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概要：本研究の目的は, 既存のセンサがセンシングできない情報を, 市民のインターネットを用いたブログ
への投稿（ツイート）からセンシングすることである. 既存のセンサでは, 事象を漏れなく検出をするこ
とは困難であり, 既存のセンサが取得する情報を補完する必要がある. そこで，Twitter 社が提供している

API を利用して, 位置情報を含む日本語の投稿を大量に収集し解析するシステムを構築する. 本手法の評
価として, 大雨検出と電車遅延検出を想定した. 大雨検出では, 降雨を示す内容の投稿から，設置密度が低
い既存の気象センサでは観測できない降雨の検出ができ, ツイートの位置から既存のセンサが測定できな
い降雨を検出できる可能性を定量的に示した. 電車遅延の検出では, 従来の JR 東日本からは, 電車遅延が
発生してからしばらく時間が経ってから発表されていたが, 本手法では, 電車が遅延していることを JR 東
日本の発表よりも 13 分早く見つけることができた. 本論文で述べた 2 つの事象の検出に関して, 本手法を
用いることによって, 既存のセンサを補完する情報を取得することができた.
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法は Twitter に投稿される情報を大量に集めて, 分析する

1. はじめに

ことで様々な事象を検出する. 先に述べた局所的豪雨の検

近年, M2M やビッグデータという概念が注目されるよ

出もこの手法で実現できる 1 つの事例であると考えている.

うになった背景にセンサの普及が挙げられる. その理由と

本手法では，Twitter を用いることで, 観測者にセンシン

して一昔前に比べてセンサの製造が安価になり, センシン

グに対して一切の負担をかけることがなく, また新たにセ

グがより行いやすくなったことが挙げられる. 一般的なセ

ンサデバイスを製造する必要がなくなる. この手法を既存

ンサは, 局所的なセンシングをする場合にセンサの設置密

のセンサと組み合わせることで, より広範囲で高密度なセ

度を高くする必要がある. しかし，現実的に設置密度を高

ンシングの実現が期待できる.

めても, その範囲のセンシングに漏れが生じてしまう可能

本研究におけるセンシングの手順は, Twitter に投稿さ

性が出てしまう. 特に，近年増加傾向にある局所的豪雨は

れる情報を Twitter API を用いて大量に集めて分析するこ

既存のセンサ [1] では観測することが難しい. 気象センサの

とで, 既存のセンサが観測できない様々な事象を検出する

観測範囲を越えた地点に局所的な豪雨が発生した場合, 既

ことである. 本論文では, 検出対象として大雨と電車の遅

存のセンサではセンシングできないことがその理由に挙げ

延の事象を扱う. Twitter 社が提供している API を利用し

られる. センサの製造コストが下がったとは言え, センサ

て, 位置情報を含む日本語の投稿を大量に収集するシステ

の設置密度を高くするには限界があると言える.

ムを実装する. 実装として, 「雨」や「遅延」など事象に関

本研究では, 既存のセンサでセンシングできない地域を,

連した語を含む投稿を収集する機能や, 広告を目的とした

Twitter を用いてセンシングする手法を提案する. この手

事象と無関係な投稿を取り除く機能（フィルタリング）を
開発する.
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本研究で提案した手法の評価として, 大雨検出と電車遅
延検出を想定し, 収集した投稿データに「時刻」や「位置
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情報」など, 複数のパラメータを設定して事象の検出に必

2.2 先行研究

要な条件を分析する.

2.2.1 WEB を用いたセンシングの意義
時間的, 心理的コストを軽減するためには, ユーザーにセ

2. 関連研究及び先行研究

ンシングを意識させないことが重要であるため, センシン

2.1 関連研究

グを目的として送信されていない WEB 上の情報の利用が

2.1.1 参加型センシングとその必要性

有効である. また多くの人が持ち歩いている携帯電話をセ

参加型センシングとは, 人間が小型の物理センサを用い

ンシングデバイスとして利用することで製造コストをゼロ

て環境や人間に関する様々なデータを収集し, 公共データ

にすることができる.

