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1 はじめに
東日本大震災では、被災範囲があまりに広大であった

ため、マスメディアは惨状を報道するものの、辛うじて
難を逃れた被災者に有用な報道は乏しかった。
一方、ソーシャルメディア Twitterでは、震災初期か

ら救助要請ハッシュタグ #j j helpmeが付加された大量
の救助の声が寄せられていたが、多くに「【拡散希望】」
という文字列が含まれていたため、それを見た第三者
はリツィート（全文引用）やメンション（言及）する傾
向が高かった。結果として、類似情報が膨大になるもの
の、「実際に救助要請が警察等機関へ適切に通報された
かどうか」までは解らなかった。

2011年 3月 15日、我々は震災初期の Twitter上の救
助要請情報を抽出し一覧表示するサイトを開発、翌 16
日に公開した [2]。本稿では、その技術、並びに救助活動
プロジェクト #99japanでの活用事例について述べる。

2 Twitterの基本概念
Twitterとは、Web上で 140字以内の短文によるツィー

ト (Tweet)を投稿することで情報発信出来る、ソーシャ
ルメディアの一種である。
ユーザ名 (User Name )とは、Twitterへのログイン ID

であり、アルファベット・数字・アンダースコアの組合
せ文字列として（重複がなければ）自由に決められる。
従来の電子掲示板やチャットとは異なり、ユーザ間が

フォロー (Follow)し合うことで、ソーシャルネットワー
クを成す。また、このネットワークにおいて、フォロー
元のユーザをフォロワーと呼ぶ。ユーザのページには、
自分のツィートと、フォローしている他ユーザのツィー
トなどが時系列順に表示される。これを、ユーザのタイ
ムライン (Time Line)と呼ぶ。
返信 (Reply)とは、ユーザのツィートの内容に対して、

メールの返信のようにそのユーザへ向けてツィートす
ることである。返信する場合、「返信ボタン」をクリッ
クすると、文頭に返信先ユーザ名が “@ユーザ名”のよう
に表示される。返信に限らず、任意のツィート中に “@

ユーザ名”を含めると、ツィートはそのユーザのタイム
ラインにも反映される。言及 (Mention)とは、ユーザの
ツィートの出典が解るよう “@ユーザ名”付きで引用し、
自ら言及するツィートを添えることを指す。
リツィート (Retweet, RT)とは、「全文引用すること」

を意味する。リツィートによって、フォロワーへ一斉に
全文引用ツィートを拡散出来る。リツィートを受信した
フォロワーは、さらにそれをリツィートすることも出来
るため、興味深いツィートは伝播しやすい。特に、フォ
ロワー数の多いユーザ（有名人など）のリツィートは伝
播しやすい傾向がある。リツィートをする場合は、「RT
ボタン」をクリックする。この機能を公式リツィートと
呼ぶ。一方、上記の非公式リツィートとは、RTボタン
を押さずに、コピー&ペーストなどによる全文引用を指
す。公式リツィートとは異なり、非公式リツィートは、
引用元ツィート日時情報が更新されてしまうため、最初
のツィート日時の把握が困難になる、引用元がツィート
を削除した場合も情報が残るなどといった、様々な問題
点が指摘されている。
ハッシュタグとは、ツィートの任意の位置に挿入出来

る、自分の興味・関心に関係する “#”で始まるアルファ
ベット・数字・アンダースコアの組合せで表現される文
字列である（なお、2011年 7月 13日より「#日本語」の
ハッシュタグが利用可能になった [14]）。ツィート内の
“@ユーザ名”や “#ハッシュタグ”から自動的にリンクが
張られ、そのリンクをクリックすることで、「@ユーザの
タイムライン」や「#ハッシュタグのタイムライン」を
それぞれ得られる。ハッシュタグに限らず、Twitterで
は任意の検索語で全ユーザタイムラインを検索するこ
とも可能である。
このように Twitterは、ツィート・リツィート・返信・

言及・ハッシュタグなどによって、フォロワーだけでな
く、共通の関心事を持つユーザを意識した投稿が出来る
マイクロブログの一種である。
以降、本稿ではツィートを以下のような形式で表す。

