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災害に強い情報通信技術の研究を推進す
るためH24年4月発足 

東北大学片平キャンパス内にセンターを
設置 
役割１：被災地域における産学官連携拠点の
形成（大学、民間企業、自治体等と連携） 

役割２：研究推進のためのテストベッドの構築 

3つの研究室： 
ロバストネットワーク基盤研究室 
ワイヤレスメッシュネットワーク研究室 
情報配信基盤研究室 
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センター外観 

光パケット・光パス統合ノード
（テストベッド） 

耐災害ICT研究センターの紹介 

大規模計算機クラスタ（テストベッド） 



http://disaana.jp にて対災害SNS情報 

分析システム（DISAANA）を試験公開中 

DISAANAの研究開発 

 SNS上の災害関連情報をリアル

タイムに意味的に深く分析し、災
害に特化した形で整理。⇒救援
者・被災者・自治体・NPOなどが

適切な状況把握・判断を行うた
めの システム 

 
大規模Web情報分析システム

WISDOM Xと一部ソフトウェアを
共有 

http://wisdom-nict.jp にて

試験公開中 
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http://disaana.jp
http://wisdom-nict.jp
http://wisdom-nict.jp
http://wisdom-nict.jp
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4. 大規模情報分析システム WISDOM X 
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デモ：DISAANA 

• 東日本大震災試用版（直後1週間の1.4億ツイートが対象） 

– 「宮城県で何が不足していますか」 

– 「宮城県のどこで炊きだしをしていますか」 

– 「千葉の石油コンビナートで何が発生していますか」 

–エリア指定：「宮城県石巻市」 

 

• 9月10日台風18号東日本豪雨版 

–エリア指定：「茨城県」 
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http://disaana.jp/GEJE/search4pc.jsp?question=%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%81%8C%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B&searchFlag=BUAC&sensitivityMode=middle&followersCount=0&createdAt=20990101&verifies=false&dropConds=1110&accepted=true&showTab=ontology-map
http://disaana.jp/GEJE/search4pc.jsp?question=%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E7%82%8A%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B&searchFlag=BUAC&sensitivityMode=middle&followersCount=0&createdAt=20990101&verifies=false&dropConds=1110&accepted=true&showTab=google-map&gmapZoom=9
http://disaana.jp/GEJE/search4pc.jsp?question=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%AE%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B&searchFlag=BUAC&sensitivityMode=middle&followersCount=0&createdAt=20990101&verifies=false&dropConds=1110&accepted=true&showTab=ontology-map
http://disaana.jp/GEJE/search4pc.jsp?operation=demand&question=%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C:%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82&searchFlag=BUAC&sensitivityMode=middle&followersCount=0&createdAt=20990101&verifies=false&dropConds=1110&accepted=true&showTab=ontology-map
http://test.rec.ucri.jgn-x.jp/typh18/search4pc.jsp?operation=demand&question=%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C&searchFlag=BUAC&sensitivityMode=high&followersCount=0&createdAt=20990101&verifies=false&dropConds=1110&tSliderStaOnUser=641703951854726016&tSliderEndOnUser=641915366180918656&accepted=true&showTab=ontology-map


東日本大震災とSNS 

ガソリンがない 

灯油がない 

ミルクがない  
避難所はどこですか 

〜さんの安否をとりたい 

食料がない 

どこで携帯の充電がで
きますか 

〜です。水がありません。 〜で炊き出しします 

〜で携帯の充電できます 

〜が避難所です 

〜に避難者リストあります 

国道Xは通れません  

〜に給水車がいきます 

〜でお風呂に入れます 【拡散希望】 

【拡散希望】 

〜で救助を待っています  

【拡散希望】 

【拡散希望】 

【拡散希望】 

救援者 被災者 

東日本大震災では、SNS上に溢れた膨大な災害関連情報を有効

活用できず、デマによる混乱もあった。これを解決すべく、膨大な
災害関連情報を整理し、より適切な状況把握・判断を行うための
システムを研究開発。その一つがDISAANA 
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DISAANAの開発経緯（１） 
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 平成26年11月に試験公開したDISAANA（ディサーナ）： 
• Twitter Data Grants（H26年4月）により取得した東日本大震災直後

