアがマスメディアと並列に存在している意味は大きい。ソーシャルメディアが今
回の東日本大震災で見せた能力を継続的にもっと発揮させれば、私達は異なった系
統の情報メディアを手にすることができる。世界の状況が混沌とする中、私達が必
要とするのは個々の専門の立場から発信される良質な情報であり意見である。日頃
から複数の異なった系統から正確で良質な情報が得られるようになれば、より開か
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れた社会となり震災のような緊急時にも役立つ。
マスメディアの整理しコントロールされた情報、新聞の社説、テレビのニュース
解説者や評論家の一方向からの意見だけでなく、自分からアクティブにソーシャル
メディアから情報を受け取り、自ら判断し行動する流れが日本にも現れた。ソーシ
ャルメディア上に自分の情報ネットワークを作り、情報を集約・整理し、時には情
報発信を行うスタイルが情報化社会の主流になると考えられる。ソーシャルメディ
アは常に未完成であり変化し続ける。利用する私達も試行錯誤を続けながら活用す
る事が大切である。
（３）

震災記録とソーシャルメディア
東北大学は東日本大震災アーカイブプロジェクトとして「みちのく震録伝（しん
ろくでん）」を立ち上げた。このアーカイブは、学術的な観点からあらゆる記憶、
記録、事例、知見を幅広く収集・蓄積し、外部の大学・研究所、行政・自治体、企
業・NPO からダイレクトに情報をアクセス出来るインターフェイスを備えている。
さらに情報提供者・情報利用者間でコミュニケーションが出来るよう SNS 機能を組
込む予定である。この SNS 機能により、警察・消防、医療機関、教育機関、自治体、
コンサルタント、研究者等が復興、防災コミュニティを形成すれば、今後の防災活
動に大いに役立つ。防災に関係する組織が情報を共有し防災計画を立てれば災害に
強い日本に結びつき、これからの社会基盤としてのソーシャルメディアとして位置
づけられる。

５．２

ソーシャルメディアの普及

ソーシャルメディアが誰でも個人の意見を気軽に発信することが可能になり、インター
ネットでリアルタイムに一般の人や企業が気軽に情報交換し情報を共有できるコミュニケ
ーション手段として定着してきた。
総務省の「平成 23 年版

情報通信白書」によると、13 歳以上の男女約 3000 人に行った

調査で、現在ソーシャルメディアを利用している人の割合は、平成 23 年 3 月の時点で 4
割を超えた。特に、10 代が 71.7％、20 代が 63.9％と若年層の利用率が高い。ソーシャル
メディアは急速に普及を続けている。
「平成 22 年通信利用動向調査」ではパソコンの普及は、世帯の保有率は 83.4％に達し
ている。また携帯電話の利用率は、6 歳以上人口の 73.6％と、7 割を超えている。インタ
ーネットの利用状況は 93.8%に達している。平成 22 年末の調査で初めて、スマートフォン
の保有率は 9.7％、タブレット型端末の保有率が 7.2％であった。特にスマートフォンは急
速に普及している。携帯型情報端末の普及によってソーシャルメディアの利用が一層促進
される。ソーシャルメディアは、電話やメールなどの連絡手段よりも、災害時に安否を容
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易に確認できる。ツイッターでは自分が発信して無事であることを伝えれば一人ひとりと
連絡を取らなくても無事であることを知らせることができる。ソーシャルメディアを利用
して自分のいる場所の被害状況や交通機関の状況を他の人のために発信することもできる。
これからの携帯情報端末の普及によって、ソーシャルメディアは、災害時に活用できるメ
ディアとして一層有用性を増していく。
今後のスマートフォンやアプリの技術の開発は、さらに普及が促進すると期待される。
ソーシャルメディアは、写真やメッセージを共有することで新しい情報を得ることができ、
今や、電子メールや電話に代わるインフラとなってきた。今後のスマートフォンやアプリ
ケーションの技術の開発によって、さらにこの動きは深まっていくものと予測される。
５．３

ソーシャルメディアの新たな展開

技術の発展にともなってソーシャルメディアも進化しさらなる可能性を見ることがで
きる。ここではリアルタイムに映像を中継できるソーシャルメディア、ソーシャルテレビ
の利用により、復興や防災への応用を検討する。
(１)

ネットワーク中継・生放送
今までのインターネットは検索によってサイトを見つけてアクセス開始できる
ので、最新情報を検索ロボットが検出するにはタイムラグが発生し、インターネッ
トはテレビの即時性に劣っていた。映像と音声をネット中継する Ustream は、2010
年 4 月に日本版が提供されツイッターと同期出来る機能を持った即時性のあるソー
シャルメディアである。
Ustream は映像配信だけでなくリアルタイムの反応が帰ってくるので、テレビ放
送のように単に映像を流して見るだけのメディアではない。Ustream のソーシャル
ストリームはツイッターのタイムラインにも投稿されリンクアドレスやタグ等番
組情報が自動挿入されるので番組に関心を持った人を呼び込むことができる。ソー
シャルストリーム上の視聴者の発言でネット中継が盛り上り、友人にも視聴を伝播
することにより、リアルタイムな体験を共有できる新しいタイプのソーシャルメデ
ィアである。
Ustream はネット中継の開始予告をツイッターのタイムラインで流す、番組中に
ソーシャルストリームからツイッターへ中継情報を流す、さらにテレビのように
Ustream のサイトで内容と時間を予告し視聴者がその時間に受信する方法があり、
機動力のある番組放送が出来る。
Ustream を使えば地方もテレビ放送を自前で行える様になり、全国で町おこしの
一環として活用され始めている。2011 年 7 月大阪で「USTREAM 都市宣言 in 大阪」1が