空間 (Data Commons) を介して情報の共有・可視化・利

2.2.2 WEB を用いたセンシングの事例

用を行うことである [3]. 実空間情報を多く収集する試み

一昔前から行われてきた試みとして, 2 ちゃんねるを情

は, 中国浙江省天目山の GreenOrbs プロジェクトや南カリ

報源とした盛り上がりを検出する研究がある [8]. またブロ

フォルニア大学のチームが行った浮具に付けられたセンサ

グが流行してからは, blog を収集・監視し, 収集した blog

で湖の環境を調査する研究 [4] などで既に成功をしている.

をマイニングすることで得られた情報を閲覧することが出

しかし都市空間のセンシングには多くの問題がある. 問題

来るシステムが開発されるようになった [9]. 2010 年頃か

の 1 つとして，構造物や複雑な交通網, 人や車の流れなど

らはマイクロブログ（Twitter）が流行りだし, 先の 2 つの

織りなす動的な都市空間と, 森や湖の単調さが正反対であ

情報源に比べてリアルタイム性の高い研究が行われるよう

り，センシングが難しいことが挙げられる. また都市は, 人

になった [10].

間活動が営まれる場であり, 物理的特徴だけではすべてを

近 年 Twitter を 利 用 し た 研 究 が 数 多 く 行 わ れ る よ う

把握することが困難である [5]. このように複雑な空間をセ

に な っ て い た.

ンシングする場合は, 参加型センシングを用いて動的にセ

る研究, イン フル エン ザ など 感 染症 の 広が り 関す る 研

ンシングすることが必要とされる.

究, その他にテレビ, 選挙, 世論, マーケティングなどを

2.1.2 参加型センシングの事例と問題点

テーマに多岐にわたる分野に関して研究がなされてい

参加型センシングの事例として, ウェザーニューズ社と

Copenhagen Wheel プロジェクトについて述べる. ウェ

山火事や地震の検出など災害に関す

る [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19].

2.2.3 本論文の検出対象

ザーニューズ社は市民によってセンシングされる局地的な

本論文では, 検出の対象を大雨と電車遅延とする. これ

情報を大域的に集めている. 具体的な方法は, ウェザーリ

らを対象とした理由として, これらの 2 つの事象がこれま

ポーターとして登録した市民が, 自分の五感で感じた空や

で研究対象とされていないことが挙げられる. さらに，大

雲の様子, 気温の感覚などを同社の携帯サイトを利用して,

雨検出を目的とした理由として, 近年, 気象センサでは観測

テキストのメッセージで表現して送信するものとなってい

できない局所的豪雨が増えており, その災害の被害増加が

る [6] [7].

ある. 電車遅延検出を目的とした理由は, 現状の電車遅延

Copenhagen Wheel プロジェクトは, 米国マサチュー

情報は遅延発生からしばらく時間が経ってから発信される

セッツ工科大学の SENSEable City Laboratory では, デン

が, 少しでも早く遅延情報が発信されることで 混雑緩和や

マークのコペンハーゲン市と協力し, 同市内で走行するこ

効率的な輸送に貢献できると考えたからである.

とを想定したセンサ搭載型自転車を開発した. 自転車の
パーツ内には GPS や車輪の回転計, 二酸化炭素, 窒素酸化
物といった空気の汚染度を測るセンサ, 湿度計や温度計な

3. Twitter を用いたセンシングシステムの
構築

どの各種計測機器が収められており, 市民が自転車を利用

3.1 提案

することで市内のあらゆる箇所をセンシングすることが可

3.1.1 Twitter の情報量と即時性

能になっている.

「情報量」とは, 利用者数と流通するツイートの数のこと

ウェザニュース社の事例は, ユーザーが状況を判断して

を指す. Twitter の月間ユーザ数は, 新規株式公開に向けた

携帯電話などのデバイスで報告することでセンシングする

資料によると, 2013 年 Q3 末時点で約 2 億 3000 万人いる.