1ヶ月分（6億件）のツイートを対象にした試用版 

• パソコンのみから利用可能 

• 現在は、東日本大震災直後１週間のデータを用いた試用版を公開 

• 研究機関向けにツイート デ
ータを提供するプログラムで
平成26年2月〜3月に 研究
提案を募集 

• 全世界から1300を越える応
募がありNICTの提案を 含
む6件が採択（日本からは
NICTのみ） 

• Twitter社が我々のフレーム
ワークを高く評価したと考え
る 

Twitter Data Grantsとは： 



DISAANAの開発経緯（２） 

• 宮崎県総合防災訓練にてデモンストレーション（H26年10月19日） 

• 宮崎市、延岡市にて防災訓練（机上訓練）を通して実施（H27年1月、2月） 

• それぞれの訓練にて約５０名の防災士、大学生等のボランティアが災害の想定被

災状況をSNSに発信（２時間半の訓練で２０００件以上の書き込み） 

• 現地自治体の防災担当者、消防署職員が本システムを活用して、書き込みを分

析。救援、避難の意思決定、指示で活用。 

• システムを利用した方々からは好評を得ており、フィードバックを現在公開してい

るDISAANAに反映、今後も改善を続ける。 

 宮崎県における実証実験（H26年10月〜） 
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DISAANAの開発経緯（３） 
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1. 現在投稿されたツイートをリアルタイムにシステムに取り込む 

2. 取り込まれたツイートをリアルタイムに分析（約1秒） 
3. 質問が入力されるとリアルタイムに回答候補を提示（約1秒） 

Twitterへ災害関
連情報を投稿 数秒後にはDISAANAで取得可能 

現在流れているツイートを元に質問に回答する
DISAANAリアルタイム版を本年4月8日に公開 



DISAANAの二つの利用法 
• 利用法その１：質問応答モード 

– 「宮城県で不足しているのは何？」「宮城県で透析できるのはど
こ？」などの質問を入力すると回答 

 

• 利用法その２：エリア指定モード 

– あるエリアを指定すると、そこでの災害関連トラブル（例：地震が発
生、電車が止まる）を地図上等に表示 

 

• その他、スパム等への対策も実施 

 

• スマホ、パソコンの両方で利用可能 

12 
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「宮城県で何が不
足している」 

「宮城県のどこで透
析を受けられる」 

「宮城県のどこで炊
き出しをしている」 

アレルギー児対応食 

「東京のどこに帰宅難
民がいる」 

平易な質問を入力するだけで膨大なツイートの中
から重要な災害関連情報を容易に検索可能 

東日本大震災試用版（震災直後一週間分のツイートを対象）での動作例 

利用法その１:質問応答モード 
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利用法その２:エリア指定モード 

スマホのGPSを使って

ボタン一つで結果を
表示：対象エリアは現
在地周辺 

任意のエリア（市町
村単位）を指定す
ることも可能 

対象エリア周辺の災害関連情
報をカテゴリ毎に整理、ボタン
一つで地図表示 

リアルタイム版での動作例 

火災が発生する 



酸性雨 

矛盾情報あり 
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矛盾する情報を自動検索してデマに対応 

東日本大震災試用版での動作例 

質問：千葉の石油コン
ビナートで何が発生し
ている 

回答候補が抽出されたツ
イート： 
…今後の雨が非常に強い
酸性雨になります… 

回答候補と矛盾するかも
しれないツイート： 
…酸性雨になるというのは
デマです… 

矛盾する情報を同時に検索し提供することで情
報の信憑性を判断する材料を提供 
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スパムの対策等 

アカウント属性（フォロワ
ー数など）で絞り込み 

各種フィルター条件で絞
り込み 

システム利用時刻を基準に
直近3時間などのツイートへ

で絞り込み（東日本大震災
試用版では、基準とする時
刻を設定可能） 



最近の災害時の利用例 
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対象時間：2015年9月10日5:00-19:00 
対象ツイート数：340万件 