1

http://kokucheese.com/event/index/12487/
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開催され地方都市からの情報発信が進んでいる。町おこしは普段は別々に活動して
いる人達の活動発表や意見交換による連帯感や情報共有が大切であり、ソーシャル
メディアが活用されている。
復興はまだ途についたばかりである。仮設住宅等で避難生活を送る 30 万人の人々
の暮らしは多くの問題が山積しており、これを支えるボランティアの人たちは悪戦
苦闘している状況である。復興を支えるボランティアの人々も Ustream を積極的に
利用している。遠野まごころネット2
は 2012 年 3 月港区赤坂にて復興支援
検証会議を緊急開催し、ボランティ
アのリーダが今までの支援の問題点、
今後の支援のあり方、被災者側から
みた支援など真剣な議論がおこなわ
れた。この会議は Ustream で中継さ
れ約 1250 名の人が Ustream により視
聴した（図 5.3-1）。

図 5.3-1

復興支援検証会議

ニコニコ動画は閲覧者が再生画面
上にコメントを書き込む機能や、投稿者との交流機能が特徴である。この特徴を活
かしてニコニコ動画の生放送と動画共有サービスを利用すれば、復興支援に役立て
る事が出来る。
（２）

ソーシャルテレビ
ソーシャルテレビの明確な定義はないが、テレビ放送の番組受信だけでなく、イ
ンターネット上にあるオンデマンドコンテンツのダウンロードによる受信、ソーシ
ャルネットワーキングサービスも利用できる。テレビを観る機能が付いたパソコン
と基本的な機能は同様であるが、インターネットの一部を切り取り簡単な設定や操
作で楽しめるよう特化している所が特徴である。インターネットにより友人や田舎
の両親と会話を楽しむという、かって、一家団欒でテレビ鑑賞を楽しんだ雰囲気を
懐古するような利用が考えられる。
操作性が簡単なソーシャルテレビは復興や防災に応用出来そうである。

１）

震災の証言・記録
震災で辛い体験をされた被災者の方は多い。そっと過ごされるのも方法であるが、
被災者の方々が震災体験を語り、その貴重な証言を記録すれば皆が共有できる。震
災の記録や被災者の方々の体験を残す事は、震災を風化させず永く続く復興活動の
支えになる。
スマートフォン等に組み込まれたソーシャルメディアを利用して、震災情報や体

2

http://tonomagokoro.net/
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験を記録した震災アーカイブは貴重な社会資産となる。この震災アーカイブの再生
にソーシャルテレビを利用すれば、ソーシャルメディアを通じて多くの人が震災情
報や震災体験を共有でき、これからの社会基盤としてのソーシャルメディアが進展
する。
２）

防災放送との連携
今回の震災でテレビ放送による津波警報は全国一律に出され、現在住んでいる地
域が津波に襲われていると思わずに避難が遅れ亡くなられた方も多くおられたと
想像される。地区の防災組織が公設インターネット放送局を利用して発令した緊急
避難勧告をソーシャルテレビで受信すると、緊急画面に切り替えあらかじめ定めら
れた避難場所への誘導を行うなど防災放送の受信機として応用可能となり、より多
くの人の命を救うことが出来る。また多くの住民を対象とした避難訓練にも利用で
き、このようなソーシャルメディアを地方行政機関が日頃の業務の一環に利用して
いれば、震災のような非常事態において住民の生命を守る事に役立つ。

５．４

ソーシャルメディアの課題

東日本大震災ではソーシャルメディアは情報伝達のツールとして役割を果たした。これ
は、阪神淡路大震災などや以前の災害時の状況と大きく違っている。ソーシャルメディア
による情報伝達とその速さは、震災の直後から重要な情報提供の場になった。ツイッター
では、震災の直後からありとあらゆる情報が発信されていた。ソーシャルメディアが、安
否確認や被災地からの情報や支援のための情報交換などにその有用性を示した。
東日本大震災において、ソーシャルメディアの存在が大きく認識され、その利用が広ま
った。利用の機運が大きく高まったとはいってもその範囲は未だ一部であり、災害時など
の情報伝達の手段としてのソーシャルメディアへのさらなる期待や、事例を通してのソー
シャルメディアの課題も見えてきた。
（１）

災害時の通信手段の確保
地震発生後の 12 日には最大で 2 万 9000 を超える基地局が停波した3 。地震の直
後には携帯電話は通話の殺到と発信規制によりつながらない状態が続いた。被災地
では、固定、携帯電話、インターネットのすべての情報通信へのアクセスが不可能
であった。首都圏や他の地域では、有線や無線のブロードバンド回線によるインタ
ーネットの利用は可能であった。首都圏では、無線によるインターネットの接続に
よって、スマートフォンのメール、ソーシャルメディア、地図サービスなどを普段
のように利用することができた。通信環境が比較的安定していたことによって、ソ
ーシャルメディアが活躍することができた。災害時に確実な通信インフラの確保が

3

平成 23 年版
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重要であるが特に、インターネットに接続できる通信環境が有用であることが認識
された。今後は、衛星通信の利用4 など災害に強いブロードバンドネットあるいは、
インターネット接続や交換拠点の分散化などの通信インフラの強化も必要になる
であろう。
企業などでは災害に備えて用意されていた電話回線による安否確認ツールが機
能せず、ツイッターなどのソーシャルメディアが利用された。電話や携帯電話メー
ルよりも災害時にはソーシャルメディアによる方が機能した。自治体の中には災害
時の音声通話から緊急情報提供用にツイッターを利用するようになったところも
ある。ソーシャルメディアは、普段から大規模な利用者を実時間で処理しており、
一般のホームページや携帯電話のメールシステムよりも負荷の集中に対して強い。
自治体などのホームページによる情報発信もアクセスの集中に対してソーシャル
メディアでバックアップされた事例もある。通信環境が確保されていればソーシャ
ルメディアは集中する負荷に対しても対応できることが示された。首都圏などでの
大災害を想定した時に、無線アクセスポイントを増加してインターネットによって、
スマートフォンなどによるメール、ソーシャルメディア、地図サービスなどを普段
のように利用することができれば避難や援助活動にとって有効なツールになる。多
くの事例から、自治体や企業、個人も災害時にインターネットへの接続手段を持つ
ことが大切であることが認識された。
（２）