ものであった. それに対して Copenhagen Wheel プロジェ

さらに 2012 年 4 月 16 日のディック・コストロ CEO の来

クトの事例は, 自動でセンシングされるためユーザーが状

日では, ユーザーの 70% が米国以外であることをスピーチ

況を判断する必要はないが, 専用のセンサデバイスを必要

で述べた. つまり Twitter はサービスを開始したアメリカ

としている. そこで本研究では, 上記のようなユーザーが

のみならず, 世界中で多く利用されていることがわかる.

センシングに対して抱える時間的, 心理的コストと専用デ

「即時性」とは, ある事象の発生からそれが伝えられる

バイスの製造コストという問題点を考慮したセンサを提案

までの程度を表すものとする. Twitter が大きな注目を浴

する.

びるきっかけとなったのは, 2009 年に起きたハドソン川旅
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表 1

図 1

各 Twitter API の特徴

本研究のツイート取得の流れ

客機不時着事故である. ハドソン川でフェリーに乗ってい

る 2 つの Twitter API を活用する. 表 1 にそれぞれの API

た Twitter ユーザーが川面に不時着した旅客機を iPhone

の違いと特徴をまとめ, 本研究では API のうち Filter と

で撮影し投稿を行った. この投稿はテレビなどが事故を伝

Search を採用した. センサと同様の動作をさせる上で, 位

えるより早かったとされ, その高い即時性が社会に大きな

置情報は重要な要素であり, 大量のデータを分析には, 指

衝撃を与えた.

定した条件に合致したサンプル数がある程度必要になる.

3.1.2 Twitter をセンサに利用できる理由

そのため, Sample よりも位置情報付きのツイートを多く取

WEB を利用したセンシングは有用ではあるものの, 本来

得できる Filter を選定した. Filter を利用して位置情報を

WEB 上のすべての情報を集めて解析することが理想であ

含んだツイートを 1 日約 17 万件得る. 2 つ目に選定した

ると言える. しかし, WEB 上のすべての情報を集めて解析

Twitter API は Search である. Search は, 指定した語を含

することは不可能に近く現実的ではない. 前項で Twitter

むツイートのすべてを取得できる. Filter, Sample がラン

の情報量と即時性について言及したが, Twitter と同様の

ダムサンプリングに対して Search は全数調査が可能であ

サービスは他にも存在する. 本研究で Twitter を採用した

り, 本研究のデータ分析の観点から前者 2 つよりも優れて

理由は, Twitter がツイートデータを提供しているからであ

いると言える.

る. Twitter 社はサードパーティがツイートデータを自由

3.2.4 保存データベースの設計

に取得できるように, Twitter API*1 という仕組みを提供し

ツイートを収集するために保存データベースを設計した.

ている. つまり Twitter API を利用すればツイートのデー

Twitter API を用いるとツイートや位置情報の他にも発信

タを自由に取得して利用することができる.

者に関する情報が得られる. Filter, Search ともにプログラ
ムから Twitter サーバにリクエストを送ると JSON 形式の

3.2 設計

データを返す. JSON とは, JavaScript Object Notation の

3.2.1 Twitter API の種類

略で, 構造データの表現形式の 1 つである. JSON は通常

Twitter 社が提供している API の種類は大きく分けて 2
つある.

• REST API

”name”: ”John” の様に名前:値という形で構成されている.
以後「名前」を「JSON のキー文字列」と呼ぶ JSON デー

ユーザー情報など Twitter の基本要素へ

タは 5KB 程度の容量だが, 多くの情報を含んでいる. 検出

のアクセス. タイムライン, ツイート, フォロー, ダイ

の時にできるだけ多くユーザーに関する情報を持っていた

レクトメッセージ, リストなどが取得できる.

