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日本の OpenStreetMap のコミュニティ活動及び
東日本大震災時の貢献者活動による成果物の品質分析
早川 知道1,2,a)

伊美 裕麻3,b)

伊藤 孝行2,3,4,5,c)

概要：OpenStreetMap(OSM) の成果物及びコミュニティ活動は, 様々な社会活動に活用されている. 本研
究では, OSM の貢献者活動が品質に及ぼす影響を明らかにし, VGI の 1 事例として活動を分析し, 得られ
た知見を集合知の事例として一般化する事を目指す. また近年日本では経済産業省がオープン・ガバメン
トを推進しており, オープンデータのプロジェクトとして OSM の品質向上が期待されている. 従って, 日
本の OSM の研究は重要である. 本稿では, 日本の OSM について 3 つの仮説を立て, 実データの分析を通
じ妥当性を検証した結果, 次の 3 点が分かった. (1) 日本は貢献者数に対して成果物数が極めて多く, 従っ
て, 将来の持続可能なコミュニティ活動に不安要素が存在すると考えられる. (2) 日本の OSM では, 貢献者
数と成果物数は正の相関関係にあるが, まだ上限値には至っていない. また, Yahoo データがタグ数の向上
に大きく影響していた. (3) 震災直後の貢献者活動により, 通常以上の成果物が生成され, 更に, 倒壊した建
物 及び 土地の被災状況などが多くデータ化された.
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1. はじめに

重要である. また, 近年日本において経済産業省がオープ
ンガバメント [3] を推進しており, OSM はオープンデータ

OpenStreetMap[1] は, 世界中の有志により最も活発に活

のプロジェクトとして注目され, 日本の OSM の品質の向

動している Volunteered Geographic Information[2](VGI:

上及び情報の充実が期待されている. OSM の日本の現状

ボランタリーな地理空間情報) プロジェクトの１つである.

を分析する事は, オープンガバメント推進にも重要である.

OSM の成果物である地理情報データベース及び情報生成

本稿では, 以下の 3 つの仮説を立て, 実データの分析を通

過程であるコミュニティ活動は, 防災, 教育, 福祉, 産業, 観
光, 地域再生等の様々な社会活動に活用されており, 社会
への貢献を果たしている. OSM の品質に着目し, OSM コ

して各仮説の妥当性を検証する.
仮説 1

日本の OSM は他地域と比べ, 貢献者数に対し

て成果物数が極めて多いが, 成果物のタグ数は少ない.

ミュニティによる情報生成過程でのユーザー活動が, 情報

日本では 2008 年頃から有志により国土数値情報 [4][5]

品質に及ぼす影響を明らかにする事で, VGI の１事例とし

のインポート作業が行われ, 更に, 2011 年 4 月より Ya-

て活動を分析し, 知見を集合知 (Collective Intelligence) の

hoo/Alps 道路データ (以下, Yahoo データ)[6] のインポー

事例として一般化する事を目指す. 得られた知見は, OSM

ト作業が始まっており, 貢献者が少ない時期から大量デー

をはじめとする VGI コミュニティへのフィードバックも

タのインポートが行われるのは, OSM の他地域では見られ
ない活動である. 従って, 日本と他地域の貢献者数と成果
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物を比較調査する事により, 貢献者数に対して成果物数が
極めて多いが, 成果物のタグ数は少ないという, 他地域には
無い特徴が見られると考えられる. ならば, 少ない貢献者
により活発に活動が行われている反面, 将来の持続可能な
コミュニティ活動に不安要素が存在する事となり検証する.
仮説 2

日本の OSM は, 貢献者数の増加に対して成果

物数は正の相関関係にあるが, 成果物数は上限値には至っ
ていない.
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Ransbotham らの研究 [7] では, オンラインの共同作業で

地理情報データ作成プロジェクトである. 法的問題や技

の貢献者と成果数は, 貢献者数が増えると閾値までは確実

術的問題などから自由に地図が使えないケースが多く, 創

に上昇し, その後, 下がっていく事を示している. Espinosa

造的や生産的な地図の利活用の妨げとなる問題点を解決

らの研究 [8] では, ソフトウエア開発において新しいメン

する手段として始められた. 2006 年には OpenStreetMap

バーが増えると品質が悪化する事を示している. Kane らの

Foundation (OSMF)[15] が設立された. 日本では 2008 年頃

研究 [9] では前出の先行研究などを基に, Wikipedia におい

から有志により草の根的に活動が始まり [16], 2010 年 12 月

て, 共同で生成される情報成果物の品質は貢献者数に対して

には OpenStreetMap Foundation Japan (OSMFJ)[17] が

曲線状態 (逆 U 形) の関係になる事を示している. Almeida

設立された.