質問：どこで救助を待っているか 
回答種別：27件（94 ツイート） 

実体験：4件、他マスコミ経由等 

質問：どこが決壊しているか  
回答種別：181 

質問：栃木でどこが孤立しているか 
回答種別：12（16ツイート） 

実体験：6件 
（543ツイート） 

台風18号による東日本豪雨（9月10日）(1) 
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自動認識された栃木県での 
被災報告種別：175（684ツイート） 

台風18号による東日本豪雨（9月10日）(2) 
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エリア指定モード：栃木県 



2015年5月30日小笠原沖地震(1) 
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20:24頃 

発生 

エリア指定モード：東京都 

回答候補：エレベータが使
えない 

２０：３３ 

エリア指定モード：東京都 
回答候補：停電で止まる 

２０：３１ 

エリア指定モード：東京都 

回答候補：エレベーターが
止まる（推量） 

２２：００以降に
NHKのニュースに

より六本木ヒルズ
等のエレベーター
停止が話題に 

２１：０１ 



2015年5月30日小笠原沖地震(2) 20:24頃 

発生 

エリア指定モード：東京都 
パソコン版での動作例 
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本日の内容 

1. イントロダクション 

2. DISAANAのご紹介 

3.DISAANAの仕組み 

4. 大規模情報分析システム WISDOM X 

5. まとめ 

22 



質問応答 
モード用 

データベース 

エリア指定 
モード用 

データベース 

ユーザへの 
応答モジュール 

毎秒最大で400質
問に応答可能 

現在流れている全日本語ツイ
ートの10%をリアルタイムに処

理。1日平均1000万ツイートを
処理。毎秒最大1万5千ツイー
トを処理可能。 

各データベースは最長で
4日分のデータを保存。4

日を過ぎたものは削除さ
れる 
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DISAANAの処理の流れ 

1. 構文の解析 

2. 地名解析 

3. 否定や推量の解析 

4. パターン抽出 

5. トラブル報告の自動抽出 

ユーザ 

ツイート 
解析 

モジュール 



構文の解析 地名解析 否定や推量の解析 

石巻市で 毛布が 足りません 

石巻市で 毛布が 足りません 

位置 

情報 

ツイート解析モジュール 
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ツイート「石巻市で毛布が足りません」 

パターン抽出 

トラブル報告の
自動抽出 

 

質問応答モード用 
データベース 

 

エリア指定モード用 
データベース 

石巻市で 毛布が 足りません 

否定 

石巻市で 足りません 毛布が 

トラブル 

パターン：Yが足りる 
      Y=毛布 

否定 

石巻市 位置 

情報 

位置 

情報 
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質問応答モードの仕組み 

質問：福島県で何が不足していますか？ 

パターン：Yが不足する, [場所：福島県]  

パターン：Yが枯渇する パターン：Yが足りる【否定】 

パターンへ変換 

巨大知識ベース： 
約3億件の含意パターンデータベース 

 

質問応答モード用 
データベース 

マッチング処理 

[場所：福島県] という条件

とともにパターンを検索し
て見つけたYを回答候補
として出力 

約3千万語の意味分類辞書を用
いて回答候補を整理して提示 

情報2: Yが足りる【否定】,Y= 毛布,場
所=東北地方福島県双葉郡大熊町
… 
情報5:Yが枯渇する,Y=水,場所=東北
地方福島県 
… 

回答候補：毛布 

・・・ 

最大数百件のパターンで問
い合わせ 

パターン：Yが売り切れ ・・・ 

回答候補：水 
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矛盾する情報を検索する仕組み 

質問：福島県で何が不足していますか？ 

パターン：Yが不足する, [場所：福島県]  

パターン：Yが売れ残る パターン：Yが余る  

パターンへ変換 

 

質問応答モード用 
データベース 

マッチング処理 

[場所：福島県] という条件

とともにパターンを検索し
て見つけたYを回答候補

に矛盾する内容として出
力 

約3千万語の意味分類辞書を用
いて回答候補を整理して提示 

 
情報4: Yが余る,Y=水,場所=東北地方
福島県双葉郡大熊町 
情報5:Yが枯渇する,Y=水,場所=東北地
方福島県 
… 

回答候補：毛布 

回答候補：水 ㊟ 

矛盾する情報が見つかった
場合は、注意を促す 

巨大知識ベース： 
約250万件の矛盾パターンデータベース 

・・・ パターン：Yを配る  ・・・ 

最大数十件の矛盾パターン
で問い合わせ 



• トラブル抽出の基本原則（トラブルへの対応策も同時に認識可能） 

 