方が有利であるため, 得られる情報のほとんどを保存する

• Streaming API

上記同様に, ユーザー情報などに加

という考えのもとデータベースを設計した.

えてツイートをリアルタイムに取得できる.

3.2.2 ツイートの収集方法
図 1 にツイートデータの取得の流れを示す. 図 1 のよう
にツイートは, 収集のために用意したサーバのデータベー

4. Twitter を用いたセンシングシステムの
実装
4.1 位置情報付きのセンシングシステム

スに Twitter 社が公開している Twitter API を利用して集

位置情報付きのセンシングシステムは, Twitter API の

める. ツイートを収集しているデータベースをもとに事象

Filter を用いて研究用サーバにツイートを保存し分析する

の検出を行い本研究の手法の評価を行う.

システムを指す.

3.2.3 Twitter API の選定

4.1.1 センシングのロジックとデータの流れ

本研究では Twitter API version1.1 のうち，特徴が異な
*1

Application Programming Interface の略

位置情報付きのセンシングシステムは Twitter API の

Filter を用いる. 図 2 に全体のシステム構成を示す. まず,

― 727 ―

図 2 位置情報付きのセンシングシステムの構成

PHP で日本の座標を発信地としており, 言語が日本語のツ
イートを検索条件としてリクエストした. この API は条件

図 3

リクエストから保存までの流れ

を指定しないと世界中のツイートを取得する仕様になって
いる. Filter は Twitter 社のサーバにコネクションをはり,
データを取得し続ける仕様となっている. さらに注意点と
してコネクションが切れた際に再接続の仕組みがないの
で, クライアントサイドで再接続のアルゴリズムを組む必
要がある. Twitter 社にコネクションをはり取得したデー
タ (JSON) を PHP でパースしてデータベースへ保存する.
収集サーバにはセンシングの対象となるツイートとは全く

図 4

特定ワードのセンシングシステムの構成

関係のないツイートが多く含まれている. そこで解析の効
率を上げるために, 解析用のサーバを用意してそこでセン

PHP でパースする. そして JSON で得られたデータ

シングの対象となるツイートだけを集め解析するようにし

と一緒にデータベースへと保存する手順である. その

た. 今回はセンシングの対象を大雨としたので, 「雨」また

流れを示したものが図 3 である.

は「アメ」または「あめ」というキーワードを含むツイー
トを解析用サーバに集めて解析を行った．

4.2 特定ワードのセンシングシステム

4.1.2 Filter 実装の注意点

特定ワードのセンシングシステムは, Twitter API の

OAuth 認証 Twitter API では PHP を利用してリクエ

Search を用いて研究用サーバにツイートを保存し分析する

ストを出す場合, 必ず OAuth 認証が必要である. そ

システムを指す.

のためには TwitterDeveloper に登録して 「Consumer

4.2.1 センシングのロジックとデータの流れ

key」, 「Consumer secret」, 「Access Token」, 「Ac-

図 4 に全体のシステム構成を示す. Search は REST で

cess Token Secret」を取得する必要がある. 本研究では,

リクエスト毎にデータを返す仕様である. 1 回のリクエス

PHP から OAuth 認証をするプログラムに Abraham

トで取得できる件数は 100 件であり, 15 分で 180 回までリ

Williams 氏が作成したライブラリ twitteroauth を使

クエストを出すことが可能である. 本システムでは, 電車

用した. なお, そのライブラリはオープンソースとし

遅延の検出を想定していたので, 「人身事故」または「遅

て GitHub [2] で公開されている.

延」または「遅れている」を含むツイートを取得するよう

逆ジオコーディング 逆ジオコーディングとは, 地図上の

に PHP でリクエストした. Twitter 社にリクエストを出

地点を人が判読できる住所に変換するプロセスのこと

すと JSON で返ってくるので, PHP でパースしてデータ

を呼ぶ. Twitter API で収集するツイートには位置情

ベースへ保存した. Filter と同様に解析の効率を上げるた

報が緯度, 経度で記録されている. 事象の検出を考え

めに, 解析用サーバを用意した. 解析用サーバでは, 対象と

る際, 実際の物理センサ同様に住所が必要な場合が多

する駅名なども指定できるようにした.