らの研究 [10] では, Wikipedia において成果物数が対数関

OSM は, 全世界で約 98 万人 (2012 年 12 月現在) がユー

数的に増加している事を示している. つまり, 集合知の先

ザーとして登録され, データ編集ユーザー (貢献者) を「マッ

行研究では, 貢献者数の増加に対して成果物数は正の相関

パー」と称し, 情報成果物である世界各地の地理情報デー

関係にあり, 更に, 成果物数の上限とも言うべき値が存在す

タの作成・更新を行う. 編集作業はクラウドソーシングで

る事を示している. 現在の日本では OSM が充分に普及し

行われ, Wikipedia 同様に複数の貢献者による同時編集作

ておらず, 貢献者数の増加に対して成果物数は正の相関関

業が可能である. 地理情報データ利用の API が公開され,

係にあるが, 成果物数の上限値には至っていないと考えら

Open Data Commons Open Database License(ODbL)[18]

れ, 日本の貢献者数と成果物数の関係を調査し検証する.

の基で, 自由に利用しサービスを提供する事が可能となる.

仮説 3

東日本大震災直後に急激に日本の貢献者数及び

OSM の地理情報データベースは, 防災/復興, 教育, 福祉,

成果物数が増え, クライシスマッピング [11][12][13] により

産業, 観光などの様々な分野に活用されている. また, 情報

多くの被災状況がデータ化された.

生成過程であるコミュニティ活動も, 地域活性や町おこし

震災直後に, 世界中の貢献者により被災地の地理的状況
をデータ化するクライシスマッピングが行われ, 更に, 同

などの効果が期待され, 活動自体に大きな社会的価値があ
り各方面より注目されている [19][20].

年 4 月より Yahoo データのインポート作業が始まった. 当

例えば, 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では,

時の日本では OSM データが充実しておらず, 震災後の貢

OSM コミュニティにおいて世界中のマッパーが恊働し地

献者の活動により, 急速に貢献者数と成果物数が増えたと

理情報の情報更新の即時性を活かしたクライシス・マッピ

予測される. 震災前後の日本全体の成果物を分析する事で,

ング [11][12][13] が行われ, 災害時における被災地の地理的

貢献者活動と情報成果物の変化について調査し検証する.

状況をデータ化している. 図 1 は, 東日本大震災時に行われ

また同時に, どのような成果物が多く作成されたか等につ

たクライシス・マッピングにおいてデータ化された多賀城

いても調査する.

市付近で, 津波で浸水した地域などが詳細に示されている.

データの分析により, 各仮説を検証した結果, 次の事が分
かった. (1) 日本は貢献者数に対して成果物数が極めて多
く, 従って, 将来の持続可能なコミュニティ活動に不安要素
が存在すると考えられる. (2) 日本の OSM では, 貢献者数
と成果物数は正の相関関係にあるが, まだ上限値には至っ
ていない. また, Yahoo データがタグ数の向上に大きく影
響していた. (3) 震災直後の貢献者活動により, 通常以上の
成果物が生成され, 更に, 倒壊した建物 及び 土地の被災状
況などが多くデータ化された.
本稿の構成は, 次の通りである. 第 2 章では, OSM の位
置づけについて説明し, 本研究との関連性について説明す

図 1 OpenStreetMap : 震災直後の多賀城市付近

る. 第 3 章では, OSM の仕様に基づく 2 つの側面より品質
について議論する. 第 4 章では, 分析に用いたデータ及び

以上のように OSM はボランタリィーなコミュニティ活

品質の指標について説明をする. 第 5 章では, 3 つの仮説を

動により社会への貢献を果たしている. VGI におけるコ

検証し分析を行う. 第 6 章では, 本稿で得られた知見をま

ミュニティ活動と情報データベースの品質は相関関係があ

とめ, 今後の研究課題を示す.