トラブル報告の自動抽出 

トラブル 

名詞がトラブル名詞 名詞が非トラブル名詞 

述語が活性 

トラブル 
• 仙台市内で停電が発生した 
• 石巻で断水が始まる 
• … 

対応策 
• 石巻の〜がお風呂を解放する 
• いわきの○○クリニックで透析ができる 
• 宇都宮で電車が動き出した 
• … 

述語が不活性 
対応策 

• 仙台の停電が終了した 
• 名取の断水が終わった 
• … 

トラブル 
• 気仙沼でお風呂に困っている 
• いわきの〜病院が透析を中止する 
• … 

対応 
場所名と名詞が共通で、活性・不活性が反転している場合 

対応 
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対応あり 
「いわきの〜病院、透析を中止します」 

「いわきの○○クリニックで透析が可能です」 

「仙台の□□病院が透析を中止することはありません」 

判定 トラブル 

対応策 

対応策 判定 

判定 

「透析を中止する」はトラブルの可能性が高いが、周辺の単語で否定されており、そうではないと判定 

• 自動抽出例 

 

機能がオン 

機能がオフ 

※トラブル名詞辞書：災害、犯罪、トラブル、病名など約2万件の辞書 



否定や推量を判定する：モダリティ解析(No.1) 

• 情報の確度を判定するためにはモダリティの認識・分類が必要 
– モダリティ：テキストに現れる否定、推量・伝聞・仮定・否定などの表現者の判断等
の様態 

– モダリティの分類 
 

 
肯定（事実の報告） 
• 爆発が発生した 
• 爆発が発生しました 
• 爆発が発生したのは事実だ 
• … 

推量・伝聞・予知 
• 爆発が発生しているようだ 
• 爆発が発生している恐れがある 
• 爆発が発生していると言われている 
• … 

否定 
• 爆発は発生していない 
• 爆発が発生しているというのはデマ 
• 爆発が発生しているのは理論的におかしい 
• … 

仮定 
• 爆発が発生したら、… 
• 爆発が発生しているとすれば、… 
• 爆発が発生する時には、… 
• … 
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DISAANAでは、「予報」「推量」「回
答候補（事実報告）」等に色分けし
て提示 



否定や推量を判定する：モダリティ解析(No.2) 

• 一見、簡単に解決しそうな問題に見えるが、実は奥が深い 
 

• 複雑で多様な表現がモダリティを表しえる 
例： 
• 否定：爆発が起きたなんてツイートしてる奴は北斗の拳の見過ぎ 

• 否定：爆発が起きたなんてツイートしてるキチガイほんとにいるのか？ 

• 否定：爆発が起きてたら、とっくに日本全滅だろ 

 

• これらを自動的に判定すべく現在研究開発中 

29 
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情報のフィルタリング(1) 

Twitterでは何でもかけるので、災害に関連の深い語が災害、被
災の報告以外の目的で書かれることがある 
 

• 過去の災害・事件等に関する書き込み 

• 例：「３．１１では、名取市の〜まで津波がきた」 
• 宣伝など 

• 例：「◯◯市の交通事故治療のプロ〜整骨院。◯◯市
◯◯町」 

• 冗談と考えられる表現など 

• 例：「地震Ψ( ｀▽´ )Ψ、津波（笑）」 
• 慣用句 

• 例：「対岸の火事」 
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情報のフィルタリング(2) 

具体的にどのように対応しているか： 
現状は、Wikipedia等の過去の災害記事等を使いながら、見つ
け次第、これらの情報を検出、フィルターして回答に出さないよ
うにするルールをシステムに加えている 

 

• ただし、完全に出力されなくなるのではなく、オプションによってこれ
らの情報を出力することも可能 

 

• デリケートな表現もあり、現状では自動化はリスクが大きい 

 

