大震災の記録映像を地図上で視聴できる動画マッピング企画「●REC from 311～復興の現在地」
～テレビ朝日、デジタルニュース革新に向けたグーグルの取り組みに参画
2019 年 2 月 21 日
株式会社テレビ朝日
株式会社テレビ朝日は、東日本大震災とその後の復興の様子の映像を Google マップの上で可視化す
るニュース企画サイト「●REC from 311～復興の現在地」を 2 月 21 日、公開しました。この取り組み
は、デジタルニュースの信頼性と質の向上を目指す Google ニュース イニシアティブ（GNI）の支援を
受け実現したものです。

デジタルニュース企画サイト「●REC from 311～復興の現在地」：https://news.tv-asahi.co.jp/special/recfrom311/

テレビ朝日報道局では、東日本大震災直後からカメラマンが中心となり、
「震災以降」の被災地の風景の
変化を同じ場所、同じアングルから撮影する「定点撮影」に取り組み続けています。
「●REC from 311～復興の現在地」には、被災地など 100 か所以上の「定点撮影」映像と、テレビ朝日

をはじめとする ANN 系列（全国 26 局ネットワーク）で制作・放送された復興関連のドキュメンタリー
番組やニュース企画の映像を集約し、Google マップ上でそれぞれの現場にあたる地点に埋め込んでいま
す。震災から 8 年間の時間の流れやそれぞれの場所で何が起きていたのかが直感的に分かり、地図上を
移動するように視聴していくこともできます。
大震災の記憶を風化させないために、地上波テレビ放送とは違うアプローチで何ができるかを模索し、
インターネットならではの表現にこだわりました。

テレビ朝日が中心となって運営する YouTube チャンネル「ANN ニュースチャンネル（ANNnewsCH）
」
は、昨年 12 月、GNI の一環で、動画ニュースの革新に向けた YouTube イノベーション ファンディング
の対象に選ばれました。
「●REC from 311～復興の現在地」では、ANN ニュースチャンネルで展開して
きた動画と Google マップを連携させ、震災からの復興の記録としてまとめました。
このウェブ企画を制作・運用するため、YouTube への動画投稿と Google マップへの埋め込みを同時
に行える配信システムを開発しました。今後もこのシステムを活用して、映像を地図上で見せるデジタ
ルニュース企画を様々なテーマで展開していく予定です。
●REC from 311～復興の現在地：https://news.tv-asahi.co.jp/special/recfrom311/
YouTube ANN ニュースチャンネル（ANNnewsCH）
：https://www.youtube.com/user/ANNnewsCH
Google ニュース イニシアティブ：https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/ja/

お問い合わせ：
株式会社テレビ朝日 広報部
電話 03-6406-1111(代表)

TV Asahi launches a Google platform project for digital news innovation
“●REC from 3/11 - Overcoming Japan’s Biggest Quake”
Linking images and sounds of the aftermath of the Great Earthquake and Tsunami to Google Maps

March 8, 2019
TV Asahi Corporation

Website of the digital news project, ”●REC from 3/11 - Overcoming Japan’s Biggest Quake”
https://news.tv-asahi.co.jp/special/recfrom311/en/

TV Asahi Corporation launched "●REC from 3/11 - Overcoming Japan's Biggest Quake" a website that
connects news footage related to the great earthquake and tsunami of 2011 to locations on Google Maps.
Since the fateful day of the disaster on March 11, 2011, TV Asahi camera crews have meticulously covered
the region, using a technique called “fixed position filming”, which requires returning to a chosen location
overtime to film the exact same shot. “●REC from 3/11 - Overcoming Japan’s Biggest Quake” has linked
this unique footage from more than 100 disaster-hit locations with their respective locations on Google
Maps. This enables the viewer to move through the map, choose a city or village and see and hear what
has happened over the course of the past eight years.

“●REC from 3/11” was realized with the support from Google News Initiative (GNI). In December 2018,
YouTube channel “ANN News CH” was granted “YouTube Innovation Funding”, a GNI project aimed at
supporting the future of news in online video. TV Asahi’s project team decided on an approach different
from traditional TV broadcasting and capitalized on a feature unique to the internet. In order to create and
run this web-based project, we developed a distribution system that simultaneously uploads videos to
YouTube and embeds them onto Google Maps. We plan to use this system in the future to provide various
digital news projects on diverse topics.

“●REC from 3/11 - Overcoming Japan’s Biggest Quake”:
https://news.tv-asahi.co.jp/special/recfrom311/en/
YouTube ANN News Channel (ANNnewsCH):
https://www.youtube.com/user/ANNnewsCH

For more information, contact:
TV Asahi –Public Relations Department +81-3-6406-1111

