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コミュニケーション
あらゆる社会活動の根幹	

コミュニケーションのための最も重要なメディアは

言語  （ことば）



言葉が少しわかるようになった 
コンピュータの使い方 

言葉が少しわかる 
コンピュータ 

今の復興、次の災害に情報科学は何をすべきか	



ソーシャルメディアの爆発的普及	







ソーシャルメディアの爆発的普及	

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/itweek12/20120511_532162.html	



Facebook訪問者数、１年で２倍に	

http://www.netratings.co.jp/news_release/2012/06/facebook17003.html	



Facebook、まだまだ伸びる？	

http://www.netratings.co.jp/news_release/2012/06/facebook17003.html	



時代のキーワード 「ビッグデータ」	

ダイアモンド IT＆ビジネス 「2012年　ビッグデータ経営革命」 http://diamond.jp/articles/-/16192	



ダイアモンド IT＆ビジネス 「2012年　ビッグデータ経営革命」 http://diamond.jp/articles/-/16192	



ツイッターが人を救った	



ツイッターが人を救った	



ところが、



震災直後に流れたデマ	



震災直後に流れたデマ	



支援要請の過剰拡散も	



支援要請の過剰拡散も	

《緊急：拡散希望》ICUのみ自家発電中。燃料のA重油
も朝7時でなくなり、人工呼吸器も止まってしまいます。
A重油の入手先をご教示ください。0222482131（仙台
市太白区広南病院用度課電気室）	要

請	 [拡散希望]電話すると、仙台市太白区広南病院用度
課電気室は燃料のA重油は解決したとのこと	

解
決	

5h	

ツイート数	

自衛隊に届け！ #japan 朝の七時までに広南病院に
A重油を下さい。全ての人の呼吸器がとまります。至
急A重油の入手先をご教示ください。0222482131仙
台市太白区広南病院用度課電気室。 ...	

要請の拡散が収束しない！	



南三陸ベイサイドアリーナ	  

紙おむつ	  
赤ちゃん用は過剰	  
大人用は不足	  

衣類	  
上着は過剰	  
ズボンは不足	  

被災者のニーズが支援
側に正確に伝わらない

支援物資が
不足または死蔵

各地でニーズと支援がミスマッチ	



情報の真偽・有効期限	

デマ、善意による拡散	

• コスモ石油の火災で有害な雨が降る。	

• 放射能を解毒するためにイソジンを飲め。	

• 放射能放出以降、関東全域で若者に鼻血症状。チェル
ノブイリと同じ症状。	

• 高速バス再開	

期限切れ	

• ○○でガソリンを販売 →	  既にない	

• 学用品の支援求む →	  供給過剰	

• ○○温泉が営業停止 →	  既に営業再開	



そこで、



言葉がわかる賢いコンピュータを作る
言葉（＝自然言語）で伝達される情報を	  
理解・検索・抽出・翻訳・整理・分析し、	  

コミュニケーションを支援するソフトウェア技術	

自然言語処理 

人工知能

自然言語処理



「言葉がわかる」ということは？	



単語を知っている、単語に分けられる	

そのひとことで元気になった。	

その　ひ（日）　と　こと　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひと（人）　こと（事）　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元気　になっ（担っ）　た　。	

その　ひ（火）　とこ（床）　と　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元　気　に　なっ　た　。	



問題は単語の切り方だけではない	

構文の認識： （名詞）と（名詞）に（動詞）"

彼氏 と 仙台 に 行きました	 福島 と 仙台 に 行きました	

彼氏と  仙台に  行きました	 福島 と 仙台 に 行きました	

I visited Sendai with him	 I visited Fuku. and Sendai	



問題は単語の切り方だけではない	

意味（訳語）の区別： （名詞）の（名詞）"

黒澤の映画	 a film （       ） Kurosawa	

インドの本	 a book （       ） India	

二日酔いの薬	 medicine （       ） a hangover 	

友人の伝言	 a message （        ） my friend	from	

for	

on	

by	



事実性の推定	

流出しなかった（流出しなかった）"
流出したではないか（流出した）"
流出しただけでない（流出した）"
流出を防いだ（流出しなかった）"
流出を抑えた（流出した，でも少し）"
流出を止めたい（流出した，今も流出）"

起こったの？ 起こっていないの？	



週末に母とやなぎに行ってみました。 
私は評判のきつねうどんを頼んだの
ですが、期待通りの味に大満足。	

やなぎはうどん屋の名前	

私はきつねうどんを食べた	

味はきつねうどんの味	
大満足は美味しかったってこと	

いたる所に省略が...	