いため, 逆ジオコーディングをする必要がある. 以下

4.2.2 Search 実装の注意点

に逆ジオコーディングの例を挙げる.

OAuth 認証 Twitter API では PHP を利用してリクエ

例

東京都港区芝公園

ストを出す場合, 前項で述べたものと同様に OAuth 認

具体的な逆ジオコーディングのタイミングは JSON を

Twitter API のリクエスト制限 Search は API のリク

パースした後で, まず得られた緯度経度を PHP で逆

エスト回数に制限があり, 15 分間に 180 回まで取得可

ジオコーディングを行う API にリクエストを出す. そ

能である. つまり 1 回リクエストしたら必ず 5 秒以

うすると変換されたものが XML で取得できるので,

上間隔をあける必要がある. Search API は指定した

35.658704,139.745408

⇒

証が必須である.

4-2-8
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図 5

収集したツイートの数

ワードを含むツイートをすべて取得するため, 保存の
ロジックはリクエストを出した時から 5 秒前とのデー
タの差分を取り保存した. その理由はデータの重複と
漏れをなくすためである.
図 6 災害を検出するアプリケーション

4.3 収集データ
4.3.1 位置情報付きセンシングシステムで保存したツ
イート

リングである. 災害に関するワードを次のように設定した.

Twitter API の F ilter を用いた位置情報付きセンシン
グシステムは 2013 年 7 月 16 日から運用を開始した. 1 日

例 災害, 防災, 被害, 警報, 注意報, 避難, 大雪, 地震, 事
故, 火災, 豪雪, 雷, 停電

平均約 17 万件のツイートを取得した. 月別の収集状況は

2 目のフィルタリングが, 無関係なツイートを除去する

図 5 に図示した. 図 5 の 7 月度は 1 ヶ月の推定収集量を示

フィルタリングである. これは上記のワードを含む無関係

しており, 実際には 7 月 16 日から 7 月 31 日までの約 240

なツイートを除去するためである. 以下の様にフィルタリ

万件を収集した. 月によって収集状況にばらつきが出たの

ングロジックを設定した.

は, システムが止まっていた時間帯があるからだ. 原因と

• 文頭 RT は削除（文中は許可）

して挙げられることは, Twitter 社のサーバとの接続が切

• 複数＃は削除（広告の可能性大）

れてしまっていたことである. Twitter 社のサーバとの接

• 文頭＠は削除（文中は許可）

続が切れた場合, 再接続を要求する仕組みが必要であった

• I m at を含むものは削除（Foursquare のため）

が, この仕組みが無いためにシステムが止まっていたこと

• 位置情報なしツイートは削除

が何度かあり収集量にばらつきが見られた.

• 指定アカウント名を削除（bot 等を除外）

4.3.2 特定ワードのセンシングシステムの収集状況

実際に実装したアプリケーションの様子を図 6 に記す

Twitter API の Search を用いた位置情報付きセンシン
グシステムは 2013 年 11 月 3 日から運用を開始した. ここ
では次章で述べる「電車遅延検出」のために検索ワードを

5. 評価と考察
5.1 評価概要

「人身事故」, 「遅延」, 「遅れている」を指定して収集し

本評価は, 本研究で提案した位置情報付きのセンシング

た. それらのワードを含むツイートを 2013 年 11 月 28 日

システムと特定ワードのセンシングシステムを用いたセン

までに約 57 万件収集した.

シングが既存のセンサよりも有用かどうかを評価すること
を目的とする. なお具体的な評価方法は各々の項で述べる.