ると考えられる為, 学術的研究を重ね, 研究成果及び研究

2. OpenStreetMap について

成果に基づく提言を, OSM コミュニティへフィードバック
する事により, 情報データベースの品質を高める事が出来

OSM は, 2004 年に Steve Coast 氏 [14] により始められ

る. 品質向上した情報データベースは, 更に多様な社会活

たプロジェクトで, ユーザー参加型によるボランタリーな

動での利用が可能になり, 結果として社会への貢献が可能
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データ数はオブジェクトの数である. タグの品質とは, 汎

になる.

3. OpenStreetMap の品質
OSM の成果物は, オブジェクト (Object) 及びタグ (Tag)

用情報データベース的な側面を持ち「精度」と「データ数」
の要素がある. 精度は, タグの値の正確性であり, データ数
は, タグの数である.

で構成され, 編集履歴 (ChangeSet) により全編集履歴が管
表 1 OpenStreetMap の品質の概要
Object
Tag

理されている.
オブジェクトは, ノード (Node), ウェイ (Way) 及びリ
レーション (Relation) の３種類から成る. (図 2) ノードと
は点の事であり, ノード単体で地点情報の登録に用いる場

精度

(地理空間情報データベース

(汎 用 情 報 デ ー タ

的な側面)

ベース的な側面)

オブジェクトの精度

タグの精度

(位置精度, 繋がり精度など)

合と, ウェイの構成単位となる場合がある. ウェイとは線
データ数

の事であり, 道路, 線路若しくは河川等の中心線に用い, 閉

オブジェクトの数

タグの数

じたウェイをエリア (Area) として, 建物, 河川の流域等の
表現にも用いる. リレーションとは, ノードやウェイをグ
ループ化したもので, 交通機関の路線や複数棟の建物など
複数の要素をまとめて表現する場合に用い, 穴の開いた複

4. 調査環境と品質の指標
4.1 データについて

雑な形状のエリア (マルチポリゴン:Multi-polygon) を表現

日本のデータの調査には, OSM の全球データ*1 [23] を,

する為にも用いられる. オブジェクト自体は緯度・経度情

2007 年 11 月 7 日から 2012 年 4 月 30 日の期間について

報しか持たず, より多くの情報を持たせるにはタグを付加

取得し, 日本のみを抽出し利用した. 2008 年に日本のコ

する.

ミュニティ活動が始まっており, 日本を時系列に調査する
には充分なデータである. 本データを PostGIS で拡張した

PostgreSQL へ osm2pgsql を使いデータベース (DB) に格
納した. DB 総容量は約 500GB である.
日本と他地域の比較には, OpenStreetMap ODbL accep-

tance by region サイト [24] から 2012 年 4 月 30 日現在の
77 地域のデータを利用した. 地域毎の各オブジェクト及び
貢献者の総数が得られ, 日本と他地域の OSM データを比
較可能になる.

4.2 品質の指標
【OSM Merit】
成果物数を計る時, オブジェクトの 3 要素を統合した指

図 2 オブジェクトの例

標が必要である. 本稿では OpenStreetMap ODbL accepタグは, Key-Value 形式であり, オブジェクトに対して,

tance by region サイト [24] で定義される「OSM Merit」を

柔軟なタグ付けにより位置情報以外の様々な情報を付加

利用する. OSM Merit はオブジェクトの各要素に重み付け

する為に用いる. Wikipedia[25] の成果物に例えると, オブ

した和で表す. 式 (1) で定義する.

ジェクトはページに相当し, タグはコンテンツに相当する.

