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地図って道路や位置を見るためのも
のじゃないの？



OpenStreetMapやgooglemapじゃ
ん、ちがうの？



ビジネスでも分析して利用？



え？災害時に利用？



は？安全保障？



安全保障の定義 

「ある主体が、その主体にとってか
けがえのない何らかの価値を、何ら
かの脅威から、何らかの手段によっ

て、守る」



• 定義をするものの価値的な立場、
世界観が不可避に反映 

• 時代や状況によって異なる



人を守る？ためにも分析？



地図を使った分析って何？



eコミマップ？？
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こういうやつ。



googlemapとかと 

何が違うの？



変わらないじゃん？



でも、地図で分析？？



え？インテリジェンス？？



ジオイント？？



では、インテリジェンスって何か



「インテリジェンスとは、国家安全保障にとっ
て重要なある種のインフォメーションから、
要求・収集・分析というプロセス（過程）を
経て生産され、政策立案者に提供されるプロ
ダクト（成果）である」



•情報から分析・加工された知識のプロダクト 

•プロダクトを生産するプロセス

政策決定者に提供
政策決定者が国家安全保障上の 

問題に関しての判断材料



国家安全保障上→会社 

政策決定者→経営者やチームリーダ 

に置き換えてね



インテリジェンス三つの意義

• プロダクトとしてのインテリジェンス 

• プロセスとしてのインテリジェンス 

• 組織としてのインテリジェンス



プロダクトとしてのインテリジェンス

• 知識のプロダクト 

• 所要の情勢分析・評価などをまとめた報告書
や口頭説明 

例えば 

• テロ組織による拉致の背景について報告を受
けた



プロセスとしてのインテリジェンス

• プロダクトを生産するプロセス 

• 「プロダクトとしてのインテリジェンス」を
生産する一連の活動過程 

• プロセスは「要求、収集、分析、報告、フィー
ドバック」といった各段階から構成



出典：「情報と情報保全」内閣官房 平成22年5月



組織としてのインテリジェンス

• プロセスを構成するインテリジェンス組織 

• インテリジェンスプロセスは共同作業 

• 制度的につながって活動している組織の集合
体をIC（インテリジェンスコミュニティ）



インテリジェンスは決定プロセスの支援



• 政策決定プロセスを支援するための機能 

• 政策決定を行うために背景事情、リスク、メ
リットなどの見通しにかんする時機を得た分
析や評価



「背景事情や将来見通しなど」を
一般的には情報という

インテリジェンスが無いと
政策決定者が政策判断ができない場合がある



重大な意思決定は、情報組織ではなく

政権中枢、政府高官



情報のリクエストは、政策決定者
↓

政策決定者の関心に沿った情報をリクエスト



どんなに重要で価値がある情報であっても

理解できずに無視されることもある



注意しなければならないこと



インテリジェンスの失敗
• 国家の存亡の危機に陥りかねないような深刻な
脅威や出来事などの動向を見過ごす 

• 事態の発生する可能性を事前に予測できない 

• 事態予測が失敗の場合、政策判断が誤る

• 政策決定者は最悪な事態を避ける判断 

• 的確な対応措置

間違えなければ



そのほかにも注意として



ある人物や組織が、ある特定の政策の実現
↓

内容を故意に歪曲、操作する場合がある



広報と宣伝も大切な話



広報
政策意図に対する有害な誤謬（ごびゅう：意図
しない間違い）と歪曲を是正し、誤った判断を
防ぐためのデータと真実を提供すること。

• 誤った判断を防ぐためにデータと事実を提供す
ること

• 受け手の判断に委ねられる

例えば
自国に好意的な国際イメージを形成、相互理解の
文化交流



宣伝
• 客観的な事実や情報であるとは限らない
• 宣伝の核心は、どれが真実よりも真理である
と信じさせること

• 宣伝者の利益に合致するように相手の態度を
変えることにある

• 受け手の判断に直接影響を与えることを目的



宣伝が効果的な条件
1. 宣伝が特定の対象にとって主要なもしくは唯
一の情報源である場合

2. 宣伝の送り手と幾分か同じ態度を共有してい
る人々に向けている場合

3. 比較的柔軟な信条や態度を持つ青年層・無関
心層に対する場合

宣伝は、
明確な判断や意識形成の脆弱さを利用した手段



非軍事的な撹乱作用
1. 撹乱源の意図

➡意図的か、意図的でないか）
2. 撹乱の対象

➡生存、健康、経済福祉、生活環境、政治的権
利

3. 撹乱の発生源
➡国内、国外、地球

自己利益を追求する複数主体の合理的行動の産物



安全保障上の撹乱作用

1. 国民の質を著しく低下
2. 政策決定者の選択肢の幅を相当狭める恐れの
ある行為と事象の連鎖



撹乱の客観的判断基準

1. 撹乱源の特定可能性
2. 撹乱源との時間的・空間的距離
3. 撹乱の発生可能性
4. 被害の深刻度



自分自身が企画・遂行に関わっている
↓

客観性の維持が大切



自分たちは秘匿性の確保も大切