ユーザ 1: @ユーザ 2 ツィート #タグ posted at日時
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3 救助要請情報
救助活動において検討すべき情報には以下がある:

1. 救助要請の 1次情報
2. 救助要請の 2次情報（あるいは重複情報）
3. 救助要請とは無関係な情報
4. 救助完了報告
我々は、まず 1～3に着目した。本稿では、1及び 2を
救助要請情報、3を非救助要請情報と呼ぶ。

3.1 Twitter上の救助要請情報
Twitter 上での救助要請の「1次情報」はオリジナル

ツィート、「2次情報」はリツィート・返信・言及にそれ
ぞれ該当する。その文例を以下に挙げる:

• 1次情報（オリジナルツィート）:
• foo: 宮城県の○○病院で 100人以上孤立している模様。
#j j helpme posted at 2011/3/12 1:23:45

• 2次情報:
• リツィート: bar: RT @foo: 宮城県の○○病院で 100
人以上孤立している模様。 #j j helpme

posted at 2011/3/12 1:23:45

• 返信: baz: @foo 本件について、どなたも通報されていな
いようでしたので、警察へ通報致しました。#j j helpme

posted at 2011/3/12 2:34:50

• 言及: bar: どなたか本件の情報発信元をご存じの方はい
らっしゃらないですか? RT @foo: 宮城県の○○病院
で 100人以上孤立している模様。#j j helpme

posted at 2011/3/12 1:30:00

一般に、2次情報の場合は “@ユーザ名”を含むため、ユー
ザのタイムラインにツィート元ユーザのツィートが表示
される。また、1次情報でも、任意の “@ユーザ名”を含
むツィートが出来る。本稿では、リツィートの場合、文
頭に “RT”（ReTweetの略）と “@引用元ユーザ名”を付
記する。言及の場合は、“RT”の他に “QT”（Quote Tweet
の略）が用いられることもある。

Twitterでは、下記のように先頭から時系列を遡って
言及文は前置、引用文は後置され、一次情報が最後置さ
れる場合が典型的である。

ユーザ 1: ユーザ 2 への言及文 RT @ユーザ 2:
ユーザ 3への言及文 RT @ユーザ 3
· · · RT @ユーザ n: 一次情報 posted at日時

救助要請の情報源は、被災地から直接寄せられたも
のだけでなく、知人宛のメール伝聞や、電子掲示板情報
など、様々ありえる。我々は 1次情報を「重要度の高い
救助要請ツィートの情報源」とした。2次情報について
は、リツィートの場合、全文引用なので 1次情報とほぼ
同一視可能であり、また言及・返信の場合、上述の考察
より最後置引用文が 1次情報となる可能性が高い。

3.2 救助要請情報の傾向
救助要請情報に含まれやすい語による検索結果には、

それ以外の情報も数多く含まれうる。そこで、救助要請
情報に含まれる語の特徴を正規表現としてまとめた。
具体的には、救助要請情報は以下を含むものとする:

• 「地名 +県・市・区・町・村」などの住所情報。
• 「孤・救・助・命・探・願・捜・求・送・食・水・届・
死・衰」や、「消息・深刻・要請・避難」など、ライ
フライン未復旧や安否確認に起因する語。

一方、非救助要請情報は以下を含むものとする:

• 過去のデマに含まれていた固有名詞。
• 報道機関の Twitter公式アカウント（警察などに通報
されている可能性が高いため）。
• 有名人など特定人名、国名、政党名、団体名。
• 放射能関連の語（例: ウラン、セシウム、放射能）。

3.3 救助要請情報の抽出
2011年 3月 15日は震災初期であったため、救助要請

情報の抽出処理系を速やかに構築・公開する必要があっ
た。そこで、必要な救助要請情報が埋もれないように大
量表示し（当初は 300件、2012年 1月 30日現在は 1000
件）、本当にそれが真の救助要請かどうかは、閲覧者の
判断に任せることとした。この方針に基づき、翌 16日
にサイトを豊橋技科大内に開設した [2]。
抽出手法の概要は以下のとおりである:

