
D-SUMM（ディーサム）
-災害状況要約システム-

マニュアル
このマニュアルに記載の内容は予告なく変更され
る場合があります。そのため、システムの実際の
動作画面と本マニュアルに記載の内容が異なる場
合があります。

2022.02.15

公開しているシステム
対象によって2つのシステムがあります。

対象
現在流通しているツイート
（利用当日と直近3日分）

リアルタイム版

2019年10月12日から10月14
日までのツイート

令和元年台風第19号試用版

※ パソコンまたはタブレットでの利用を想定しています。
スマートフォンでも利用できますが、表示領域が小さ
いため、利用しづらい場合があります。
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はじめに
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D-SUMMは、人工知能を用いて、Twitterに投稿さ
れた災害関連情報をリアルタイムに分析し、都道府
県あるいは市区町村単位でエリアを指定すると、指
定エリア内の被災報告を瞬時に要約し、そのエリア
の被災状況の概要が一目でわかるように、コンパク
トにわかりやすく提示し、各種救援、避難等を支援
するシステムです。
https://disaana.jp/d-summ/ にてどなたでもお使
いいただけます。

D-SUMMには要約結果の表示方法が4種類あります。
エリア（都道府県or市区町村）を選択して、いずれかの要
約ボタンをクリックすると、要約結果が得られます。

エリア毎 :
指定した自治
体が都道府県
の場合、その
市町村毎に被
災状況を要約
して表示しま
す。

カテゴリ毎 :
「救助」や
「災害」など
のカテゴリ毎
に被災状況を
要約して表示
します。

時系列 :
一定時間毎に
被災状況を要
約して表示し
ます。

地図表示：
地図上にカテゴ
リ毎の被災状況
が表示されます。

http://disaana.jp/d-summ/


基本的な使い方

「エリア毎/カテゴリ毎/時系列/地図
表示」のいずれかをクリックするこ
とで要約が表示されます。

③要約ボタンを実行

地図データ©2021 Google

①エリアを選択
都道府県や市区町村を選択します。
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②対象とする期間を設定

要約の対象となるツイートが発信された期間を
設定します。（期間の開始日時と終了日時を選
択します。今現在のツイートを要約するリアル
タイム版では、現在時刻から直近数時間をリス
トから選択して設定する事もできます）

要約の見方、
操作法の詳細は
後ほど説明します



用語説明
【被災報告】

D-SUMMがツイッターの投稿
から自動的に抽出する災害に
関する被害の発生等を報告し
ているフレーズ。
例えば「京都の～で大きな火
事が起きてる」からは「火事
が起きる」というフレーズが
抽出される。被災報告は名詞
と助詞と述語の3つの要素か
ら構成される。

【意味的カテゴリ辞書】

要約を作成したり、出力結果
を整理するために独自に整備
した辞書で、意味的かつ階層
的(大分類、中分類の2階層)に
名詞を分類したもの。

【被災報告の要約】

抽出された被災報告は、意味
的に似た内容のものが多い。
それをそのまま提示しても
ユーザーが情報を得る上で非
効率で煩わしいものとなる。
D-SUMMではその問題を回避
すべく、意味的カテゴリの辞
書を使って要約を行っている。

例えば「火事が起きる、火災
が発生する、大火になってい
る」等の被災報告を、「火災
が起きる」という報告として
まとめる(要約する)。
そのような要約を行う際、名
詞部分「火災」は意味的カテ
ゴリ辞書の中分類の名詞を用
いる。

大分類 中分類 単語
災害 地震 地震、地響き、

地鳴り、...
火災 火災、火事、

大火、...

トラブル 運休・
不通

運休、不通、
JR運休、...

故障・
損傷

故障、損傷、
機械故障、携
帯水没、...

意味的カテゴリ辞書の例
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「エリア毎に要約」の要約結果
指定されたエリアに関して抽出され要約された被災報告を指
定されたエリアの一段下のレベル（都道府県が指定されたら
市町村；以下サブエリアと呼ぶ）毎に整理し、各サブエリア
について、意味的カテゴリ毎に被災報告の要約を整理して提
示します。各サブエリアや意味的カテゴリ、被災報告の要約
をクリックすると、そのオリジナルツイートを表示できます。
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指定エリア：北海道

サブエリア：札幌市

意味的カテゴリ
（大分類）

被災報告の要約：
遅延が起きている



「カテゴリ毎に要約」の要約結果
指定エリアに関して抽出され要約された被災報告を意味的
カテゴリ毎に分類して提示します。各被災報告についてそ
れがどのサブエリアで何件報告されているかが分かるよう
にサブエリアと報告件数も提示します。被災報告の要約、
意味的カテゴリ、サブエリア名をクリックすると、そのオ
リジナルツイートを表示できます。
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指定エリア：北海道