災害対策・支援システムの運用基盤の整備
グーグル日本法人では、地震発生から１時間後に消息・安否情報を書き込むサイ
トの日本語版の「パーソンファインダー」を稼働させた。これは 2010 年 1 月のハ
イチの大地震やニュージランドの地震後にも開設された。さらに日本発の「避難所
名簿共有サービス」を立ち上げ避難所の名簿写真を掲示しながら、ボランティアに
よって「パーソンファインダー」への転載も行われた。震災や復興関連情報を集め
た「sinsai.info5 」は、大震災発生後 4 時間足らずで開設された。基盤となったソ
フトウェアは、ハイチ地震やニュージランド地震の際に災害情報集約システムとし
て利用されたオープンソースのソフトウェアである。「sinsai.info」は、Web フォ
ームの投稿情報、メールからの情報、ツィッターから収集した情報などにより被害
状況や避難所、安否情報や雇用情報などの情報が登録され、地図上で情報の位置を
見ながら閲覧できる。この開設や運用に参加したのは全員が個人のボランティア技
術者である。最初は個人のサーバで立ち上がったが、企業のバックアップにより
Amazon Web Services のクラウドサービスを無償で利用している。また、「Hack for

4
5

宇宙航空研究開発機構、報通信研究機構、超高速インターネット衛星「きずな」による東日本大震災の
災害対策支援について、「プレスリリース」2011 年 3 月 20 日
http://www.sinsai.info/
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Japan6 」は IT 企業の技術者が集まる、東日本大震災の復興支援のためのアプリケ
ーション/サービス開発のためのコミュニティである。インターネット上での呼び
かけで 600 人以上の人が賛同し集まっている。「ボランティアセンタ管理システム」
など被災者支援のアプリを開発した。このように被災者支援のために多くの IT シ
ステムが立ち上がり、それらは、個人や企業のボランティアで行われた。多くの IT
ボランティアによって数多くの Web サイトや被災者の復興を支援するためのソフト
ウェア、スマートフォンのアプリケーションなどが開発されて利用された。
利用された各種の支援システムやそのソフトウェアについてこれからの復興に
おいてこれからも長期的にも有用なものは、ボランティアの力だけでなく恒久的な
維持・保守体制やシステム運用体制である。
未曾有の大震災での事例を踏まえて、大災害の発生時に自治体などの持つ被災者
の安否情報や避難情報などをインターネットを活用して伝達する仕組みが必要で
ある。複数の自治体や異なる機関の持つ情報を一括して検索できる仕組みが事例か
らも有効に働いたことが分かる。今後、複数の組織を統合するような災害時の情報
提供のシステムが必要である。
大災害の発生時に IT インフラの確保と維持のための体制づくりや支援システム
などの有効なソフトウェアの開発、データセンタなどのシステム運用インフラ整備
などが必要である。災害に対する IT システムを専門的に研究開発して災害時には
システム運用の拠点となるような組織と施設があってもよい。この拠点を東北地方
に置けばさらに復興支援にもつながってくる。
震災で多くの支援サイトが立ち上がり物資の支援が行われた。必要な物資は様々
であり、支援サイトは大いに役立だった。しかし支援サイトの情報形式は統一され
てはいないので、支援サイトにアクセスし情報を取得するのが難しい。多くのサイ
トにアクセスし必要な支援物資を確かめて行くのは支援を受ける被災者側も、支援
する側もマッチングに多くの手間がかかる。支援物資情報規格が定まれば、支援を
受ける側は検索が大変容易になり、早いタイミングで物資を受け取る事が出来る。
また被災者全体の支援必要物資数が分かるので無駄な支援も少なくなり、双方にメ
リットがある。また、災害時の、例えば安否確認の情報などの情報提供についても、
基本の情報につては非常時に素早く情報の共有・交換するための情報形式や書式を
標準化しておくことも必要課題となる。各自治体から共通の形式で情報がホームペ
ージなどから発信されればそれを集約して提供する作業も容易に素早くすること
が可能になる。震災情報の規格化が必要である。
（３）

情報弱者への対策
大震災では、ソーシャルメディアは世界中の知恵や善意を被災者に集めたが、イ

6

http://www.hack4.jp/
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ンターネットやソーシャルメディアを使いこなす人々だけが恩恵を受け、使わない
人はとりのこされる情報格差デジタル・ディバイドの課題も明らかにした。
ツイッターでは、震災直後から被災した人々に向けて「#prayforjapan」のハッ
シュタグがつけられた数多くの応援メッセージが海外から届いていた。ツイッター
やフェイスブックなどの SNS でいつもの人たちとインターネットで交流できたこと
は安心感につながっていたという声が多くある。
しかし、大震災の直後からインターネット上にあふれた情報を見ていたのは主に
非被災者であった。「2010 年

通信利用動向調査」では、個人のインターネットの

利用率は東京の 83.6％に対して、岩手、宮城、福島の 3 県平均は 71.8％で「SNS（交
流サイト）に参加」している人は 5.4％で東京の半分である。肝心の被災地では情
報インフラの被災とともにインターネットのアクセスの面では利用には限界があ
った。未曾有の大震災の中で、絆やつながりにツイッターが利用されて、ソーシャ
ルメディアの世界が広がったと積極的に評価されるなかでインターネットやソー
シャルメディアの利用を広げることは課題となる。
地域密着の情報を発信する「地域 SNS」を普段から利用し、災害時には避難情報
などを提供する自治体の動きがある。このような動きは、インターネットのアクセ
ス力を高めていくことにつながる対策になる。災害時に、インターネットの復旧や
避難所などへのパソコンの設置などの復旧や支援の優先度を考えることも必要に
なる。被災者が自ら利用できるようになることも重要である。
ソーシャルメディアの普及は、使う人と使わない人との情報格差を生み出しそれ
を益々拡大させる恐れがある。情報格差は、災害時には生死に関わることもあり得
る。インターネットを介して情報にアクセスすることにハンデキャップ持つ人を情
報弱者としてしまう。情報弱者は、災害弱者にもなりやすい。情報アクセスへのハ
ンデキャップは、ディスプレイやプリントが見えない、音声が聞き取れない、発音
が困難、キーボードやマウス、タッチパネルなどの操作が不自由など障害によって
さまざまである。また高齢者には、細かな字が読めない、細かな操作が不得手、操
作の速度が遅いなどの情報アクセスへのハンデキャップがある。ソーシャルメディ
アが、情報弱者への援助を差し伸べる手段ともなるように災害時の高齢者や障害の
ある人たちを支えるための研究も必要である。
（４）

