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必要とされる技術支援

情報収集と提供
安否情報確認
道路状況、放射能、生活情報等
関連サイトの網羅(災害情報ポータル)

情報ネットワーク整備支援
インターネット接続(通信環境整備)
情報環境整備(PC等の機器)

避難所管理支援
情報入力
物資配布情報支援

 ボランティア支援
遠野VC支援

平成23年5月13日 岩手震災IT支援プロジェクト 2



緩やかな連携による支援体制
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ボランティア
遠野ボランティアセンター

岩手県
①災害対策本部
②地域振興室

E-parts

岩手大学

岩手県立大学
①復興支援センター
②ソフトウェア情報学部

WIDEプロジェクト他

JEITA

岩手県立大学卒業生

被災者

市町村
①役所, 役場

②災害対策本部

三陸復興支援
ICTプロジェクト



これまでの実績
 情報収集と提供

 災害情報ポータルサイト構築(村山研究室、卒業生、学部有志)
www.go-iwate.org アクセス数3,051 (5月5日14:00現在)
 オフライン安否情報確認システム提供(遠野VCボランティア提供)
 携帯用安否情報確認システム構築(県の災害頁より公開)

 県の要請に応じ、ライフライン情報の視覚化

 情報ネットワーク整備支援
 インターネット接続

WIDEプロジェクト他 22箇所
三陸沿岸復興支援ICTプロジェクト 10箇所

 情報環境整備(PC等の情報機器)
避難所等への機器提供(JEITA) PC 37台設置(6市町村)
中古PC支援(岩手大学, e-parts) PC 47台 提供

 避難所支援
 避難所情報入力支援

 ボランティア支援
 ボランティアへの情報提供支援
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IT支援の難しさ

IT支援の需要が必ずしも認識されない

– 支援ありきのスタンスではダメ

• 需要ありき

– 相手が必要とするものを理解

• 人

• 車

– 避難所を管轄する部署への説得
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コミュニケーションツール

• メーリングリスト

– 数種あったが、結局ひとつのリスト

– 様々なバックグラウンドのメンバー

• 教育機関、企業、官公庁、ボランティア

– 業務連絡や日報

• Twitter

– 速報等
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災害時のコミュニケーションの特徴
～解決したい問題は同じだが、協調は難しい～

～需要の認識が難しいIT支援～

• 災害時は、多様な人々が関わる
– 考え方の背景が異なる
– 疲労
– どこまでボランティア、どこまでビジネス

• 面識のない人々とのやりとりが多い
– 協調したいけど誤解も多い

• 瞬時に決断すべきことが多い
– 理想や最適化の実現は難しい

• 状況は目まぐるしく変わる
• 真の需要の認識把握は難しい

– IT支援が本当に必要とされているか
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災害対策活動で必要なもの

お互いの信頼(トラスト)
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精緻化見込みモデルの概略図
中谷内一也：安全．でも，安心できない―信頼をめぐる心理学，57頁

コミュニケーション（他人からの意見や情報）

情報処理の動機付けは高いか

情報処理する能力は高いか

周辺ルート(経路）による処理
中心ルート(経路）による処理

YES

YES

No

No

相手の意見や情報をしっかり吟味して，
相手の意見を受入れるかどうかを判断

相手からの意見や情報は顧みられず，
相手の信頼性等の周辺情報により，
相手の意見を受入れるかどうかを判断



関係者間で必要なトラスト
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ボランティア

管理組織

個人支援者

被災者

支援組織
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安心とトラストの差異

安心な環境
自分から搾取する要因が相手に存在しない

社会的不確実性の低い環境ではトラストは必要ない

トラストの情報処理ができない

トラストが必要な環境
自分から搾取する要因が相手に存在
社会的不確実性の高い環境
トラストの情報処理ができる

搾取されるかも

[3]山岸俊男：「信頼の構造 こころと社会の進化ゲーム」，東京大学出版会 1998



必要なものは信頼(トラスト)

トラストの3要因:
1. Competence(能力)
2. Integrity(誠実)
3. Benevolence(善意)

2と3をまとめて：主要価値類似性[1]

[1] 中谷内一也：安全．でも，安心できない…―信頼をめぐ
る心理学 , ちくま新書 ISBN: 978-4-480-06449-3 2008
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トラスト(信頼)の非対称性原理
信頼の取得：肯定的実績の積み重ね
信頼の失墜：容易

Paul Slovic[1][2]：

1. 信頼を崩す出来事は伝え易い

2. 否定的な事柄は,肯定的なものより,信頼評価への影響が大

3. 否定的な事実は,肯定的なものより,一般化されやすく,
危険性を主張する場合の論拠に使われ易い

4. 信頼の欠如はさらに信頼を低下させるように, 以降の情報
処理の枠組みをかたち作ってしまう：不信の払拭は困難

[1] Slovic, P. :Perceived risk, trust, and democracy. Risk Analysis, 13, 675-682 1993
[2]中谷内一也：安全．でも，安心できない…―信頼をめぐる心理学 , ちくま新書 ISBN: 978-4-480-

06449-3 2008



災害対策環境で「不信」は生まれやすい

• 信頼の逆は不信ではない：信頼の不在(Absence of Trust)

• 信頼：cognitive trust vs. emotional trust

• 不信は感情
– 相手が真理を言っても受け入れない

災害対策での不信対策：

• 不信は生まれることを前提

• 共同作業：安心型から信頼型へ

• 目的の認識と行動：主要価値類似性を目指す
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トラストを考慮した今後の復興支援
情報収集と提供
初期に必要とされた情報→長期的に必要とされる情報
初期：安否情報、死亡情報、避難所情報

長期：心のケア、生活再建情報等

情報環境整備支援
避難所から仮設住宅へ

町役場や各組織への支援

ネットワーク接続からアプリケーションへ
復興ウォッチャ(仮)

コミュニティ支援
コミュニティバス
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トラスト応用の関連研究
• 概要

– Webサイトにおける、メディアの違いによる信頼値の差の調査

• 利用メディア
– PhoneChanel（電話しつつWebページが閲覧可能なシステム），Webのみ，電話のみ

• 調査方法
– 59名の家購入予定者と不動産屋のやり取りついて

– 家購入予定者が不動産屋を信頼するかどうか
• 20項目からなる質問紙を用いた調査

• インタビュー調査

• 結論
– 信用のレベル

1. PhoneChanel

2. 電話のみ

3. Webのみ

Greenspan, S., Goldberg, D., Weimer, D. and Basso, A.:
Interpersonal Trust and Common Ground in Electronically
Mediated Communication, CSCW2000, pp. 251-260 (2000)

•Webサイトにおける信用は音声によって強化

•電話のみの対応：対応に遅れが生じ信頼を妨げる

即時対応が信頼を促すのに効果的



いわて震災IT支援プロジェクト
www.go-iwate.org