OSM M erit = N + (5 ∗ W ) + (20 ∗ R)

オブジェクト自体は緯度・経度の情報しか持たないが,
位置情報や形状を表現する為に用いられ「地理空間情報

N:ノード数

W:ウェイ数

(1)

R:リレーション数

データベースとしての側面」がある. 位置情報を持ったオ
ブジェクトに対して, タグは様々な情報を付加する役目が

また, 単位面積 (1000km2 ) あたりの OSM Merit を「OSM

あり「汎用情報データベースとしての側面」がある. つま

Merit 密度」とし, 貢献者の平均 OSM Merit を「貢献者 1

り, 2 側面は, 既存の地図データには無い OSM 特有の特徴

人当りの OSM Merit」とする.

であり, OSM の情報成果物の品質を議論するには重要な要

【Node-Way 比】

素となる.

OSM の仕様上, 例えば, １つの道路に対して部分的に橋,

オブジェクトの品質とは, 地理空間情報データベース的

トンネル, 一方通行, 車線数等の情報を付加する場合, それ

な側面を持ち「精度」と「データ数」の要素がある. 精度

ぞれ異なるタグを付加する為には, 複数のウェイに分断す

には, オブジェクトの位置精度である「位置精度」, ウェ

る必要がある. ノード数は変わらなくでも, ウェイに付加す

イの重なりや接続の有無の精度の「繋がり精度」等があり,

*1
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るタグを増やす為に, ウェイ数は増えていく事になる. つ

表 2 オブジェクト密度 (OSM Merit 密度) (2012.4.30)

まり, ノード数に対してウェイ数が増加していく事は, タ

Region

グ数が増える傾向にある. 本稿では, 成果物数 (オブジェク

Monaco

ト数) をタグ数の目安とする為に, ノード数とウェイ数の

Netherlands

比 (Node-Way 比) を, タグ数の”簡易”な指標として用いる.
式 (2) によりを算出する.

N ode per W ay = N/W
N:ノード数

W:ウェイ数

オブジェクト数が少ない地域は普及途上であり, 比較的
長いウェイが多い傾向にあり, Node-Way 比は大きくなる
傾向にある. また, 編集数の多い貢献者による編集方法の

OSM Merit 密度

2

⃝
1 11,289,000

41,543

1,990,387

551,500

646,358

78,867

540,552

2,586

527,690

Belgium

30,528

490,872

Germany

357,111

490,827

360

441,267

Slovakia

49,035

437,450

Switzerland

41,277

421,356

Austria

83,871

361,974

Denmark

43,094

306,936

2
Japan ⃝

377,835

⃝
5 280,999

4,324,782

258,064

France
CzechRepublic
Luxembourg

(2)

Area(km2)

Gaza

個人差等が影響し Node-Way 比に反映される場合もあり,

3
Europe ⃝

地域による Node-Way 比の値のばらつきが大きくなる. 逆

Great Britain

243,610

253,014

に, オブジェクト数が多い地域は, 比較的短いウェイが多く

Japan(2011.3.9)

377,835

⃝
4 124,472

なる傾向にあり, Node-Way 比は小さくなる. また, 編集数
の多い貢献者などの編集方法の個人差等がオブジェクトに

表 3 貢献者１人当りのオブジェクト数 (2012.4.30)

影響する事も少なくなり, Node-Way 比は一定の値に収束

Region

する.

Monaco
Netherlands

5. 仮説検証のための調査と分析

France
CzechRepublic

5.1 仮説 1: 日本と他地域との比較

Luxembourg

貢献者数

OSM Merit/Mapper

90

339

5,069

3,300

13,409

4,684

3,590

2,842

639

786
2,947

【オブジェクト密度の比較】

Belgium

3,537

オブジェクト密度 (OSM Merit 密度) について, 日本を含

Germany

47,207

1,732

111

13,355

む 77 地域 (2012.4.30 現在) 及び 日本の東日本大震災直前

Gaza

(2011.3.9 現在) の調査を行った. 表 2 は, 上位 15 地域及び

Slovakia

1,336

4,094

震災直前の日本の一覧を示す. 面積の異なる他地域とオブ

Switzerland

4,776

1,596

Austria

4,386

1,873

Denmark

2,332

2,365

ジェクト数を比較する為に, OSM Merit 密度を用いた. 但
し, Monaco は面積が狭く市街地が多く, 他地域と比べ極端

1 ), 本稿の調査では例外とする.
に大きな値となる為 (表 2⃝
表 2 で上位の地域は, OSM が大変普及しており OSM 先

2 ), Europe 平
進地域である. 日本は 13 番目であり (表 2⃝

Japan
Europe
Great Britain
Japan(2011.3.9)