デマ情報の対策
ソーシャルメディアは利用者が直接情報を発信できることが特徴である。ツイッ
ターなどを利用して災害状況や道路や交通機関などの状況など、当事者が自ら、新
聞やテレビなどでは伝えられない情報が発信された。利用者の直接発信ということ
で、ソーシャルメディアでは、新聞やテレビのように裏づけをとっていない、多く
のデマ情報も飛び交った。普段から情報を見極めるのに慣れているはずの人たちも
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たびたび誤報を発信している。ソーシャルメディアは災害時に役立つツールではあ
るが、デマや流言などの不確かな情報を瞬時に拡散させ混乱を生んでしまう。ソー
シャルメディアはデマ情報が伝播しやすいことが浮き彫りにされた。
政府や地方自治体、企業、マスコミ、専門家などが公式アカウントでツイッター
から情報発信を行った。デマや流言を含めて様々な情報が錯そうする中で確かな情
報の入手に信頼できる情報源の確認は必要である。ソーシャルメディアの情報は、
基本的に個人の発言の集まりで、情報のほとんどは一般の人の個人的発言となる。
間違った情報、誤解なども含まれることを前提に情報をどのように利用するかソー
シャルメディアの利用知識を高めておくことも必要になる。
また、誹謗中傷などを広めないなど自らも誤った情報の発信者にならない注意も
必要である。
５．５

ソーシャルメディアによる安全安心社会をめざして

わが国の地震予知の公式機関である地震調査研究推進本部7のホームページでは、南関東
で 30 年以内にマグニチュード７級の海溝型地震の発生確率は 70％程度と発表している
（2001 年に公表し、以降変更していない）。今年になって、東京大学地震研究所はマグニ
チュード 7 級の首都圏直下型地震が 4 年以内に約 70％の確率で発生するとの試算を発表
（2012 年 1 月 23 日）し、京都大防災研究所も、マグニチュード７以上の首都圏直下型地
震が 5 年以内に 30％弱の確立で発生の恐れがあると発表した。3 月には、文部科学省の特
別プロジェクト研究チームが、「沈み込むフィリピン海プレートと陸のプレートとの境界
が従来想定より約 10 キロ浅いことが分かり、首都直下地震のひとつである東京湾北部地震
の揺れは、従来想定の震度６強を上回る震度７の地域がある」との推定を出した。さらに
南海地震、東南海地震、東海地震の三つが同時に起これば巨大津波の可能性も指摘されて
いる。色々な視点からの予測であるが、どこで大災害が起こってもおかしくない震災国日
本では、国をあげて大災害に備える対応を立てることが必須である。
阪神淡路大震災はインターネットが使われ始めた時期に発生し、インターネットが災害
に有効だと話題になった。日本でソーシャルメディアが普及期に発生した今回の東日本大
震災では、ソーシャルメディアは情報伝達のツールとして実際に役立った。
これまで、東日本大震災で利用されたソーシャルメディアの事例や課題を述べてきた。
これらの事例を次の震災やこれからの社会基盤として活用していくためには、必要なこと
は何か、について考察する。

7

地震調査研究推進本部：平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災は、我が国の地震防災対策に
関する多くの課題を浮き彫りにした。これらの課題を踏まえ、地震に関する調査研究を政府として一
元的に推進するための機関として設置された（現・文部科学省内）。
http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02L.htm
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５．５．１

ソーシャルメディアとの連携

大災害発生直後には、迅速・正確な通報、指示、安否確認、連絡手段や生き抜くための
支援などが求められる。東日本大震災においてもソーシャルメディアがこれらの活動に直
接的にまた間接的に関わり、効果を発揮したが、ソーシャルメディアを既存のシステムや
機能との連携をはかることによってさらに有用性を高めることができる。
（１）
１）

災害の通知・指示とソーシャルメディアの連携
緊急通報システムとの連携
大災害発生直後に災害の通知・指示をするものには、国が提供している「全国瞬
時警報システム J-ALERT(J-アラート)8」や「NTT ドコモのエリアメール9

など通信

事業者の緊急メールシステム」がある。これらとツイッター、フェイスブックなど
のソーシャルメディアを連携することによって、緊急を要する避難指示、通報など
はより広く周知でき確実な通報が可能になる。
２）

ライブカメラとの連携
危険区域（河川、海岸、混雑する交差点など）へ設置されるライブカメラの映像
情報や、ネットライブ放送（インターネット放送局）などの映像情報をソーシャル
メディアと連携することによって災害情報をより広く伝達することが可能になる。
大災害時に立上げられる「臨時災害放送局（FM 局）」10とソーシャルメディアの連携
なども考えておくべきである。

３）

放送メディアとの連携
大震災発生の数時間後に広島の中学生が NHK の放映内容を断り無くソーシャルメ
ディアに投稿し、NHK が追認した事例もあった。この後に NHK 自身がソーシャルメ
ディアを通して時限ではあるが公式配信を始めた。大災害の発生時に正確な情報を
素早く広く伝えるために、放送メディアとソーシャルメディアが相互に連携するル
ール作りをしておくことが有効である。