「行間を読む」
言葉はもっとはるかに奥深い	

庭に洗濯物を干す	 雨が降る	

庭に洗濯物を干したとたんに雨が降ってきた	

常識的な 
知識	

〈洗濯物を干す〉 〈洗濯物を乾かす〉 目的	

〈晴れ〉 〈洗濯物が乾く〉 条件	

ガッカリ	



大問題！ 
膨大な知識をどうやって集めるか	

•  「洗濯物を干す」目的は「洗濯物を乾かす」こと"
•  「洗濯物が乾く」条件は「晴れている」こと"
•  「うどん」は，「レストラン（うどん屋）で食べる」"
•  「（料理を）注文する」ことを「頼む」とも言う"
•  「レストラン」では，「料理を注文」して，しばらく 

すると料理が「出て」きて，それを「食べる」"

言葉の理解に必要な知識	



ビッグデータから自動的に集める

天気が良いので，洗濯物がよく乾く	
最近，晴れが続いているので，洗濯物がよく乾く	

日が当たらないので，洗濯物が乾くのもままならず	
お天気は晴れマークが多かったから，洗濯物が乾く	

湿度はなかったから，洗濯物が乾く	
今日は，空気が乾燥していて，洗濯物がよく乾く	

梅雨空が続いたため，洗濯ものが乾かず	

天気が良い（晴れる） → 洗濯物がよく乾く	



さて、



言葉が少しわかるようになった 
コンピュータの使い方 

言葉が少しわかる 
コンピュータ 

今の復興、次の災害に情報科学は何をすべきか	



東北大学 乾・岡崎研究室	 Project 311 最終報告会	

情報の信頼性をどう担保するか？	

イソジンを飲めば甲状腺がんを防げるよ．	

東北太郎(@tohokutaro)	

313人がリツイート	

イソジンの件はデマです．
放射線研究所HPを見て！"
http://bit.ly/gQxWZq	

東京花子(@hanatky)	

78人がリツイート	 @tohokutaro これ本当？	

九州一郎(@ichirok)	
ヨウ素を含むうがい薬”飲ま
ない で” (NHKニュース)	  

大阪二郎(@jirosaka)	

反論	

懐疑	

反論	

情報の「背景」の可視化	



東北大学 乾・岡崎研究室	 Project 311 最終報告会	

情報の信頼性をどう担保するか？	

イソジンを飲めば甲状腺がんを防げるよ．	

東北太郎(@tohokutaro)	

313人がリツイート	

イソジンの件はデマです．
放射線研究所HPを見て！"
http://bit.ly/gQxWZq	

東京花子(@hanatky)	

78人がリツイート	 @tohokutaro これ本当？	

九州一郎(@ichirok)	
ヨウ素を含むうがい薬”飲ま
ない で” (NHKニュース)	  

大阪二郎(@jirosaka)	

反論	

懐疑	

反論	

参照	

参照	

ソースは？	

北海道君(@hokka)	

懐疑	

イソジンを飲んではいけ
ません．	  

厚労省(@mhlw)	

反論	

同意	

新聞で読んでびっくり．	  

中部力(@chuburiki)	

発言	

参照	

反論	

イソジン飲んでみたけど，
超まずかった．	

東京兼(@tkyken)	

消毒薬を服用すると，下
痢・腹痛が発生します．	  

厚労省(@mhlw)	

発言	

発言	

参照	

みんな，これ見て！	

近畿鯛(@kinkidai)	

同意	

同意	

参照	

震災の混乱に乗じた"
悪質な流言に注意を	

宮城子(@miyako)	

参照	

同意	

参照	

ちょっとイソジン買ってくる．	  

東海亜(@tokaia)	

同意	

情報社会でもこんなこ
とが起こるとは…．	

山陰塊(@saninkai)	

