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はじめに

災害時の情報収集は，災害の状況把握を目的に行わ
れる．収集する情報には，災害規模，安否情報，警報
や避難関連情報，交通運行状況などが挙げられる．災
害時における情報発信手段は多様化しており，災害時
に人々が利用する情報収集手段として，Web サービス
がマスコミに次いで利用されている [1]．国や地方自治
体は，Web サイトを通じて，様々な防災関連情報を提
供しているが，近年では地方自治体が Twitter を活用し
た防災関連情報の収集・発信を行っている [2]．このよ
うに，インターネット上で提供される防災関連情報に
は様々な形態がある．
我々はこれまでに, 分散した防災関連情報を集約し，
個人の属性によって必要な情報をカスタマイズできる
防災関連情報集約システム (以下，先行研究) を開発し
てきた [3]．しかし，先行研究においてはシステム側が
ユーザに表示コンテンツを選ばせている．ゆえに，コ
ンテンツの自由度が低く，突発的な事例に対する情報
収集が困難であった．例として，2017 年 10 月の台風
21 号の影響により樽井駅〜尾崎駅間1) で橋脚が陥没し，
線路が歪んだ南海本線を挙げる．この時，利用者にバ
スの振り替え輸送の案内がなされたが，バスの運行に
関する情報は公式ページ上で即座に公開されず，利用
者間でニュースや Twitter を利用して情報を収集するし
かなかった．また，この出来事から，
「南海本線」とい
う語句は災害と関連する語句になったと考えられる．
そこで，本稿ではインターネット上で提供される防
災関連情報から，従来災害と関連することのなかった
語句を抽出・表示する．さらに，ユーザに検索を促す
ことで，大量に散在する情報の中での重要な情報が見
逃されないようになることを目指す．
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ワード自動検出手法を提案している [5]．これは，発信・
収集された言語資料から，メタデータとして付与すべ
き情報内容を表すキーワードを自動的・客観的に生成
する．この手法を 2004 年の新潟県中越地震に関する
ウェブニュースに適用した結果，発災から発信された
ニュース記事の特徴変化の概況をキーワードを単位で
捉えることができた．本研究では，言語資料ではなく
リアルタイム性の高い情報源で語句抽出を行う点，お
よびユーザの情報見逃し防止に重きを置いている点が
異なる．

情報見逃し防止手法
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本研究はインターネット上で提供される防災関連情
報から，従来災害と関連することのなかった語句を抽
出・表示する．特に，ユーザに検索を促すことで，大
量に散在する情報の中での重要な情報が見逃されない
ようになることを目指す．本研究の具体的な内容を以
下に示す．

関連研究

橋本らは新聞記事に対してテキストマイニングの手
法を応用し，定量的な解析システムを開発した [4]．こ
れは，得られた文書集合に対して階層的クラスタリン
グを施し，クラスタ間の語彙使用の類似性に基づく構
造化を行う．そして，クラスタを要約するキーワード及
び関係主体を抽出することによって，内容を効率的か
つ経済的に捉えられることを示した．本研究では，収
集した記事の内容把握だけに留まらず，関連する情報
をユーザが認知するところまでを目的としている．
佐藤らは危機管理分野における言語資料からのキー
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(1) ニュース記事の収集
ニュース記事を複数新聞社から RSS 収集する．収
集対象は，
「社会」または「地域」カテゴリの記事
とする．これは，社会的・地域的な記事が多く，
防災情報が含まれる可能性が高いと判断したため
である．
(2) 形態素解析による単語の抽出
取得した記事に対して，形態素解析を行い，一般
名詞と固有名詞を抽出する． 本研究では，形態
素解析器として MeCab 2) を用いる．MeCab の辞
書には mecab-ipadic-NEologd を用いた．
(3) 記事のトピック解析
記事毎に抽出された単語をまとめ，トピック解
析を行う．トピックの解析には潜在的ディリクレ
配分法 (Latent Dirichlet Allocation，以下 LDA)[6]
と呼ばれる確率的トピックモデルを用いる．LDA
は 1 つの文書に対して複数のトピックが存在し，
さらに，1 つのトピックに対して複数の単語が存
在すると想定したトピックモデルである．本研究
では，収集した記事の単語の集合を用いて LDA
モデルを作成し，記事のトピック分布と，トピッ
クの単語分布を求める．
(4) トピック毎の画面表示
(3) でトピック毎に分類された単語をシステムの
画面に表示する．これにより，画面出力された単
語の中に「台風」や「土砂崩れ」，
「床下浸水」な
どの災害語句が存在すれば，同一トピックに存在
する単語は災害関連語句とみなすことができる．

2)

MeCab：http://taku910.github.io/mecab/
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(5) 防災情報収集用検索ツールとしての利用
ユーザに，表示された単語による Web 検索を促
し，個々の関心を持った防災関連情報の詳細を認
知させる．
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防災関連情報集約システム
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4.1 システム概要
本システムは，Web ブラウザ上で動作するアプリケー
ションとして，ユーザの防災関連情報に対する見逃し
防止を行うことを想定する．また，先行研究と同じく，
平常時と非常時の両方の使用を想定する．平常時には，
同様の災害が身近な地域で起こった場合のために，ユー
ザが遠く離れた地域の災害情報を認知し予備知識の蓄
積・事前学習に用いる．また，それに伴い防災意識の
向上を図る．非常時には，情報収集の補助システムと
して防災行動に役立てる．
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図 1: システム構成

4.2 システム構成
システム構成を図 1 に示す．本システムは，各ユー
ザの Web クライアントと，情報の取得や解析，保存
を行うサーバから構成される．サーバ側では，一定時
間ごとにニュース記事収集と，単語の抽出，トピック
解析，データベースへの保存を行う．データベースは
MongoDB 3) を利用した．そして，ユーザの要求に沿っ
た情報をクライアント側に送信し，Web ブラウザに表
示する．図 2 にシステムの画面例を示す．ユーザは，表
示された単語の中から検索したいものを選択し，ドラッ
グアンドドロップで入力と検索を行う．
4.3 システムの機能
システムの機能として「災害関連語句のリスト表示
機能」と「検索補助機能」がある．以下に具体的な内
容を示す．
災害関連語句のリスト表示機能
サーバ上で，3 章 (1)〜(3) の項目を定期的に実行
する．保存・更新された災害関連語句は，ユーザ
のアクセス時に参照され，リスト形式でブラウザ
に表示される．
検索補助機能
リスト表示された語句を上部の検索フォームにド
ラッグアンドドロップすると，Web での検索が行
われる．この機能により，ユーザがその語句を見
るだけに留まらず，詳細情報のスムーズな収集を
支援することを想定している．また，検索結果の
ページにおいて更なる関連情報をユーザが閲覧で
き，より情報見逃しの機会が減少する．

おわりに
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本稿では，防災関連情報集約システムにおける関連
表示を用いた見逃し防止手法の提案を行った．さらに，
提案手法を用いたシステム構築を行い，概要と機能に
ついて述べた．収集したニュース記事から従来災害と
関連することのなかった語句を抽出・表示し，ユーザ
の検索を促すことで，ユーザが防災関連情報を見逃す
ことを防ぎ，自主的な情報収集のきっかけとなること
を目指している．今後はシステムの有用性の評価実験
を行う．
3)

図 2: システムの画面例
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