４）

自治体の Web サイトとの連携
被災地で、インターネットが使える環境にあれば、信頼できる Web サイトとして
自治体のサイトが重要になる。自治体の Web サイトは、被災地で多く利用された Web
サイトの 2 番目に上げられている。今後は、情報発信だけでなくフェイスブックや
ツイッターなどのソーシャルメディアと連携した双方向の情報交換についても検
討しておくべきであろう。

8

該当地域の同報系防災行政無線をつなぐことが出来るシステム
エリアメール：気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、地方公共団体が発信する災害・避難情報な
どを受信することができる NTT ドコモの携帯電話向けサービス。対象エリアにいる利用者に限定して配
信するため、輻輳の影響を受けないとされている。Au やソフトバンクも対応している。
10 臨時災害放送局（FM 局）
：臨時目的放送のうち、地震、大規模な火事などの災害発生時に、その被害を
軽減するために役立つことを目的に放送を行う放送局。東日本大震災では２７局開設された。
9
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（２）

安否確認・連絡とソーシャルメディアの連携
死者・行方不明者の情報は、警察庁・県警から裏づけのある確かな情報として提
供されるが、大震災発生直後の停電、電話網・災害無線の破壊などインフラが大被
害を受け混乱している避難所などでは、とにかく情報が欲しいという要望が強い。
安否の確認・連絡は、口コミ、紙による掲示、固定・公衆電話や携帯電話・スマー
トフォンなどによる災害伝言ダイアル（171）、災害伝言掲示板、メールなど多様な
手段が試みられる。
避難者へ呼びかけてスマートフォンなどを使って安否確認の投稿を助けるボラ
ンティア、紙情報（紙情報を写真にしたもの）などを手作業によりデジタル化する
ボランティア、ツイッターへ投稿された安否情報を未確認と断りそのまま放送した
地方のラジオ局、google person finder へ情報提供した NHK などソーシャルメディ
アとマスメディアの連携も見られたが、いろいろなツールが乱立し情報の共有面で
は課題も見えてきた。安否の確認・連絡手段などにソーシャルメディアが果たすべ
き今後の対応について考察する。

１）

安否の確認・連絡の簡易化、標準化
固定・公衆電話、携帯電話・スマートフォンなどによる災害伝言ダイアル（171）
や携帯事業者の災害伝言掲示板などの既存の手段の簡易化や操作の標準化を一層
進めるとともに、インターネット電話(Skype、LINE など) の利用やソーシャルメデ
ィアとの連携を進める。また、高齢者、身体障害者、外国人など情報弱者となりや
すい人達に対しても、操作の容易な標準化されたシステムの提供が必要である。こ
のためにソーシャルメディアが有効な手段になる。

２）

安否の確認・連絡を担うアプリケーション間の連携
いてはミクシィがロ

利用者
③

グインしたことによ

利用者
④

り安否確認（その利
用者が生きている証

安否確認システム④
セキュリティ会社

利用者
⑤

安否確認システム③
通信キャリア
災害伝言ダイアル
災害伝言板
災害伝言掲示板

拠）をした事例があ
る。これは、通常の
機能を安否確認に利
用した例である。今
後の安否の確認・連

・
・
・

デジタル化
したデータ

Google
Person
Finder

利用者
②

情報交換アプリケーション
安否確認システム①
＜標準化された：APIとデータ交換形式＞

SNSなど

【データ交換形式ではPFIF＊も有力な候補】
(＊People Finder Interchange Format)

利用者①が安否確認システム①に問合せ、見つからない場合には
情報交換アプリケーションを経由して、安否確認システム②に問合せ
以下、次々に他の安否確認システムに問合わせる

から使われていて収
集された情報が他の

口コミ
掲示板情報
放送・新聞
（マスコミ情報）

安否確認システム②
安否確認システム⑤
企業提供
システム

絡に対応するアプリ
ケーションは、平時

口コミ・紙情報などはデジタル化
して安否確認システムに問合わせ

東日本大震災にお

図 5.5-1

安否確認アプリケーション間の情報の
共有化の例
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利用者
①

アプリケーションへ公開できる仕組みや、各アプリケーション間の連携が緊急時に
直ぐに対応できるなどの機能があるとよい。
３）

アプリケーションやデータの交換手段の標準化
様々な安否確認のアプリケーションが連携すれば利用者はより大きな利便性を
持つことが出来る。アプリケーションの連携のための API（Application Program
Interface）とデータ交換標準を決めて情報交換アプリケーションを用意すれば連
携は容易になる。グーグル社の PFIF11は「XML ベースで氏名、年齢、住所、登録日」
などが決められており、標準の一つの例となる。

５．５．２

教育・訓練・育成へのソーシャルメディアの活用

教育・訓練の重要性は、大震災前から津波防災教育・訓練を徹底して、生徒 3000 人が
無事で『釜石の奇跡』12といわれている釜石市の例からも明らかである。平時からの防災
の意識の教育と避難訓練が有益であることが確かめられた。
（１）

教育・訓練経験・訓練マニュアルなどの共有とソーシャルメディアの活用
2012 年 2 月 3 日、東京都が東京駅、新宿駅、池袋駅の主要 3 駅を中心に 1 万人の
参加者で実施した大災害を想定した防災訓練では、被災者の誘導にデジタルサイネ
ージや離れた場所からでも聞くことの出来るスピーカによる誘導なども試された。
新宿駅周辺ではツイッター、フェイスブック、ミクシィに対して災害発生の通報や
避難所への道案内などが通報された。参加者からは避難所がなかなか見つけられな
いなど操作面での課題も指摘されていたが、スマートフォンの普及は進んでおり、
スマートフォンからのソーシャルメディアの使用者も増え、その活用範囲は広がっ
てきている。これからの防災では、ソーシャルメディアをもっと利用することを考
えるべきである。
大災害の発生の局面も一定ではない。教育・訓練もいろいろな状況を想定して行
われなくてはらない。また高齢者など助けの必要な人、居住者ではない労働者、出
張者、観光客、外国人など情報弱者に陥る恐れの多い人への配慮も必要である。