1,965

⃝
1 64,814

124,907

⃝
2 4,003

13,400

4,653

854

149,133

3 ) よりも上位でもありる, OSM 先進地域の水準
均 (表 2⃝
に近づいている. 更に, 日本のオブジェクト数は, 震災直前

次の 3 つである. (1) 日本で OSM が普及過程にあり活発に

5 ) の約 1
4 ) から 2012 年 4 月 30 日 (表 2⃝
(2011.3.9)(表 2⃝

編集活動が行われている事, (2) 東日本大震災の際に世界中

年間で 2 倍以上増えている.

の有志によるクライシスマッピングが行われた事, (3)2011

【貢献者１人当りのオブジェクト数の比較】

年 4 月より Yahoo データのインポート作業が始まった事,

貢献者 1 人当りのオブジェクト数 (OSM Merit) につ

である.

いて, 日本を含む 77 地域 (2012.4.30) と日本の震災直前

日本は貢献者当たりの成果物数が多く, 他地域に無い日

(2011.3.9) の調査を行った. 表 3 は, オブジェクト密度上位

本のコミュニティ特有の特徴である. 少ない貢献者により

15 地域及び震災直前の日本の一覧を示す.

多数の編集が行われ活発に活動しているが, 反面で, 貢献者

日本の貢献者 1 人当りのオブジェクト数は, 他地域と比

のモチベーションが重要である VGI においては大変不安

1 ), OSM 先進地域の多い Europe
較して極端に多く (表 3⃝
2 ) と比較して 16 倍以上ある.
平均 (表 3⃝

定な状況であるとも言える. つまり, 現在の貢献者のモチ
ベーションの僅かな変化が今後の日本の OSM データ更新,

【仮説 1 の検証】

データ維持管理に大きく影響を及ぼす. すなわち, 今後, 日

日本のオブジェクト数は OSM 先進地域に近づきつつあ

本のコミュニティを持続可能なコミュニティとする為には,

り, 震災後の約 1 年間で 2 倍以上増加しており, 主な要因は
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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表 4 Node-Way 比とオブジェクト密度 (2012.4.30)

【成果物数と貢献者数の時系列調査】

Region

図 3 は, 日本のオブジェクト数 (OSM Merit)(Y 軸) と貢

Monaco

献者数 (X 軸) を示す. 多少の蛇行はあるが R2 = 0.91536
であり, 貢献者数の増加に合わせオブジェクト数も増加し
ている事が分かる.

Netherlands

OSM Merit 密度

Node/Way

11,289,000

7.38

1,990,387

7.95

France

646,358

⃝
3 6.92

CzechRepublic

540,552

8.26

Luxembourg

527,690

11.19

Belgium

490,872

7.37

Germany

490,827

6.71

Gaza

441,267

5.02

Slovakia

437,450

6.45

Switzerland

421,356

8.85

Austria

361,974

10.49

Denmark
Japan
Europe
Great Britain
Japan(2011.3.9)

306,936

11.47

⃝
6 280,999

⃝
1 13.72

258,064

⃝
2 8.28

253,014

8.22

⃝
5 124,472

⃝
4 40.97

図 3 日本のオブジェクト数と貢献者数の調査

図 5 は, 日本のタグ数 (Node-Way 比)(Y 軸) と貢献者数
図 4 は, 日本のタグ数 (Y 軸) と貢献者数 (X 軸) を示す.

(X 軸) のグラフである. 貢献者数が少ない時期は (X 軸左

本稿では, タグの情報として有効な情報を持つタグのみ

側), Node-Way 比が 25 から 46 の間で上下しており, OSM

を抽出して調査した. 従って, 情報源であるソースを表す

が日本に普及した初期の頃であり, データ数も少なく, 特

source タグ, 情報元データの記録として記載している yh:*,

定の貢献者の編集方法の個人差などが反映されやすい為で

KSIJ2:*等のタグ, 編集ツールを示す created by タグ, 及び

ある. また, 貢献者数が増え, 1200 人を超えたあたりから

特記事項などを記録する note タグは, 本稿の集計では除外

Node-Way 比が急激に下降しているのは, 震災直後のクラ

している. 貢献者数が増えると, タグ数も増加している事

イシスマッピング及び Yahoo データのインポート作業が

が分かる.