1. 図 1に示した検索語それぞれについて、それを含む
ツィート情報を「1500ったー [20]」より HTML取得
する。

2. 取得したすべての情報に対して、以下を行う:
a. HTMLからツィートのみ抽出し、直前までに抽出
していたものにマージ後、そのログを保存する。

b. 抽出した救助要請情報候補から、非救助要請情報
と思われるものを、3.2節の規則に従ってフィル
タリングする。

c. フィルタリング済みの救助要請情報候補から、下
記手続きで類似ツィート判定キーを生成する:
i. 文頭から “@” までの最長文字列を削除する
（ユーザ名付き 1次情報抽出）。

ii. ASCII文字（ユーザ名含む）・全角記号・仮名
文字などを除去したマルチバイト文字列の前
15字分を類似ツィート判定キーとする。

d. 類似ツィート判定キーが一致するツィートを同値
と見なし、ツィート回数をカウントする。同値類
の中で、最も古い日時のものを、その同値類の代
表ツィートとし、その類似ツィートの最新日時も
記録する。
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e. 更新時刻の新しい順でソートする。
3. 得られたツィート情報上位 1000件を HTMLへ変換
し、サイトを更新する。

ただし、ツィートには任意の位置に “@ユーザ名”を含め
ることが出来るため、例えば以下のようにユーザ名を後
置している場合、1次情報が “@”の前置であることより
キー生成できないが、Twitterの慣習上、このような文
はほとんど出現しない。

ユーザ名 1: 1次情報 @ユーザ名 2 posted at日時

#j j helpme #j i helpme #hinan #jishin #jisin

#tunami #311sppt #311care #311sien #itaisousaku

99japan #anpi #aitai #Funbaro #Fumbaro

#hope4japan #prayforjapan #ganbappe #save busshi

#save volunteer #save gienkin #save kids #saigai

#shinsai #tasukeai #fukkou #fukko #save miyagi

#save fukushima #save iwate #save aomori

#save ibaraki #save chiba #save nagano #save sendai

#save ishinomaki #save iwaki #ishinomaki #shiogama

#rikuzentakata #47e #life hinan #Toksy #shien

#busshi #Support Match #agemasu #311help

#twitforyou 緊 急 地 震 余 震 火 事 怪 我 負 傷 者 自 宅
避難 避難所 孤立 餓死 緊急+救助 食料+不足 物資+不足
食糧+不足 救援 支援 安否 消息 栄村 陸前高田 釜石 大船
渡 気仙沼 南三陸 歌津 志津川 石巻 松島 亘理 山元 相馬
いわき 飯舘

図 1: 救助要請情報の抽出に用いた検索語一覧（2012年
1月 30日現在）

4 救助活動
Webベースでの救助活動には、ボランティア同士で

救助要請の通報状況を共有する必要がある。本サイト開
設後、この共有活動を個人で行なっていた株式会社エコ
ヒルズ代表取締役・田宮嘉一氏との出会いがきっかけと
なって、次節で述べる #99japanへ我々も参加した。

4.1 「東日本震災支援 #99japan」
田宮嘉一氏 (@ktamiya)は、3月 15日に、ブログのコ

メント欄を用いて通報活動履歴を管理していた [6]。同
氏は 3月 18日、自身の Twitterのフォロワー数 (10万超)
が多い利点を活かして情報支援活動のメンバーを募集、
「東北関東大震災救助支援プロジェクト #99japan」が
組織された（現「東日本震災支援 #99japan」）。募集時
の活動概要は以下のとおりである [7]:

• 目的: Twitter等での救助要請の声を適正機関に伝達
する支援を行い、被災者を救う。
• 活動内容: 主に被災者の情報の整理、内容確認、アド
バイス、救助要請の代行。期間は物資が行き渡り、復
興段階に入る頃までを予定。
このプロジェクトでは、救助用マップ「共同編集:被害

リアルマップ東北地方太平洋沖地震」[16]が用いられた。

これは、“Google Person Finder”[11]や “sinsai.info”[5]と
同時期、2ちゃんねる臨時地震板への震災直後の情報支
援スレッド [18]をきっかけとして、震災 3時間後に開
設された「東日本大震災 (東北地方太平洋沖地震)@ウィ
キ」[15]有志らによって、翌 12日に開設されたもので
ある [10]。そして、彼ら自身も #99japanに合流参加し
ていることより、#99japanは「東日本大震災最初期の
情報支援プロジェクト」の一つと言える。
なお、“#99japan” はプロジェクト名であると共に、