4.4 アプリケーションの実装について
本研究では, 災害を検出するアプリケーションを実装し
た. アプリケーションでは収集したツイートから 2 段階で

5.2 大雨検出について
5.2.1 評価準備

ツイートをフィルタリングした. 1 つ目がワードのフィルタ
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東京都内の気象センサが示す雨量データと位置情報付き

表 2

表 3 評価で用いた JR 東日本の公式発表
発表時刻
発表内容
中央・総武各駅停車は,
新小岩駅での人身事故の影響で,
22 時 51 分
上下線に遅れがでています
中央・総武各駅停車は,
新小岩駅での人身事故の影響で,
上下線で運転を見合わせて
いましたが, 22 時 25 分頃に運転を
再開し遅れがでています
22 時 30 分

新宿に設置されている気象センサが観測した雨量
取得時間
10 分間の雨量

14 時 20 分〜14 時 29 分

0mm

14 時 30 分〜14 時 39 分

0mm

14 時 40 分〜14 時 49 分

3mm

21 時 27 分

図 7

10 分頃を見込んでいます

新宿区から発信されたツイートの場所と距離の関係
図 8 公式発表前の時間とツイートの関係

のセンシングシステムからのツイートを比較して前項の方
法で評価する. 評価の対象とする大雨は, 局所的な大雨が発
生した 2013 年 7 月 23 日とする. 気象センサの雨量データ

関東エリアに限定して行う. データの取得は 2013 年 10 月

を取得した. 2013 年 6 月 30 日から川の防災情報に掲載さ

23 日より開始した. データベースの中から評価対象の 2013

れている東京都の 125 箇所の雨量データ (10 分毎の雨量)

年 11 月 2 日の公式発表データを抽出した. 表 3 に該当デー

をデータベースに保存した.

タを示す. 人身事故による遅延情報は 21 時 27 分に第一報

5.2.2 大雨発生の時間及び範囲の評価

が入っていることがわかる.

大雨発生の時間及び範囲の評価では, 既存のセンサが検

5.3.2 JR 東日本の公式発表とツイートの時間と数の関係

出できない降雨をツイートから検出できるのか評価する.

ここでは JR 東日本の公式発表までの時間と電車遅延に

評価対象とした時間帯は 14 時 20 分から 14 時 50 分までの

関するツイートの数の関係を定量的に評価する. まず, 図 8

30 分間である. 表 2 に新宿 (東京都新宿区歌舞伎町 1-4-1)

のグラフに発表までの時間とツイートの数を図示した. 発

に設置されている気象センサが観測した雨量を示す. 14 時

表まで 5 分を切るとほぼ時間毎に増えていっていることが

20 分から 14 時 39 分までの間は降雨が観測されていない

わかる.

が, 14 時 40 分から降りだした. 14 時 20 分から 14 時 39 分

次に定量的な関係を調べるために, 公式発表までの時間

までに新宿区から発信されたツイートの場所と距離の関係

と電車遅延に関するツイート数を単回帰分析した. まず相

を図 7 に表す 地図上のアルファベットの位置がツイートさ

関関係と回帰直線について評価する. 相関係数は 0.79(以

れた位置である. これを見ると, 気象センサから約 3km 離

下, 小数点第二位を四捨五入) なのでやや強い相関を示して

れた箇所でも雨のツイートが観測されていることがわかっ

いる. 寄与率は 61.7%なので回帰直線の精度は良いと評価

た. 新宿区は 3km 以上離れると他の区に入る可能性が高い

できる. 次に, F 検定の値が 0.00015 で 0.05(5%) を下回っ

ことから, この時間帯は新宿区全体的に降雨が見られた可

ていることから, 回帰モデルが有効であると判断できる. 回

能性が高いと言える.

帰式は式 1 であり, c がツイートの件数で t が公式発表まで
の残り時間を示す. 傾き Γ = 2.033 となり Γ > 0 より, 公

5.3 電車遅延検出について

式発表の時間に近づくほどツイートの数が増えることが定

5.3.1 評価準備

量的にわかった.