行われた影響と分かる.

図 4 日本のタグ数と貢献者数の時系列調査

図 5 日本のタグ数 (Node-Way 比) と貢献者数

【タグ数の調査】

【仮説 2 の検証】

オブジェクト密度 (OSM Merit 密度) とタグ数 (Node-

貢献者数の増加に伴い, オブジェクト数とタグ数は共に

Way 比) について, 日本を含む 77 地域 (2012.4.30) と日本

正の相関関係にあり, 直線的に向上している事が分かった.

の東日本大震災直前 (2011.3.9) の調査を行った. 表 4 は,

従って, 先行研究 [7][8][9][10] による, 貢献者数に対して成

OSM Merit 密度上位 15 地域と震災直前の日本を示す.
1 ) は 13.72 だが, 2011.3.9 以前
日本の Node-Way 比 (表 4⃝

果物数は正の相関関係がある事は, 日本の OSM において

4 ) から 40.97 と高い傾向にあり, OSM Merit 密度が
(表 4⃝
1 ), Europe 平均 (表
高くなった 2012 年 4 月現在でも (表 4⃝

OSM は普及過程にある為と考えられる.

3 ) の約 2 倍であり, Node-Way
2 ) の 1.6 倍, France(表 4⃝
4⃝

進地域に迫ろうとしている事が分かったが, Node-Way 比

比が大きくタグ数が少ない事を示している.

は高い傾向にあり, タグ数について改善の余地がある事が

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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5⃝
6 ).
る (表 5⃝

貢献者数に対して成果物数が多い事により, ウェイに充分

つまり, 震災直後にクライシスマッピングが活発に行わ

な情報 (タグ) を付加する作業が, ウェイの増加に対して追

れたが, 4 月 1 日を境に編集作業の中心が Yahoo データの

いついていない事, (2)2008 年頃より国土数値情報のデータ

インポートに移行していった事が分かる.

をインポートした影響, である.
表 5 道路データと Yahoo データの週間増加数
ウェイ
Yahoo
Yahoo
Yahoo 数

また, 震災後に追加編集された成果物 (オブジェクトとタ
グ) は, 震災以前と比較してタグ数の多いデータであり, 震

週間

週間

以外の

の割合

災直後に行われたクライシスマッピング, 同年 4 月から行

増加数

増加数

ウェイ数

(%)

われた Yahoo データのインポート作業は, タグ数の向上に

(件)

(件)

6
(件)⃝

大きく影響したといえる.

5.3 仮説 3:東日本大震災前後のデータ推移
【震災前後の貢献者数の推移】
日本の貢献者数は, 震災前 (2011.3.2) は 854 人, 震災後

(2011.3.30) は 1,179 人と, 約 400 人増加 (約 1.5 倍) してお

日付

2/3-2/9

1,113

0

1,113

0%

2/10-2/16

8,397

0

8,397

0%

2/17-2/23

9,444

0

9,444

0%

2/24-3/2

6,297

0

6,297

0%

3/3-3/9

4,770

0

4,770

0%

3/10-3/16

⃝
1 43,122

0

43,122

0%

3/24-3/30

38,926

2,398

37,727

6.16%

り, クライシスマッピングにより新たな貢献者が増えて

4/1-4/6

92,046

⃝
2 77,941

14,105

84.68%

いた.

4/7-4/13

104,022

95,188

8,834

⃝
3 91.51%

図 6 は, 震災前後の貢献者数 (青折れ線) と貢献者 1 人当

4/14-4/20

82,573

75,480

7,093

91.41%

りのオブジェクト数 (OSM Merit)(赤折れ線) を示す. 震災

4/21-4/27

153,162

144,984

8,178

94.66%

直後に, 貢献者数が急激に増えている事が分かる. また, 貢

4/28-5/4

141,057

134,606

6,451

95.43%

献者数が急激に増えた影響で, 貢献者 1 人当りのオブジェ

5/5-5/11

39,485

33,960

5,525

86.01%

5/12-5/18

192,774

188,716

4,058

97.89%

5/19-5/25

199,962

196,541

⃝
5 3,421

⃝
4 98.29%

クト数が一時的に低下している事も分かる.