ハッシュタグでもある。このタグ付きでツィートするこ
とで、プロジェクトメンバーはいつでも救助要請情報や
通報状況情報を共有出来る。もちろん、メンバー以外の
人でもツィートは閲覧可能である。この「ハッシュタグ
による緩やかなユーザ間の情報共有」が、「Twitterベー
スのボランティア活動」の最大の特徴である。

4.2 本サイトと #99japanの連携活動
我々は、#99japanメンバーの要望に沿うよう本サイ

トを改善した結果、相田 (@aidashin)に対して、公式
サイト開設者・@ma chiman氏や「救助用マップ」管理
者・@juntaro33氏より、以下のような評価を得た:

• 3月 20日の活動開始直後（発足後、最初の日曜日）:
• ma chiman: 【提案】@aidashin さんのツイートで
http://is.gd/THMebZ というものを見かけました。対
応済み・アバウトな内容なものも多いですが、対応してな
さそうなものも見かけたのですがこちらを照会する作業も
必要だと思われますか？"[26] posted at 2011/03/20 20:39:37

• juntaro33: @ma chiman @ktamiya @aidashin これも
ツイッターからの情報であれば全部拾う必要があると
思います [21] posted at 2011/03/20 20:47:22

• 1次情報のツィート日時の表示機能追加時:
• juntaro33: @aidashin すごいです！お疲れ様です！ [22]

posted at 2011/3/25 18:19:14

• ma chiman: @aidashin http://bit.ly/hfDcW0、確認
致しました。相変わらず最新ツイートを拾うのに便利で
すね。観測機能がついたのはこのツールにとっては大き
な進展になりそうですね＾^ 最中に開発、さすがです。
#99japan [27] posted at 2011/03/25 17:09:46

• 救助要請と安否確認の色分け機能追加時:
• ma chiman: @aidashin これは見やすいです！
#99japan [28] posted at 2011/3/31 15:28:46

• 本サイトへの反応に驚いていたことに対して:
• juntaro33: @aidashin 今、一番有用に使わせてもらって
ます！ありがとうございます！[23]

posted at 2011/4/2 16:16:24

• マップを作成された方々の見解を伺った際:
• juntaro33: @aidashin いえいえ。今、マップの情報のほ
とんどがあいださんのシステムからの情報ですから。[24]

posted at 2011/4/6 23:52:14

本サイトの学外からのアクセス数の遷移を図 2に示
す。公開日や 3月 20日の#99japan活動開始直後は、特
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図 2: 「救助要請情報抽出サイト」アクセス数の遷移

にアクセス数が多い。4月初め頃に緊急状態を脱し、ア
クセス数は一時的に減少したが、4月 7日の最大震度 6
強（宮城）、4月 11・12日の最大震度 6弱（福島）の大余
震時アクセス数が再び増加しており、相関が見られる。
「救助用マップ」[16]や「物資要請・提供マップ」[17]

（図 3）4月上旬までの 3週間程で、救助・物資支援それ
ぞれ 200地点を超える通報・支援活動が行われた。本サ

図 3: 共同編集: 物資要請・提供マップ東北関東大震災
(2012月 1日 30日現在)

イトによる救助要請情報の広報に努めたことによって、
効率的な通報活動支援を行えたと共に、ハッシュタグ
#99japanによる救助完了報告も共有できた。

5 おわりに
我々は、震災初期の 2011年 3月 16日、Twitter上の

全情報から救助要請情報を一覧表示するサイト早期開
発し、Web上に公開した後も、救助要請情報の抽出精
度向上に努めた。特に、Twitterベースの東日本震災支
援プロジェクト #99japanの活動に参加・連携すること
で、本サイトで抽出した数多くの救助要請情報に基づい
て適宜通報活動が行われたことが判った。本活動に限ら
ず、震災初期支援活動に「ソーシャルメディア」が活用
されていることもテレビで報道されている [19]。
今後の課題として、現在も取得し続けているログ [3]

から現在のニーズを分析し、適応的に震災復興支援系を
構築することが挙げられる。
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