参照	

同意	

情報の「背景」の可視化	



言論マップ





震災後のツイートデータで	

イソジンで被曝を防げる？ 
質問	

被曝を軽減するにはイゾジンがいい 
肯定	

イソジンは被曝対策には使えません 
否定	



賛否によるネット情報の自動分析は世界初	

言語処理学会 最優秀発表賞（2010）"
言語処理学会 若手奨励賞（2010）"
CICLing Best Paper Award（2011）"

日経新聞技術トレンド調査 総合3位（2011）"
情報処理学会 山下記念研究賞（2012）	



耐災害情報分析システム（2014年度公開予定）	
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東北大学 乾・岡崎研究室	 Project 311 最終報告会	

情報の「裏を取る」支援	

質問「放射能に効くのは何ですか？」	

NICT QAシステムに聞く	 東北大言論マップで裏を取る	

イソジン	

とろろ	

ワカメ	



	  	  	  	  	  	  	  	  ④	  
	  	  	  _____	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ①	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ②	  
	  	  	  _____	  

	  
	  

現在の	  
Web空間	  

ハイパー	  
リンク	  

ハイパー	  
リンク	  

まとめ	

デマ	
中和情報	

中和情報やまとめ情報が 
誤情報を見ている人に伝わらない！	

ネットの情報伝達の形を変える	



	  	  	  	  	  	  	  	  ④	  
	  	  	  _____	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ①	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ②	  
	  	  	  _____	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ③	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  

現在の	  
Web空間	  

ハイパー	  
リンク	  

ハイパー	  
リンク	  

ネットの情報伝達の形を変える	

まとめ	

デマ	
中和情報	

	  	  	  	  	  	  	  	  ①	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  _____	  

	  
批判	   賛成	  

対立	  
発信	  

まとめ	

デマ	
中和情報	

論理的な	  
言論空間	  



東北大学 乾・岡崎研究室	 Project 311 最終報告会	

ツイートデータで実際にやってみた	
@※※※ 925RTs 2011-03-11 23:26:35"
コスモ石油の爆発により有害物質が雲などに付着し、雨
などと一緒に降るので外出の際は傘かカッパなどを持ち
歩き、身体が雨に接触しないようにしてください！！！ コ
ピペとかして皆さんに知らせてください。"

@◇◇◇ 1676RTs, 2011-03-12 14:46:29"
【重要】 コスモ石油株式会社から「コスモ石油の爆
発…降る」という情報について、「このような事実は
ありません」との発表。http://www.cosmo-oil.jp/…"

@☆☆☆ 0RTs, 2011-03-11 
23:49:24　ガセネタらしいです(>_<) 
RT @※※※: 千葉市近辺に在住の
方！　コスモ石油の爆発により有害
物質が雲などに付着し、雨などと
いっしょに降るので外出の際は傘か
カッパなどを持ち歩き、身体が雨に
接触しないようにして下さい！！！"

@▽▽▽ 442RTs 2011-03-11 19:58:50"
フジテレビで言ってましたな RT@※※※: 【拡散希望】 千葉
市近辺に在住の方！　コスモ石油の爆発により有害物質
が….雨に接触しないようにしてください！！！"

デマツイート
のクラスタ	 訂正ツイート

のクラスタ	

訂正ツイートのクラスタ	

検出された 
〈反論〉関係	

〈類似〉する  
ツイート	



深海魚油 
ソフトカプセル 

○○社によって製造された深海魚
油のソフトカプセルです。... 
 
主な成分であるω-3脂肪酸は，血
液のより良い循環を促進し，高コ
レステロールの改善，血栓の防止，
高血圧の改善，心臓の健康維持を
サポートします。また、双極性障
害，ADHDの改善に有効です。 
 
魚油カプセルは，添加物を加えて
いない自然の食品で… 

Deep	  sea	  Fish	  Oil	  
So=	  Capsules	  

[ロイター]  英国で行われた研究による
と、魚油に含まれるオメガ３脂肪酸は、
心臓の健康のためには良いが、脳の機
能を高める効果はないという。ロンド
ン大学の研究者らが専門誌「アメリカ
ン・ジャーナル・オブ・クリニカル... 

魚油のオメガ3脂肪酸、頭を
良くする効果ない＝英研究 

[独立行政法人 国立栄養研究所] 
小児のADHDは血中DHAレベルの低さ
と関連があるが、 DHAは小児の注意欠
陥多動性障害(ADHD)に対して、経口
摂取で効果がないことが示唆されてい
る。DHAを1日あたり345mg摂取して
も改善はみられなかった... 