図 7 は, ウェイ総数 (赤折れ線) と道路 (highway タグ) の
みの週間増加距離 (km)(青棒グラフ) を示す.
道路の週間増加距離 (km) は, 震災前は平均約 2,000km
だったが, 震災直後では約 12,000km と約 6 倍であった. ま
た, Yahoo データのインポート作業が始まった 4 月からは
急激に増えており, 編集作業が活発に行われた事を裏付け
ている.

図 6 貢献者数と貢献者 1 人当りのオブジェクト数

【ウェイの増加数の推移】
震災後の 4 月 1 日より Yahoo データのインポート作業が
始まっており, オブジェクト数の割合について調査を行っ
た. 表 5 は, ウェイ全体の週間増加数, Yahoo データの週間
増加数, Yahoo データ以外の道路データの週間増加数, 及
び ウェイ全体で Yahoo データ数の占める割合を示す.
ウェイ全体の週間増加数は, 震災前が平均約 6,000 件程

図 7 Highway 週間増加距離と Way の累計数

度だったが, 震災直後の 3 月中旬では約 40,000 件と約 7 倍

1 ). 2011 年 4 月 1 日から Yahoo デー
近く増加した (表 5⃝

【source タグ別の編集状況】

タのインポート作業が開始し, Yahoo データの週間増加数

図 8 は, 編集リソースの出展を記した「source タグ」よ

2 ). ウェイ全体に Yahoo デー
が急激に増えている (表 5⃝

り, Bing 衛星写真 (BingMaps)(青線)[27] と Yahoo データ

3 ), 5 月末に
タが占める比率は, 作業開始直後が 90%(表 5⃝

(赤線) を抽出し, 震災前後の成果物累計を表す.

4 ). また, 4 月から 5 月末まで
は 98%となっている (表 5⃝

クライシスマッピングは, 各機関より提供された様々な

Yahoo データ以外によるウェイの週間増加数が減少してい

衛星写真を元にデータ化する事が主な作業であるが, 本稿

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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では BingMaps のみ調査した. Bing Maps は震災直前が

約 8,000 万 m2 に増加している. residential(住宅地) は, 震

83,413 で, Yahoo データのインポートが始まる 4 月１日に

災直前まで約 13,000 万 m2 程度で編集が止まっていたが, 4

は 165,911 と約 2 倍に増加している. また, Yahoo データ

月中旬には約 20,000 万 m2 に達し, 以降はほとんど編集が

は 4 月より急激に増加している事が分かる.

行われていない. すなわち, building(建物), residential(住

つまり, 震災直後に BinMaps 等を利用したクライシス

宅地) は, 震災直後に集中的に編集された事を示している.

マッピングが活発に行われ, 4 月 1 日を境に編集作業が

Yahoo データのインポートに移行した事であり, 前節の
ウェイの調査結果を裏付けている.

図 9 building と residential の面積累計

【仮説 3 の検証】
震災後, クライシスマッピングにより, 新たな貢献者が

図 8 BingMaps と Yahoo データの成果物累計

約 400 人増加しており, 成果物についても, 震災直後に
【土地の利用形態に関する編集状況】

BinMaps 等を利用したクライシスマッピングが活発に行

OSM では土地の利用形態について「landuse タグ」等

われ, 4 月 1 日を境に編集作業が Yahoo データのインポー

を用いており, 増加数について調査を行った. 具体的には,

トに移って行く行程を通して, 多くの成果物が作成された

landuse の値である residential(住宅地), industrial(工業地

事が検証された. また, クライシスマッピングでは, 倒壊し

帯), commercial(商業地) 及び farm(田畑) である. 他に,

た建物 及び 土地の被災状況等をデータ化する為の編集作

building(建物) 及び riverbank(河川流域) のタグについて

業が多く行われた事が検証された. 更に, リソースである

も調査した.