（２）

地域コミュニティ・ボランティアの育成とソーシャルメディアのリテラシの向上
各自治体は自治会などの地域のコミュニティやボランティア団体などを平時か
ら育成・支援しておくことが大切である。大災害時には自治会の組・班単位にある
誘導班・救護班などにソーシャルメディアの利用できる人を育成・訓練して配置し
ておくことを検討してもよいのではないか。

11
12

People Finder Interchange Format：３．１．１（５）参照
釜石市は群馬大学大学院の片田敏孝教授が 8 年前から防災・危機管理アドバイザーとして指導してき
ていた。
「てんでんこ：古くから三陸地域に伝わる、人のことは考えずに自分が先ず逃げろの教え」と
ともに子供たちは自分たちの判断で高台を目指して避難した。
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（３）

企業・団体でのソーシャルメディアの活用のための規定作り
企業、団体では利用規定を定めてソーシャルメディアを積極的に活用すべきであ
る。企業人にソーシャルメディア利用者は多いが、企業内から個人が勝手に情報発
信することには問題もある。利用規定を定め、災害時に対応できる訓練もしておく
べきである（例えば部門単位に業務用フェイスブックページを開設して災害時用に
安否確認機能を追加し、訓練しておくなど）。

５．５．３

救済と復興への対応

直後の混乱から数日後には被災地でも生活が始まり、ビジネス活動も一部で行われるよ
うになる。仮設住宅管理、支援物資の管理、支援金分配、ボランティアの管理などの機能
を持つシステムが必要になる。あるべき被災者支援システムについて考察する。
地方自治センター（LASDEC）は被災者支援システム13を提供しているが、今回の被災自
治体では使われなかった。折角用意されていた被災者支援システムが、東日本大震災時に
は利用されなかったことになる。
（１）

被災者支援システムの枠組み
被災者支援システムは、混乱と激しい変化のなかで運用され、状況に応じて柔軟
な対応が必要であり、システムの運用においても事前の訓練が必要であり、それが
十分に行われていなければ機能することは難しい。
仙台市では、2011 年 3 月 11 日には 300 箇所の避難所に 10 万人の避難者がいたが、
1 週間後に 2 万人、10 日後には 1 万人、3 月 25 日には 5000 人と激しく推移したと
いう。また支援物資についても積まれたまま余っている避難所、近くにあっても避
難所に指定されていないところの避難者には物資が届かない、また募金の分配でも
不公平な部分が出るなど今回も、神戸・淡路大震災時の課題は生かされず、折角の
支援が非効率なものとなってしまったという。
仙台市総務企画局情報政策部

参事（兼）情報政策課長

今井

建彦氏は、2011
14

年 11 月に開催された、公開セミナ「東日本大震災と自治体 ICT」 において「復興
支援システムの枠組みは国の役割にし、クラウドシステムとしてサポートすべきで
あると思う」と発言している。
今井参事は、「地方自治センタ（LASDEC）の被災者支援システム」をクラウドサ
ービスとして国が提供することを想定しているようである。東日本大震災時に、こ
13

14

地方自治センタ（LASDEC）提供の被災者支援システム：阪神・淡路大震災のさなかに西宮市で開発さ
れ、順次拡張中。災害発生時における地方公共団体の業務（被災者支援、避難所関連、緊急物資管理、
仮設住宅管理、犠牲者遺族管理、復旧・復興関連、倒壊家屋管理、要援護者支援システムなど）をト
ータル的に支援。総務省から平成 21 年 1 月に「被災者支援システム Ver2.00」が全国の地方公共団体
に CD-ROM で配布された。西宮市情報センタが導入支援。共同アウトソーシングの動きもでている。
公開セミナー「東日本大震災と自治体ＩＣＴ」
http://www.city.sendai.jp/soumu/jyo-seisaku/isn/pdf/07Sendai.pdf
http://www.city.sendai.jp/soumu/jyo-seisaku/isn/pdf/07Sendai_gaiyou.pdf
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のシステムの適用を検討されたが、「政令市用にカストマイズして採用するには、3
ヶ月も掛かり費用も多額になるので今回は現実的ではなかった。必要に応じて現状
のシステムに最低限の追加・変更を加えることで間に合わせた」とのことであった。
＜以下は今井参事の意見の一部抜粋＞
『復興支援システムの枠組みは，国が実施すべき・・・
・復興時に発生する業務は各自治体で共通する部分も多い
・一つの自治体で準備するのは難しい，自治体ごと，各県ごとに必要なものでもない
・SaaS 方式15で作ったものを提供できるようにしておくこと
・業務のマニュアル化が出来るものであり、マニュアル化出来ており、予め訓練された要員を
育てておけば、被災地外の自治体からの応援を受けた場合でもすぐに対応できる（仙台市では
他自治体から３００名くらいの応援を得た）
・通信網を被災地に緊急に展開する基本となるのは，携帯電話の利用
など・・』

システムの開発、維持管理と標準マニュアル作りや、実運用を行うクラウドサー
ビスやスマートフォンの利用などのソーシャルメディアとの連携などをあらかじ
め国レベルで考慮されるべきである。そしてシステムは、通常の住民情報システム
などと連携していることが必要であり、災害発生時の個別対応への準備などきめ細
かい対応ができるように変更の容易性と平時から訓練できることが大切である。
（２）

長期にわたる支援の仕組み
被災地のほとんどの自治体が、2011 年の 10 月ころまでに災害復興計画を策定し
ているが、それによれば元に復旧するのではなく、10 年先を見据えて新しい地域の
創造を掲げている。
ソーシャルメディアに関しては、ツイッターアカウントを取得し情報発信をして
いる自治体16は増える傾向にある。そのなかで気仙沼市は、市広報、市ホームペー
ジの他にフェイスブックなどソーシャルメディアを活用してより積極的な広報活
動を展開し、震災後に支援を受けた NGO・NPO・市民（自治組織）・企業・大学など
とのネットワーク形成、気仙沼市の復興のための提案をデータベース化することや
外国語によりフェイスブックページや市のホームページを海外へ紹介することを
計画している。しかし、使われ方は、未だツイッターやフェイスブックで情報発信、
情報交換を行う程度に留まっているように思える。
また、ほとんどの自治体が協同して情報システムのクラウドサービス化を検討す
るとしている。被災地ではないが、佐賀県武雄市は従来からツイッターやフェイス
ブックに積極的に取組んでいて、全国の自治体から注目されている。2011 年 8 月 1

