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1  はじめに

著者らは，ソーシャルメディア情報のひとつである

Twitter*のデータを用いて，災害の発生をいち早く捉

えるための技術開発を実施してきた 1),2)。本研究では，

土砂災害が発生する前の警戒的な情報を Twitter デー

タから抽出することを目的として，土砂災害の発災前

後の Twitterデータの全体像を掴み，Twitterデータか

ら抽出できる可能性がある情報を整理した。この調査

のため，過去の土砂災害事例を対象として，Twitterの

全量データを用いた俯瞰的な分析を実施し，統計的な

観点から警戒期の情報を整理するアプローチをとった。

これは，今後の実用化検討を考慮し，大量に存在する

Twitterデータからシステムが自動的に防災上有用な情

報を抽出することを念頭においたものである。なお，

統計的な手法を用いてデータを調査すると，少数の有

益なツイート†を見逃してしまう可能性がある。そこで，

本研究のおいては，本調査と平行してデータの定性的

な調査を実施し，調査結果を相互に共有して調査観点

を広げる手段をとった。調査の対象とした災害事例と

データを次に示す。

事例(a) 2012年 7月に発生した九州北部豪雨災害にお

ける熊本県で発生した土砂災害，2012 年 7 月 11 日

16 時から 12日 12時までの Twitterデータを調査

事例(b) 2014年 8月に発生した広島市における土砂災

害，2014 年 8 月 20 日 1 時から 5 時 30 分までの

Twitterデータを調査

2  俯瞰的なデータ調査

2.1 話題分析

土砂災害の発災前後における，Twitter上の話題を俯

瞰し，出現する話題の経時的変化を調査した。具体的

には，時間帯毎に出現するキーワードのランキングを

作成し，話題分析を行った。ランキングの作成にあた

っては，特定の場所と時間帯において特徴的に出現す

るキーワードを捉えるため，TF-IDF‡によるスコアを用

いた。先行研究 1)で用いた場所推定手法を用いて都道

府県単位に仕分けたツイート群に対して，1時間毎にデ

ータを集約し，TF-IDF の計算における文書の単位とし

た。事例(a),(b)の調査結果を図 1へ示す。調査の結果，

災害発生前には，災害に関連するキーワードとして雷，

停電，豪雨等のキーワードが頻出する傾向があること

がわかった。

2.2  特定話題の推移

事例(a)を対象に，先行研究 1),2)で Twitter データ

の検索に用いたキーワード群と，土砂災害の前兆現象

である土の臭いや地鳴りに関連するキーワード，およ

                             
* https://twitter.com/
† Twitter 上に投稿された発言をツイートと呼ぶ。
‡ TF-IDFは情報検索分野の手法で，データの全体領域

にわたって普遍的に頻出する単語のスコアを小さくし

び，前節での調査結果を元に選定したキーワードを用

いて，それぞれのキーワードを含むツイート数の推移

を調査した（図 2§）。この調査結果から，量的な面で

は「怖い，やばい，すごい」「音」「停電」「注意

報・警報」「強い雨の観察」に関する発言が発災前に

て，特定の時間帯や場所に特徴的に出現する単語のス

コアを高く計算する手法である。
§ ツイート数は熊本県全体の集計値。一方，図中の災

害状況は参考文献 3),4)から県内の情報を記載。

事例(a) 熊本県　2012年7月12日

00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00

1 雷 雷 雷 生活用品 添加剤
2 一瞬停電 ジャミルさま マモ れいくん バァンバリン
3 味噌汁 光る カミナリ 雑貨 インテリア
4 ポスト数 停電 果報 雷 生活用品
5 のむ ピカピカ 停電 インテリア 雑貨
6 カミナリ ゴルゴ 現れ なつちゃん 是非一度
7 光る カミナリ グーグルマップ 政木屋 エンジン音
8 夏菜子 右京さん 丼ぶり 名代 やみつき
9 停電 杏子ちゃん 光る そば屋さん 避難勧告

10 びーむ おやすみなさい ピカピカ グーグルマップ カミナリ
11 大雨洪水警報 マムージャ 城島 丼ぶり 詳細
12 雷雨 蛮族軍兵力報告 雷雨 マムージャ 避難
13 ピカピカ 生活用品 稲光 蛮族軍兵力報告 絶品
14 おやすみなさい トロール 落雷 トロール 燃費
15 ギュ ギュ 東そば ヒツジ 氾濫

事例(b) 広島県　2014年8月20日

01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-05:30

1 何処 停電 午 ぱなそにっく せんぱぁ
2 譲る 雷 停電 避難 避難勧告
3 チケット せんぱぁ 雷 避難勧告 ラグビー
4 停電 シコシコ ファンネルミサイル 停電 景ちゃん
5 雷 雷雨 中華 占領 発令
6 ピカピカ ゾロゾロ 落雷 のびる わしわし
7 警報 ピカピカ 光る 氾濫 開設
8 シャロ 光る せんぱぁ 消防車 雷雨
9 ノヤ 豪雨 あとアイチ せんぱぁ 氾濫

