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社会の危機に対応するメディア
• 社会の危機（クライ

シス）には情報が爆
発的に発生する。

• 必要な情報が、必要
な時に、必要な人に
届いているか？

• 大規模データとアル
ゴリズムはこの問題
にどう役立つか？
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デジタル台風
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/

• 台風に関する「あら
ゆる情報」を集約す
るサイト。

• 最新状況の把握と過
去アーカイブの検索
がシームレス。

• 年間3000万ページ
ビュー程度の利用。
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クライシス時の情報爆発
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限られた時間・注意の中で、
すべてを見ることはできない。



ベイジアンテレビ
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EPIC 2014
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• EPIC (Evolving 
Personalized Information 
Construct)

• 自動的に情報をフィルター
し、整理して、配信する。

• 誰もがメディア空間の形成
に貢献でき、貢献の大きさ
に応じて支払いを受ける。

• 人の好みに応じた情報パッ
ケージを生成できる。

• 情報エディターが増える。
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http://www.youtube.com/watch?v=Afdxq84OYIU

Museum of Media History, 2004.

EPIC 2014?口コミ 新聞 ラジオ テレビ ウェブ



クライシスメディアのデザイン
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状況認識の統一

• 情報を1か所に集約
し、「1枚の絵」と
して見せる。
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どこで何が起きているか？
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宮城県などによると、気仙沼市や多賀城市な
どで大規模な火災が発生。気仙沼市は津波で
市街地の3分の1が水没し、気仙沼湾に浮かぶ
大島の4集落が壊滅状態となった。女川町もほ
ぼ壊滅という。岩手県では陸前高田市がほぼ
壊滅し、山田町や宮古市の一部が水没。福島
県では南相馬市の約1800世帯が壊滅状態とい
う。宮城県警は東松島市のJR野蒜駅付近で、
この脱線した列車から乗客ら9人、別の列車か
らも11人を救出した。

ジオタギング
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東日本大震災ニュース分析 約26万件の分析結果
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東日本大震災ビッグデータワークショップ：Twitter Japanのデータを利用



ジオタギング by GeoNLP
http://agora.ex.nii.ac.jp/GeoNLP/地名に関する

公開情報源

地名語辞書

形態素解析

例文テスト

コスト更新

自然言語テキスト

形態素解析

パターンマッチング

地名語抽出

地名語解決

メタデータ付与JSON形式で返答 / CMS
のモジュールとして利用

テキスト / HTMLを
JSON-RPC APIに入力

抽出失敗！

辞書共同構築

地名語登録

Ge
oN

LP
サ

ー
バ
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ソーシャルメディアの活用
http://agora.ex.nii.ac.jp/futtekitter/

• 「雨」や「雪」等をキー
ワードに設定し、ツイー
トを適当な頻度で収集。

• GeoNLPでテキスト中の地
名を抽出（ツイートのジ
オタグは不使用）。

• ふってきったー：気象現
象へのソーシャルな反応
を地図上に可視化。

ツイッター

ツイート

GeoNLP

分析・可視化

キーワード

テキスト

地名コード
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降水とツイートの関係

• 降水直前のツイート数増加は、天気予報
や気象情報のリツイートが原因？

レーダー雨量＋ツイート レーダー雨量＋ツイート
（リツイート除く）
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2012年1月23日の降雪

赤：雪ツイート、青：雨ツイート
（リツイート除く）

東京

横浜

八王子
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複数の情報源の比較

• レーダーデータを教師データとして降水ツイート
を分類し、ソーシャルセンサの信頼度を高める。
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マスメディアの活用
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台風ニュース
2003年～
23,400件

東日本大震災ニュース
2011年3月11日～

265,000件

ヤフーニュースで、指定カテゴ
リ、指定キーワードで自動収集
2012/11/8



情報のプッシュ化
http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/311memories/

• 311メモリーズ：
静かに動く年表。

• ユーザが受動的に
視聴するモードで
は勝手に動く。

• 見ることに集中す
る余裕が生まれ思
索モードに入る。
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情報のテレビ化
http://digital-typhoon.tv/311tv/
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東日本大震災ビッグデータワークショップ：Twitter Japan、朝日新聞、NHK、レス
キューナウ、日本気象協会のデータを利用



公共的データの活用
• クライシス時に必要な

公共（インフラ）デー
タを、どう発見・共有
・収集するか？

• 自動化＋クラウドソー
シング＋互換性（マッ
シュアップ）。

• Linked Data、オープ
ンガバメントの文脈で
も注目高まる。
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（スキャン）PDF

エクセル（見栄え重視）

CSV / TSV（機械可読）

HTML（スクレイピング可）

API（機械可読）

Linked Data（語彙互換性）

利
用
困
難
性

Web（スクレイピング困難）
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電力関連データの統合
http://goo.gl/HwLVC
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日本全国発電所マップ リアルタイム電力使用量

エレクトリカル・ジャパン：電力に関
係する地理データ、リアルタイムデー
タ、過去の統計データを統合。
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未来社会のメディア
• データの公開とマシンアクセシビリティ
• データの共有とマッシュアップ
• 複数の情報源の比較
• データや事実を裏付けとした意思決定
• 現在データと過去アーカイブの連続性
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ビッグデータ時代の
データ駆動型メディアへ



日本三代実録／津波記念碑

（貞觀十一年五月）廿六日癸未。
陸奥國地大震動。 流光如晝隱
映。頃之。人民叫呼。伏不能起。
或屋仆壓死。或地裂埋殪。馬牛
駭奔。或相昇踏。城郭倉庫。門
櫓墻壁。頽落顛覆。不知其數。
海口哮吼。聲似雷霆。驚濤涌潮。
泝洄漲長。忽至城下。去海數十
百里。浩々不弁其涯涘。原野道
路。惣爲滄溟。乘船不遑。登山
難及。溺死者千許。資産苗稼。
殆無孑遺焉。

1000年残った 100年残った

高き住居は児孫の和楽、想へ惨禍の大津
浪、此処より下に家を建てるな；ｍ２９
にもｓ８にも浪は此処まで来て部落は全
滅した生存者２人，幾歳経るとも用心
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約160字 約70字
http://www.geocities.jp/sybrma/377jougannosanrikujishin.html http://tsunami.dbms.cs.gunma-

u.ac.jp/TSUNAMI/JAVASCRIPT/iwate/miyako.html



おわりに
• デジタル台風

– http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/
• 東日本大震災アーカイブ

– http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/
• デジタル台風TV

– http://digital-typhoon.tv/
• 個人ページ

– http://agora.ex.nii.ac.jp/̃ kitamoto/
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JSTさきがけ「知の創生と情報社会」などの支援を受けました。
東日本大震災ビッグデータワークショップのデータ（Twitter Japan、朝日新
聞、NHK、レスキューナウ、日本気象協会）のデータを利用しました。

デモへお越
しください。
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