15
16

SaaS 方式：ユーザが必要な機能を必要なときに利用でき、利用する機能に応じた分だけの料金を支払
うソフトウェア（主にアプリケーションソフトウェア）あるいはその提供形態。
被災地自治体では大船渡市、陸前高田市、気仙沼市、東松島市などがすでに情報発信をしており、南
三陸町など検討中の市もある。
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日には市のホームページを全面フェイスブック化し、全職員がアカウントを持ち、
情報共有や議論の活発化に役立てている。これらの取組みにより、従来 5 万件／月
のアクセスが 330 万件／月のアクセスへと急上昇した。この親近感の向上を利用し
て市直営の特産品の販売サイトを開設し効果をあげている。
５．５．４

優れたボランティア団体の支援システムの標準・恒久的なサービス化

災害時対応のソーシャルメディアはオープンソースをベースに開発されているものが
多く、これらは各地で起こる大災害への対応を経験しながらレベルの高いものに育ち続け
ており、今後の大災害発生時にも即座にサービスを立上げることは期待できるだろう。
日本発の優れたサービスも現れた。これらは今回限りのサービスではなく恒久的なサー
ビスとして、これからのわが国の大災害時対応は勿論海外で災害が発生した時にも支援に
駆けつけるときのツールとして期待できる。
（１）

日本発：海外へもサービスできる体制
災害支援をサポートしたボランティアが共同で情報提供した「sinsai.info」、災
害ボランティア情報を纏めている「助けあいジャパン」など充実したサイトは、わ
が国の災害時対応プラットフォームとして恒久的に用意しておくことを考えるべ
きではないか。
海外、特にアジアなどで災害発生時にわが国が即支援できる体制などを考えてお
くべきではないだろうか。国レベルで恒久的なサポートを考えるのが望ましい。

（２）

グローバル企業の災害支援システムを使いこなせるボランティア団体の育成
東日本大震災で使われた各種のシステムを総括し、さらに、グーグル、ツイッタ
ー、フェイスブックなどのグローバル企業のサービスについてもその動向を注視し、
これからのあるべき災害支援システムや使いこなせるボランティア団体などの支
援・育成を心がける必要がある。

（３）

認識されているソーシャルメディア普及の障害となっている課題への対応
ソーシャルメディアの普及の障害となっている課題は、それぞれの事業者も十分
に認識しており、対応に期待したいが、災害時にインターネット環境が確保されれ
ば、ソーシャルメディアは、重要なツールとして考えることができる。
・

スマートフォンなど負荷の高い機器の出現に対する通信インフラの拡充

・

長時間使用できる電池開発

・

スマート TV の進化などとともにマスメディアとソーシャルメディアの連携
被災地の自治体が行政機能を失うということは，災害復旧ができなくなるという

ことである。前述の今井参事は、「そのとき一番普及しているものが一番役に立つ
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ものである。今なら最も普及している携帯電話に届くエリアメールが一番役に立つ
だろう。スマートフォンが普及していれば、ソーシャルメディアが大いに活用され
るだろう」と言っている。現在進んでいるスマートフォンの普及、ソーシャルメデ
ィアの成長を考えると、今後は、ソーシャルメディアは情報発信、情報交換のレベ
ルに留まるのではなく、被災者支援業務全般に取入れることが出来ると思われる。
５．６

おわりに

ソーシャルメディアの急速な広がりやスマートフォンの急速な普及は、情報伝達のあり
方を大きく変え、社会の姿や企業の活動を変えている。ソーシャルメディアやスマートフ
ォンの世界的普及は、サービスを国内だけでなく、世界同時に配信できるようになった。
日本発のサービスや技術を世界市場に送り出す可能性が高まっている。クラウドコンピュ
ーティングの普及によって情報システムの構築の初期コストは低く抑えることができる。
またグーグルの基本ソフトウェア「アンドロイド」の広がりによって日本のベンチャー企
業でも世界で競争できる機会が出てきている。日本では、今こそ、特徴的な製品・サービ
スを生み出すチャンスである。
震災の被災者の支援や復興のために IT スキルを役立てたいという思いで多くの IT ボ
ランティアが集まり開発に参加した。ツイッターなどでの呼びかけに応じて集まった
技術者達が自発的に共同作業を進め、数多くの Web サイトやスマートフォンのアプリ
ケーションが開発されたことは大きく評価される活動であった。このように衆知を集
めて短期間で開発を行う活動は、これからの新しい IT 開発の方法を示すものとしても
期待される。
一般の企業にとっても、IT こそが付加価値向上のために最も必要な技術になる。IT は、
組織や業務のあり方、スピードを変革する原動力となっている。インターネット経由でソ
フトウェアを利用できるクラウドコンピューティングの普及は巨額の投資をしないで先進
的企業でなくても最新のソフトウェアを利用することを可能にしている。そしてソーシャ
ルメディアは先進的企業で活用されてきている。ソーシャルメディアを利用したマーケテ
ィング活動は、市場の声や、最新の世界の情報を居ながらにして得ることを可能にした。
ソフトウェアとサービスの力によって顧客満足を高めて、モノづくりから企業の再生を図
るときである。
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付録 ソーシャルメディアが果たした役割（俯瞰）
情報ニーズ
１．

巨大地震発生
（2011.3.11）

今、何が起きているのか！
（地震・津波・原発事故）

２．救助要請（助けて！）

情報発信者と実行者
・個人
・自治体
・報道機関
(NHK,民放)