健康食品データベース DHA.. 

生活習慣をサポートする 
『オメガ3脂肪酸 （後編）』 
[サプマートUSA] ... ADHD、統合失調
症、アルツハイマー疾患のような精神・
認知に関する疾患を患う人は、血中の
オメガ3脂肪酸レベルが低い人が多いこ
とから、このような精神・認知に関係
する疾患に対し、オメガ3脂肪酸は有効
性が期待できます。... 
 

「ω-3脂肪酸はADHDの改善に有効です」の
対立ページ 

「ω-3脂肪酸はADHDの改善に有効です」の
根拠ページ 

対立	  

根拠	  



自治体の災害対応にも



東日本大震災における災害対応

紙と音声での情報収集・伝達
避難者○人  
　△△地区○人  
　□□地区○人  

ホワイトボード

情報共有の手段は紙とホワイトボード

防災情報
（多種・多量）	

SNS	

音声

FAX

画像

メール	

隣の部局間でも情報が共有できない

自治体



ＤＢに入力する人が足りない

東日本大震災でも機能しなかった

米国
防災情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

災害対応情報システム

専門職員による
キーボード入力

既存の災害対応情報システム

情報入力の
ボトルネック

防災情報
（多種・多量）	

SNS	

音声

FAX

画像

メール	



音声認識・画像認識

防災情報DB化システム

自然言語処理 ﾕｰｻﾞ
ｲﾝﾀ
ﾌｪｰｽ

災害対応情報システム

防災情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

防災情報のDB化のコストを大幅縮減

防災情報
（多種・多量）	

SNS	

音声

FAX

画像

メール	

防災情報のデータベース化を技術で支援



ID	
報告
日時	

施設
種別	

名称	
町村
名	

区間	

被害内容	
使用
可否	

応急復旧
終了時期	

復旧	  
完了日	落

下	
亀
裂	

崩
壊	

陥
没	

詳細
情報	

83	 5/11	  
13:46	 道路	

国道	  
４号線	

Ｂ町	 Ａ交差点	  
N○:E○	

な
し	

な
し	

な
し	

あ
り	

可	 5/11	

97	 5/11	  
13:49	 道路	

国道４５線	  
Ｃバイパス	

Ｂ町	
Ｄトンネル
南出口	  
N○:E○	

な
し	

な
し	

あ
り	

な
し	

土砂
崩れ	

否	 未定	

防災情報のデータベース化

ID	
報告
日時	

施設
種別	

名称	
町村
名	

区間	

被害内容	
使用
可否	

応急復旧
終了時期	

復旧	  
完了日	落

下	
亀
裂	

崩
壊	

陥
没	

詳細
情報	

83	 5/11	  
13:46	 道路	

国道	  
４号線	

Ｂ町	 Ａ交差点	  
N○:E○	

な
し	

な
し	

な
し	

あ
り	

可	 5/11	

97	 5/11	  
13:49	 道路	

国道４５線	  
Ｃバイパス	

Ｂ町	
Ｄトンネル
南出口	  
N○:E○	

な
し	

な
し	

あ
り	

な
し	

土砂
崩れ	

否	 未定	

［生活基盤部］ 土木施設調査・応急・復旧スキーマ	

構造化されていない防災情報

自然言語処理

防災情報データベース

音声認識
（画像認識）
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構造が統一された表（DB）に情報をふるい分ける 

自然言語で語られる生の防災情報は計算機処理不可 
構造化されていない	

国道４号線のＡ交差点付近、陥没
してますが、応急工事が終わって
通れます。 
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情報の共有で防災関係者コミュニティをつなぐ

　　　　　自治体
部局Ａ

部局Ｂ

自治体

国

統一的な形式に構造化 
情報を共有・蓄積 企業

医療機関

警察・消防

NPO

被災者
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次の災害へ

被災者に対する 
迅速・公平な支援を実現  



まとめ	

「ビッグデータ」時代、災害対応でも	

大規模コミュニケーションの支援が必要	

鍵は自然言語処理による情報分析	

コンピュータも「ビッグデータ」で賢くなる	

ニーズ・課題の調査を拡大する必要あり	

ご協力いただける団体・個人を探しています	