Bing Maps 等の詳細な衛星写真は大きな役割を果たし, 重

表 6 は, 調査を行ったタグのオブジェクト面積の週間平

要な情報元だった事が分った.

均増加数を, 震災前 (1/12-3/9) と震災後 (3/10-3/16) で比

6. まとめと今後の課題

較した. 調査した全タグにおいて, 震災直後の週間増加数
が増えている. residential(住宅地) は 3,700 倍以上に増加

以下に分析の結果得られた知見を示す.

しており, 津波の際に水没した地域をデータ化する為に必

仮説 1 に関して, 日本の成果物数は OSM 先進地域に近

要だった事を示す. farm(田畑), riverbank(河川流域) も大

づきつつあり, 特に震災以降の約 1 年で成果物数が 2 倍に

きく増えており, 震災による地形の変形等をデータ化した

なった. しかし, 貢献者数に対する成果物数の比は Europe

事を示す.

平均の 16 倍以上であった. すなわち, 日本の OSM コミュ
ニティが活発に活動している事を示すと同時に, 貢献者の
表 6 土地利用の震災前後の週間平均増加数
震災前
震災後
増加率

土地利用

building(建物)
residential(住宅地)

(倍)

1/12-3/9

3/10-3/16

(m2 )

(m2 )

1,994,105

9,881,312

4.95

5,332

20,070,314

3763.90

モチベーションに依存しているコミュニティにとって持続
可能な活動に不安要素がある事も示す.
仮説 2 に関して, 日本の成果物数は貢献者数と相関関係
にあり増加しているが, 成果物数の上限値を見るには至ら
なかった. 日本の OSM がまだ発展途上であり, 今後, 更に

5,838,185

8,829,698

1.51

成果物数の増加が期待出来る事を示す. また, 他地域と比較

commercial (商業地)

81,243

305,389

3.75

して, オブジェクト数に対してタグ数が少なく, 今後の改善

farm (田畑)

18,176

846,823

46.59

の余地があるが, クライシスマッピングと Yahoo データに

1,174,303

24,850,135

21.16

よる成果物は, タグ数の多いデータであった事も分かった.

Industrial (工場)

riverbank (河川流域)

仮説 3 に関して, 震災後, クライシスマッピング 及び
図 9 は, building(建物)(赤線) と residential(住宅地)(青

Yahoo データのインポートにより, 貢献者及び成果物が急

線) の震災前後の面積累計を示す. building(建物) は, 震災

激に増えた事が分かった. 震災直後に BinMaps 等を利用し

2

直前では約 4,000 万 m 弱程度だったが, 6 月には約 2 倍の
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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編集作業が Yahoo データのインポートに移ってった事も
分かった. また, クライシスマッピングでは, 倒壊した建物

[13]

及び 土地の被災状況等をデータ化する為の編集作業が多く
行われた, リソースである Bing Maps 等の詳細な衛星写真

[14]

は大きな役割を果たし, 重要な情報元だった事が分った.

2008 年に草の根的に始まった日本の OSM は, 少ない貢
献者の活発な活動により多くの成果物を生み出したが, 本
稿の結果は, 日本の OSM コミュニティの持続可能な活動
の為には, 更なる普及活動を行い貢献者を増やす必要があ
る事を示している. しかし, 震災を機に貢献者数, 成果物数

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

及びタグ数が増加している事も示しており, 今後の OSM
の普及と品質の向上を期待すると共に, 継続した観察も必
要である.

[20]

今後の課題を述べる. 成果物数の上限値について, 日本
の OSM での調査では得られなかったが, 同様に他地域及
び OSM 全体の調査を行う. 同時に, エリアの面積, ウェイ
の距離の変化も時系列に調査する事で, コミュニティの成
長及び生産性などの分析も行う. また, 本稿の震災時の調
査では, 日本全体の成果物の変化について調査したが, 更に
東北地方に絞った詳細な調査が必要であり, 貢献者がクラ
イシスマッピングに参加したインセンティブなどを中心に
調査を行う.

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
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