JR 東日本による電車遅延情報の公式発表データの取得
は, JR 東日本のホームページより取得する. ただし JR 東
日本の管轄している路線は広範囲に及ぶので, 本評価では
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c = 2.033t + 20.84

(1)

示したような回帰直線に従った嘘のツイートが起きた場合
は, 電車遅延が嘘であることを見抜くことは難しいと考え
られる. 嘘を見抜く可能性がある方法を 2 つ示す. 1 つは位
置情報で見分ける方法である. 発生したイベントの場所と
全く関係のない場所でツイートされた場合は嘘である可能
図 9

大雨検出時にツイートが発信された位置

性がある. もう 1 つには, ツイートした者同士でのリレー
ションの有無を調べる方法がある. そのリレーションの 1

5.4 考察

つがフォロー, フォロワー関係である. 複数のツイートを

5.4.1 大雨検出の考察

した者同士が互いにフォロー, フォロワー関係であった場

気象センサが降雨を示していない時間帯に, 気象センサ

合は, 組織的な行為である可能性があると言える. これで

が設置された場所から最大で 3km 離れた地点でも雨に関

は完全に見抜くことはできないので, 今後更なる研究を行

するツイートを見ることができた. しかしながらこの例で

う必要がある.

は, ツイートした地点と雨を観測した地点とが同一地点か
どうかの疑問がある. 図 9 はツイートされた位置を地図上

7. おわりに

にマッピングしたものである. 新宿区の評価では, ツイー

本研究は, 既存のセンサがセンシングできない情報を, 市

トした場所に着目すると鉄道の駅付近であることが多かっ

民のインターネットを用いたブログへの投稿（ツイート）

た. すなわち考えられる可能性の 1 つとして, 降雨を観測

からセンシングすることを目的として，位置情報を含む日

した地点から, 電車で移動している間にツイートしたこと

本語の投稿を大量に収集し解析するシステムを構築した.

が挙げられる. この疑問を解決するには, 特に地下鉄にお

大雨検出では, 既存の気象センサでは設置密度が低いため

ける投稿者の位置情報取得の仕様と Twitter アプリの位置

に観測できない降雨を, 降雨を示す内容の投稿から検出で

情報送信の仕様を調べる必要がある. よってツイートから

き, ツイートの位置から既存のセンサが測定できない降雨

降雨を検出する際は, 必ずしもその場所で降雨を観測した

を検出できる可能性を定量的に示した. また, 電車遅延の検

のではなく, 観測者が移動した場合があることを十分考慮

出では, 電車遅延が発生してからしばらく時間が経たなけ

した上で検出を判断する必要がある.

れば JR 東日本は遅延を発表しなかったが, 本手法では, 電

5.4.2 電車遅延検出の考察

車が遅延していることを JR 東日本の発表よりも 13 分早

図 8 の通り, 公式発表の 13 分前に最初の電車遅延に関

く見つけることができた. これら 2 つの事象をツイートの

すると思われるツイートを見つけることができた. そして,

特徴から検出できたことにより, 本研究で提案した Twitter

図 8 で示した回帰分析から電車遅延に関すると思われる

を用いたセンシングの手法が有用である可能性があると結

ツイートの増加傾向もわかり, 電車遅延の検出の 1 つの指

論づけた. 本手法の課題は, 検出対象の事象と無関係なツ

標を示すことができたと言える. しかしながら, 必ずしも

イーの除去と意図的に投稿された事実と異なる内容のツ

最初の電車遅延に関するツイートを電車遅延検出に使える

イートを除去することである. 本論文で述べた 2 つの事象

とは限らない. なぜならばツイートの投稿者自身も電車が

の検出に関して, 本手法を用いることによって, 既存のセン

遅延することをわかっていないからだ. ツイートの内容を

サを補完する情報を取得することができた.

見ると, 人身事故を起こした電車に乗っていて急に停車し
た様子がわかるが, この時点では人身事故であることはわ
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