10 光る まき けんじる 京葉線 新
11 ずばり 一印象 パグ 避難場所 マツピオ
12 入浴時間 落雷 冠水 四時 避難場所
13 願う 自発 サイレン 水位 根谷川
14 やや 殺生丸様 鳴る 安佐南区 パラダイステレビHD

15 ゴロゴロ 雛子 避難 パトカー 可部小学校

図 1 TF-IDF スコアのランキング
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図 2 事例(a)におけるツイート数の推移
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増加することがわかった。また，ツイート数の増加率

に関する調査結果から，土砂災害に関する前兆的ワー

ド(小石，土臭い，地鳴り，地響き)が増加する時間帯

があることがわかった。

3  雨発言に対する共起語の調査

前節の調査結果の中で，「怖い，やばい，すごい」

「強い雨の観察」「音」に関する発言が警戒期に増加

することに着目し，ツイートに含まれる共起語の推移

を調査した。事例(a)に対する，検索キーワード別の共

起語ランキングの推移を，図 3 へ示す。調査の結果，

発災の直前から，災害に関する単語やネガティブな単

語が，共起語の上位にランクインすることがわかった。

また，全般的に「雨」や「雷」が共起語として頻出す

る傾向にあり，前節の調査と合わせて Twitter 上では

「強い雨の観察」に関する情報を抽出できる可能性が

あると考察する。降雨の情報については，雨量レーダ

の情報を用いると正確な数値情報を入手できるが，

Twitter上の「強い雨の観察」は，住民による観察にお

いて普段とは違う，もしくは近年の経験から見て相対

的に強弱を判断した上での発言と想定できる。より定

性的な観点では，夜中に目を覚まして雨の恐怖をツイ

ートするような状況であれば，十分警戒すべき状況で

あると考えることができる。

4  雨発言を利用した潜在的ユーザ分布可視化

前節までの調査で，Twitter上では，雨に関するツイ

ートが比較的多く存在することがわかった。このため，

全国の雨に関するツイート数を整理することで，全国

の潜在的な Twitter ユーザの分布を可視化できるので

はないかという，仮説を持った。この仮説を検証する

ため，著者が過去に収集した 2012年 7月から 2015年 1

月までのツイートを対象に，(1)「雨」で検索したデー

タに対して簡易的なノイズ排除処理を施しデータ母集

団とし，(2)それぞれのツイートに対して市町村レベル

での場所の推定を実施し，(3)全国市町村別のツイート

数を集計した。集計したツイート数を，度数の分布と

して可視化したものと，市町村人口によって調整して

可視化し調査した（図 4 ツイート数の分布）。市町村

の基礎単位および人口は，H22年の国勢調査における総

務省集計データ**に記載された値を用いた。また，可視

                             
** 総務省統計局「都道府県・市区町村別統計表(平成

22 年)」を使用。

化においては，国土交通省国土数値情報行政区域デー

タの H22 年版††を使用した。この調査によって，人口

の少ない地域においてもある程度 Twitter の利用者が

存在する可能性があることがわかった。今後は，本調

査結果を発展させ，地域毎の自然現象や災害に対する

Twitter 上の反応の違いを定量的に評価し，Twitter デ

ータを用いた統計的な情報抽出手法の検討に活用した

い。

5  まとめ

本年度の調査では，過去の災害事例を中心に俯瞰的

なデータ分析を実施し，Twitter上で警戒期から発災前

に特徴的に出現する情報を整理した。また，全国市町

村の潜在的な Twitter ユーザの分布を可視化すること

を試みた。これらの調査結果から，Twitter上では全国

的に自然現象等に関するツイートが発生することが期

待でき，また，警戒期に特徴的な情報が出現する可能

性があることがわかった。今後の課題は，本調査で得

られた仮説に対してより多くの事例で調査を行い，警

戒期に Twitter から得られる情報を整理することであ

る。さらに，災害時の Twitter データ分析に適した新

規の統計的手法を開発して，防災上有用な情報を抽出

する手法の検討を実施したい。
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検索語 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00

雨 1 雷 雷 雷 雷 降る
2 降る すごい すごい 降る 猛烈
3 すごい 明日 寝る すごい みる
4 くる 風 怖い 猛烈 解析
5 寝る 寝る 降る 寝る 気象庁

怖い 1 雷 雷 雷 すぎる 覚める
2 雷 雷 くる 雷 知る
3 寝る 光る 雨 眠れる 話
4 私 くる 寝る 寝る 目
5 すぎる 寝る すぎる 笑 くる

やばい 1 雷 雷 雷 雨 雨
2 雨 雨 雨 すぎる すぎる
3 すぎる 笑 寝る これ 明日
4 笑 寝る すぎる 寝る ない
5 死ぬ すぎる 怖い ノブ 氾濫

図 3 事例(a)における共起語ランキング(抜粋)

図 4 雨関連ツイート数分布

色の濃淡で大小を表現（色が濃い程大きい）
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