• 自動化は、いずれ高精度が達成でき次第、導入予定 



DISAANAで使用しているデータベース 

• 地名辞書：340万エントリー 
–住所やランドマークの位置を適切に扱うために用いる 

– 「仙台駅で火災」というツイートに宮城県と書かれていなく
ても「宮城県のどこで火災がおきている」といった質問に
回答可能に。緯度経度情報を付与して地図上に表示も 

–例：仙台駅⇒宮城県:仙台市:青葉区:中央:一丁目
(38.25987, 140.88233) 

• 災害オントロジー：2,800万単語 

–質問応答結果を意味的なまとまり（意味カテゴリ）毎に表
示するために用いる 

–例：火災⇒[災害]、停電⇒[トラブル]、遅延⇒[トラブル]、 
骨折⇒[怪我] 
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本日の内容 

1. イントロダクション 

2. DISAANAのご紹介 

3. DISAANAの仕組み 

4.大規模情報分析システム WISDOM 
X 

5. まとめ 
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大規模Web情報分析システム WISDOM X 

Web２０億ページ以上を用い
て質問に回答 

34 

質問を入力 

回答候補を
表示 

猛暑による選
手の 

体調不良 

資材高騰 

テロ行為 

詐欺（架空の
土地取引） 地方から関東へ

の人材流出 

人手不足 

質問「東京オリンピックで何を心配すべきか？」 
で潜在的リスクをチェック⇨万全の体制を! 

• 一般人から専門家までWeb上の情報を簡単に広く深く分析 
• ネットで言われている将来の潜在的リスク、想定シナリオ、イノベーションの
種を想定外のものまで発見 

            

http://wisdom-nict.jp/にて試験公開中 



デモ：WISDOM X 

• なぜイスラム国は残虐行為をするのか？ 

• 資本主義は何をもたらしたか？ 

• 資本主義を何がもたらしたか？ 

• ２０２０年の東京オリンピックで何を活用すべきか 

• 人工知能 

• スマホが普及するとどうなる 

• 地球温暖化が進むとどうなる？ 

• AKB48 

 

• Twitter上での報告によれば、「人はなぜ生きるか？」を聞い
た人も 
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http://wisdom-nict.jp/#question/any/%EF%BC%A1%EF%BC%AB%EF%BC%A2%EF%BC%94%EF%BC%98
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%9B%BD%E3%81%AF%E6%AE%8B%E8%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%9B%BD%E3%81%AF%E6%AE%8B%E8%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%EF%BC%9F
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%82%92%E4%BD%95%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%EF%BC%9F
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%8C%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%82%80%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F
http://wisdom-nict.jp/#question/any/2020%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E4%BD%95%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B
http://wisdom-nict.jp/#question/any/AKB48
http://wisdom-nict.jp/#question/any/%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9F
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WISDOM Xにおける仮説の生成 

Webに書かれていない仮説を「風が吹けば桶屋が儲かる」式に生成 
→最終的にはイノベーション・研究開発の加速へ 

森林破壊が続くと… 

地球温暖化が
進行し… 

その結果、海水温度が
上がり… 

腸炎ビブリオの増殖
に繋がり… 

（シーフードの
摂取による）食
中毒に繋がる
かも 

Baker-Austin, et al., Nature 
Climate Change, 3:73-77(2013)  

「バルト海で近年、前代未聞の割合
で海水温度が上昇している。北ヨー
ロッパにおいて、その海水温上昇の
パターンに一致した形で、想定外の
腸炎ビブリオの感染が発生している
ことが判明」 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n1/

full/nclimate1628.html 

質問「森林破壊が続くとどうなる」 

2007年のWebデータ
から回答された仮説
的シナリオの一部が
2013年に実際に報告

された！ 

注：現在公開しているWISDOM Xのバージョンとは 

表示が異なります。 



本日の内容 

1. イントロダクション 

2. DISAANAのご紹介 

3. DISAANAの仕組み 

4. 大規模情報分析システム WISDOM X 

5.まとめ 
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• 対災害SNS情報分析システム DISAANA 

–http://disaana.jp  

• 大規模Web情報分析システム WISDOM X 

–http://wisdom-nict.jp 
 

まとめ 
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是非お試しください 

http://disaana.jp
http://wisdom-nict.jp
http://wisdom-nict.jp
http://wisdom-nict.jp

