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大規模災害時の救助資源配分における Twitter 活用法の検討
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はじめに
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大震災時の救助要請タグ (j j helpme) で検索・抽出す

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は被害規
模が大きく，現地の自治体や救助機関そのものが機能

る．東日本大震災の被災地は非常に広域に渡るので，

不全に陥った．また，電話回線も輻輳によって繋がら

認を行う．

ない状態となり，現地の情報収集が非常に困難であっ

3.2

今回は宮城県内の救助要請者のツイートに限定して確
被災地・被災者数の推定

た．しかし，災害発生後 72 時間を経過すると救助者

ツイート内容から都道府県・市町村・番地等の住所

の生存率が急激に低下することから，このような状況

表現を抽出し，それを本研究では被災地として扱う．

下でも迅速に現地の状態を把握する必要がある．その

また「父」
・
「母」
・
「子」等の親族名称等の数をカウン

手法として本研究では Twitter による救助要請に着目

トし，それを本研究では被災者数として扱う．ツイー

した．Twitter による救助要請は不特定多数に情報発

ト内に「10 人」
・
「20 名」等のはっきりとした人数表

信されるので，救助機関へ向けて発信された救助要請

現がある場合は，そちらを優先して被災者数とする．

を流用・集約することで被災地の状態がわかると考え
たからである．そこで本研究では，災害時の Twitter
の救助要請から被災地の状態を迅速に把握し，救助隊
や救援物資等の救助資源を効果的に配分する手法を検
討する．

推定値の検証

ここで推定した値等の妥当性は，本来，実被災情報
を用いて検証すべきである．しかし救助要請時の正確
な被災者数等の記録がない．そこで本研究では「実際
の死亡者数」と「実際の被災者数」との間には正の相

先行事例

2

3.3

関があると考え，
「実際の死亡者数」と「推定被災者

Twitter を災害救助に活用する例としては，総務省
消防庁が大規模災害時に Twitter から緊急通報できる

数」とを比較する．具体的には，宮城県が公表してい

サービスを 2013 年度から試験運用予定である [1]．し

いる宮城県各地域毎の死亡者数を用いる．

かしこれは電話回線を用いた 119 番通報の補完が目

3.4

的であり，現地の情報収集や救助資源配分に活用する
仕組みにはなっていない．一方，実装面では被災地の
状態を素早く知るために，被災者のツイートから被災
地・被災者数を自動で出力するプログラムを作成する
予定であるが，Twitter を用いたアプリケーションの

る「東日本大震災における被害等状況」に記載されて
確認結果と考察

市町村別の死亡者数と推定被災者数を比較した散布
図が図 1 である．ピアソンの積率相関分析を行ったと
ころ，両者の相関係数は 0.75 となり強い正の相関が
認められた．

開発は近年活発である．とくに酒井ら [2] の WebAPI

3000

を使った日付表現の抽出・住所検索の手法を，本研究
2500

では救助要請者の日付・住所・人数の抽出に利用した．

災害時の被災者のツイートを流用・集約することで
被災状態の把握可能性を確認する．

3.1

れには Twitter のハッシュタグ機能を用いて，東日本
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図 1: 死亡者数と推定被災者数との相関
この結果から大規模災害時に被災者の救助要請者の
ツイートを流用・集約することで，被災地の状態を把
握できることを確認できた．
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被災情報収集プログラムの作成

4

迅速な被災地の状態を把握するために Twitter から
被災地のツイートを収集，被災地・被災者数を自動で
抽出するプログラムを作成する．

4.1

手法

実装に際しては主に WebAPI を用いる．とくに被
災地の推定，被災内容の推定，出力結果の描画には

GoogleMapsAPI，キーフレーズ抽出 API を用いる．
以下に各工程のアルゴリズムを簡単に説明する．
被災地の推定

ツイート内の住所表現の抽出には

GoogleMapsAPI を用いる．GoogleMapsAPI には文
章中から住所表現を抽出する機能が備わっているが，
精度を高めるためにツイート内の文章から予め住所
表現付近の文字列を抽出する．宮城県内の市町村名を
データセットとして用意しておき，ツイートの文章中
から宮城県内の市町村名を検索する．市町村名がヒッ
トした場合に市町村名と市町村名の後ろ 20 文字を抽
出する．この抽出された文字列を GoogleMapsAPI に
代入し被災地を推定する．
被災者数の推定

被災者数の推定には最初に人数表現

の文字を検索し，ヒットした場合に「人」
・
「名」の前
の数字を被災者数として抽出する．
→

その数を被災者数とする．

被災内容の推定

88.4%，被災者数が 48.0%であった．被災地に関して
は高い一致率となり，3 の手法を自動化できたと言え
る．しかし，被災者数に関しては高い一致率とは言え
ない結果であった．これは救助要請の文章中に「数名
取り残されている」
・
「男性 2 人，女性 3 人」等のはっ
や，
「三人」等の漢数字を使用した場合に被災者数を抽
出できなかったことが主な原因であると考えられる．

6

おわりに
本研究では宮城県の被災者に限定して Twitter の活

被災者数 3

人数表現がない場合は親族名称等の数をカウントし，
例：父と母

が同じ場合に一致したと判断する．一致率は被災地が

きりとした被災者の合計人数が明記されていない場合

の有無を調べる．ツイート内の文章から「人」
・
「名」

例：3 人

図 2: 被災情報の出力図

用法に検討したが，本提案手法の一般性を示すために
被災地域を拡大し，データセットの拡充を図る必要が
ある．また，東日本大震災時の救助要請にはあまり見

→ 被災者数 2

られなかったが，携帯端末から Twitter への書き込み

被災内容（生き埋め・火事・崖崩れ

には GPS データを付与できるため，その利用が一般

等）の抽出にはキーフレーズ抽出 API を用いる．キー

的になれば本提案手法の精度は一層高まると考えられ

フレーズ抽出 API では与えられた文章から，その文

る．さらに，本研究ではデマ情報については重要視し

章を特徴づける重要な単語が返ってくる．返ってきた

ていなかったが，その判定手法を取り入れることでも

単語群と災害関係用語集 [3] とでテキストマッチング

精度の向上が期待できると考える．

を行い，ヒットしたものを被災内容とする．

4.2
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