インテリジェンス活動
相手側が隠そうとしてる事項を対象の場合がある

情報収集と分析
↓

機密事項はインテリジェンス活動の対象



極めて秘匿性が高い
情報源・手法・能力が相手に知られた場合

↓
欺瞞な情報を流される
防護措置を取られるなど



インテリジェンス活動が困難になる



本当に必要としている者にしか伝えない
Need to Know

不必要なインテリジェンス共有は避ける



政府内の機関同士のインテリジェンスの共有
Need to Share

インテリジェンス共有によって情報漏洩があった
場合には危険を伴う



共有が機能しなくて、防げなかった911など

バランスが難しい



情報には２つ種類がある

インテリジェンスの素材 

• 公開情報（Open Source Information） 

• 秘密情報（Secret Information）



公開情報（OPEN SOURCE INFORMATION）

• ラジオ、テレビ、新聞、雑誌、書籍、インター
ネット、商用データベースなど 

• 自由に入手可能な情報 

　　　　　　　　　↓ 

• 技術の発展に伴い、Webサービスなどによっ
て情報が増加



秘密情報（SECRET INFORMATION））

• 公開ソースから入手できない 

• 自由に入手不可能な情報



情報収集のコストが下がった



• 危害を加える場合、対策を考える場合の両方 

• 技術の発展は、情報収集のコストを下げる



例えば、テロや災害対策を考えると 

• 集客施設の催し日程、客席、会場見取り図、
周辺の警察、消防などの初動対処機関の配置 

• 交通状況、周辺の建物、学校や通勤の人通り
など 
 
簡単に、悪意側、対策側の両方で情報収集が
できるような時代になった



常に有利に進めるためにも 

日々のインテリジェンスが必要になる



情報の収集

• 公開情報に基づくインテリジェンス（OSINT） 

• 人的情報に基づくインテリジェンス（HUMINT） 

• 技術的情報に基づくインテリジェンス 

➡TECINT:Technical Inteligence 

➡技術的手法（信号情報や画像情報など）のよって収
集された素材情報に基づくインテリジェンス 

➡TECINTには、信号情報（SIGINT）、地理空間情報
（GIOINT）、画像情報（IMINT）などが含まれる



情報の収集

地理空間情報 
（GIOINT：Geospatial Inteligence） 

「画像情報や地理情報を加工・分析することにより、地
球上の物理的な動きや地理的な形状を解明・分析しある
いは視覚的に表示すること」 

衛星写真から入手した画像や地物情報などに基づいてイ
ンテリジェンスをおこなう



情報の収集

IMINTの例

フィリピン軍公開の画像



リスクコミュニケーション

情報の提供と操作

と



情報の提供と操作

情報の共有が適切で無い場合には・・・ 

• 危機の際に、多くの人々は真相がわからないこと
への不安 

• 少しのリスクも受容できずに現実ではありえない
100％の安全を求めて同一行動を起こす（起こさ
ない）傾向がある 

• 二次災害や風評被害が起きやすい



いままでのインテリジェンスの話を踏まえて



危機の時こそ



適切なインテリジェンスができていれば



リスクコミュニケーションは適切にできる



「リスクのより適切なマネジメント のために、
社会の各層が対話・共考・協働を通じて、多様

な情報及び見方の共有を図る活動」

リスクコミュニケーションとは



「どれくらい危険なのか」という 

リスク情報の共有



• 数値で行っても、言葉で行っても範囲な
どわからない 

• 想像するにも個人差がある

• 例えば 

• 東日本大震災で大津波が日本を襲った 

• どこから、どこまで？どの大きさの津波？被害は？など 
 
外国では、津波が襲って日本列島を津波が横断したと考
えていた人も少なくない



リスクコミュニケーション

• 問題の背景や基本的な知識を積極的に情
報提供 

• 安全保障上の政策のための「秘匿情報」
や交渉の行方に関するもの以外 

• 事態の性質、規模、範囲、リスクを共有 

　　　　　　　　　↓ 

多対多の情報共有



言葉では、多対多の情報共有が難しい







常総市の水害のときに







だから、リスクコミュニケーション



リスクコミュニケーションには 

GISを活用



GISを活用すると、 

やはりインテリジェンスが必要になる



GEOINTするにも・・・



素材情報をGISのサービスで簡単に使って
いいのか？



©飯尾淳



だから、 

GISサーバは自前（オンプレミス）がいい



GISを自前で用意するには、普通は高い！！



なら、安く使おう！！



そこで、 

eコミマップを構築してみよう！！！
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コミュニティ　オリジナル企画 

開催教室：503（２６号館 5F） 
ハンズオンに来てね！！ 

ありがとうございました！ 

Twitter：@okada_t 

tadashiman@mrj.biglobe.ne.jp

mailto:tadashiman@mrj.biglobe.ne.jp