・個人
・病院
・施設

伝達手段
（ソーシャルメディア中心）

・肉声
・避難放送（スピーカ）
・ラジオ(AM/FM),TV,Radiko,新聞
・Ustream,ニコニコ生放送
・YouTube,ニコニコ動画
・ツイッター,ミクシィ,メール
フェイスブック,Skype
・肉声
・SOSマーク(屋上)
・メール,ツイッター,ブログ,
sinsai.info

①ソーシャルメディア企業・団体：機能強化＆設備増設
②企業/自治体/等：特設サイト立上③SNSとWeb・ブログ連携
３．情報提供・情報共有
--生活関連
--交通機関・避難所
--世界との繋がり
４．安否確認

５．緊急生活物資

６．自動車通行情報

７．原発事故
--放射能情報

・行政府,自治体,報
道機関,ポータルサ
イト企業,団体,個人
・個人(被災者)
・自治体/警察
・報道機関
・企業/団体
・ボランティア
・自治体/社協
・NPO/NGO,個人(被
災者/支援者)
・通販事業者
・自動車・カーナビ
メーカ/NPO/ポータ
ルサイト企業連携
・専門家チーム(東大)
・文科省

・特設サイト,SNS,sinasai.info,
・Wikipedia
・尋ね歩き
・紙掲示板(役所,避難所)
・ミクシィ/フェイスブック,ツイッ
ター(#anpi),特設サイト(安否登
録/検索:PersonFinder,Picasa,
shinsai.info等)

ソーシャルメディア

ソーシャルメディアが果たした役割
・個人が甚大な被災状況を世界に発信
（動画,ツイッター,ブログなど）
・被災地域でもスマートフォンなど
でTV/ラジオを視聴可
（NHK,民放：Ustream,Radikoなど）
・TV/ラジオ番組再配信
（NHK,民放：Ustream）
・Skype通話は使えた
（携帯/固定電話:規制/停電で通話劣化)

・携帯メール→ツイッター(拡散)
→消防ヘリで救出
・有名人ブログ：救助要請
→防衛省対処
・地震/津波/原子力事故の各地被害
状況/対応策/生活支援情報提供
・SNS+Web:告知はSNS,詳細はWeb
・世界から賞賛/激励多数(SNS)
・情報収集は人。ソーシャルメディア
は警察・自治体と連携,精度の高い安
否情報を提供

・特設サイト,ブログ,SNS,YouTube
・既存物販サイト

・首長自ら支援要請（YouTube）
・個別支援の需給マッチングは良好

・特設サイト (Google Crisis
Response,G-BOOK)

・信頼性が高い自動車道路通行状況情
報を提供

・ツイッター
・特設サイト(放射線モニタリング)

・正しい知識を提供
・地域毎の線量データ告知
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(国/自治体の集積支援物資配布は遅延→課題)

付録 ソーシャルメディアが果たした役割（俯瞰）
情報ニーズ

情報発信者と実行者

伝達手段
（ソーシャルメディア中心）

８．募金

・ヤフー,ミクシィ、 ・既存Webサイトに募金サイト
を追加
グルーポン他
・自治体(被災地外)

９．教育支援

・大学生
・地域SNS全国
フォーラム
・文科省/自治体/
学校/教育委/NPO

・ブログ(Ameba)
・SNS

・ポータルサイト企
業,各地ボラン
ティアセンタ
・microファイナン
ス・オーナ制度企
業,事業者,投資家
・東北大学

・特設サイト

10．ボランティア

11．事業支援

12．アーカイブス

・子供の学び支援ポータルサ
イト

[続き]

ソーシャルメディア

ソーシャルメディアが果たした役割
・自Webサイトの特定のサービス取引毎に加
算した金額を既存募金団体や被災地県に
寄付
・自Webサイトで既存募金団体を紹介し、募
金者増加を狙った
・全国から受験参考書を集め被災地受験生
に届けた
・既存SNSネットワークを活用し広島を出
発してから岩手まで途中学用品を集め届
けた
・イベント/奨学金/学び/学用品他を支援
・ボランティアのマッチング情報提供

・特設サイト,ツイッター,ブ
ログ,フェイスブック
・みちのく震録伝
(Webサイト+SNS)

・一般金融機関が対応できない小規模事業
者を金融面から支援。投資家と事業者を
ネットで引合せた。数億円の資金調達
・震災記録を残すだけでなく、情報提供者
と利用者とのコミュニティを形成

「付録 ソーシャルメディアが果たした役割（俯瞰）」は本報告書の第２章、３章に挙げた事例を俯瞰するようにまとめたものであ
る。項番の若いものは震災発生直後のソーシャルメディアの活用状況を示し、項番が上るに従って復旧・復興に向けた活用状況を示し
ている。
東日本大震災に際して、ソーシャルメディアが果たした役割は非常に大きなものがある。しかし、今後予想される災害に備えて強化
すべきテーマは数多くある。ここに示された活用以外に数多くの利用局面もあるはずである。そうしたことについては第５章に触れて
いるので参照頂きたい。
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・｢東日本大震災・ネットユーザはソーシャルメディアをどのように利用したのか」
執行文子著

NHK

放送研究と調査

AUGUST 2011

・｢東日本大震災・被災者はメディアをどのように利用したのか
オンライングループインタビュー調査から～｣
NHK 放送研究と調査

・「あなたがメディア！

執行文子著

SEPTEMBER 2011

・「東日本大震災に見る大災害時のソーシャルメディアの役割
吉次由美著

～ネットユーザに対する

NHK 放送研究と調査

～ツイッターを中心に～」

JULY 2011

ソーシャル新時代の情報術」

ダン・ギルモア著（平和博訳）

朝日新聞社出版
・
「リアルタイムウェブ-「なう」の時代」 小林啓倫著

203

マイコミ新書

.

本調査研究は、財団法人新技術振興渡辺記念会の委託
を受けて、社団法人新技術協会が実施したものである。
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