サブエリア：小樽市

意味的カテゴリ
（大分類） 被災報告の要約：

遅延が起きている



「事系列で要約」の要約結果
指定されたエリアにおける被災報告の抽出状況を時間帯毎に概
観できるように表形式で出力します。意味的カテゴリ毎に行とし
てまとめ、時間帯を列として、各時間帯に抽出された被災報告の
件数をサブエリア毎に集計して各セルにまとめます。

各エリアや各カテゴリをクリックすると、そのオリジナルツイートを
表示できます。
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指定エリア：北海道

サブエリア：札幌市意味的カテゴリ
（大分類）



「地図表示」の要約結果
被災報告を地図上に表示します。地図に表示するための
マーカーには、その地点に関連付けられた被災報告の件数
が表示されます。任意のマーカーをクリックすると、その
地点の被災報告を意味的カテゴリ毎に整理して表示し、同
時に関連する被災報告を抽出したオリジナルツイートを表
示します。表示されている意味的カテゴリをクリックして
該当するオリジナルツイートのみを表示できます。
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意味的カテゴリ
（大分類）

意味的カテゴリ
（中分類）



高度な使い方

ここまでは、要約の実行からオリジナ
ルツイートの確認までの基本的な使い
方を説明しました。
以降では「条件の変更」や「情報の詳
しい見方」など、高度な使い方を紹介
します。
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要約対象期間の変更

日付は
カレンダーから選択

時刻は
プルダウンから選択

現在時刻を基準
とした期間に設定が
可能

このボタンを押すと、要約の対象とする始点日時
は変わらず、終点時刻が現在時刻に変更されて、
要約が再実行されます。
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その他の設定

デフォルトでは対象に
含めない以下のような
ツイートも対象としま
す。

予報：
「大雨が降るおそれがあ
る」など

推量：
「大雨が降ったようだ」
など

過去：
「１年前に大地震があっ
た」
など

冗談・宣伝：
絵文字や顔文字を含むツ
イートなど

写真の有無や、投稿者の
属性によって対象を限定
します。情報の確度を上
げたいときにお使いくだ
さい。

『述語を省略』は、「エリ
ア/カテゴリ毎」の要約結
果において、例えば「地震
が発生している」という被
災報告の要約として表示さ
れる場合に、そこに含まれ
る意味的カテゴリの中分類
である「地震」のみを用い
て表示する。

『投稿表示はその都度別
ウィンドウを立ち上げる』
設定にすると今開いている
オリジナルツイート確認
ウィンドウが閉じることな
く、別の回答候補に関する
オリジナルツイートを確認
することができます。

「その他の設定を表示する」をクリックして、設定欄を表示します。
以下では設定項目について説明します。
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矛盾ツイート
「エリア/カテゴリ毎、地図表示」の要約結果で、 【注】マーク
がついている被災報告の要約をクリックしてオリジナルツイートを
表示させると、右側に抽出した被災報告と矛盾するツイートも表示
できます。

「多摩川が決壊したという事
実は確認されていません。」
という被災報告と矛盾するツ
イートの例。矛盾ツイートは
右側に表示される。
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表示カテゴリの限定
メイン画面の左下のカテゴリをチェックすると、要約結果の
表示をチェックしたカテゴリに限定することができます。関
心のあるカテゴリのみを表示したい場合にお使いいただけま
す。カテゴリの選択は7つまで可能です。【+】ボタンを押し
て中分類のカテゴリを表示させ、選択する事も可能です。

この例は「災害（大分類）→氾濫・決壊(中分類)」「救助(大分
類)」「ライフライン(大分類)」に着目し「地図表示」で要約結
果を表示させています。これらが多く報告されている地点（た
とえば赤丸で囲っているマーカー)がどこであるかを地図上で直
観的に一目でわかります。
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要約結果の共有

本システムを使っている過程で指定した様々な条件や要約の種
類等はURLとして表現されます。
従って、自分がいま見ている要約結果を他の人に共有したい場
合、現在のURLをコピー＆ペーストしてメールやSNS等で共有
する事で実現できます。
ただし、システム内部のデータ保持期限(リアルタイム版は3日
前まで)が切れたツイートは要約の対象になりませんので、
URLが同じであっても、要約結果は異なる場合があることに注
意してください。

共有手順：
1.ブラウザのURL表示欄をクリック
2.ブラウザの「編集→コピー」でURLをコピー
3.メール本文等にペーストして、送信
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