
DISAANA（ディサーナ）
-対災害SNS情報分析システム-

マニュアル
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の内容が異なる場合
があります。

Copyright NICT All Rights Reserved. 



はじめに

DISAANAは、「どこで孤立が発生していますか」や「東京で何が不
足していますか」といった質問に対する回答の候補を、Twitterへの投
稿（日本語での投稿の10%程度）をリアルタイムに分析してそこから
検索します。今まさに起きている災害の情報を簡単に入手できるシス
テムです。
https://disaana.jpにてどなたでもお使いいただけます。

システムの名称 検索対象

DISAANA リアルタイム版
https://disaana.jp/rtime/search4pc.jsp

最近投稿されたツイート
(利用当日と直近3日分)

DISAANA 令和元年台風第19号試用版
https://disaana.jp/R01TYP19/search4pc.jsp

2019/10/12 〜 2019/10/14
のツイート

※ パソコンでの利用を想定しています。タブレット、スマートフォンでも
利用できますが、一部の機能が制限される場合があります。

検索対象によって、2つのシステムが存在します

■ DISAANAとは

■公開中のシステム
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基本的な使い方

DISAANAの基本的な使い方「検索の実行、ツ
イートの確認」について説明します。より高度
な使い方については、P.13 以降を御覧ください。
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基本的な使い方：メイン画面
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カテゴリ限定操作機能: P.17 にて説明
結果の表示を、任意のカテゴリに限定することができます。

入力欄:P.5〜9 にて説明

検索条件設定欄:P.15 にて説明

回答候補表示欄: P.10・12・18 にて説明
実行された質問に対する回答候補が表示されるエリア
です。
２種類の表示方法(リスト表示・地図表示)を切り替え
ることが可能です。

基本的な使い方は、入力欄にキーワードや質問文を入れて、検索ボタンを押して
出力結果を確認します。以下がメイン画面で、以降のページでそれぞれの要素に
ついて説明します。



入力欄：質問文を入力する
「どこで大雪が降っていますか」や「東京都で何が不足していますか」などの、
「どこ」や「何」が含まれる質問文を入力として受け付けます。質問文を入力すると、質
問文が自動判定され、メッセージとともに、上部のステータスが変化します。

: 初期状態、 : 検索可能状態、 : 検索不可能状態

入力エリアの初期状態

「どこ」「何」を含む質問を入力 ⇒ 検索可能

クリックで検索
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「どうして」を含む質問を入力 ⇒ 検索不可能

※ 検索できない質問文は自動判定され、エラーメッセージが上部に出力されます。
メッセージに従って再度入力してください。



入力欄：質問例から選ぶ / 地図から選ぶ
■地図から地名を選択■質問例から選択

入力エリア左下の【質問例から選択▼】ボタンを
クリックすると、質問例が表示されます。質問例
をクリックすると、その質問文が入力欄に入力さ
れます。質問文の作成に悩んだときの参考にも使
用できます。

地図を使って地名を入力欄に入力することができま
す。【地図から地名を入力】ボタンをクリックして
みてください。
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クリックで
地名選択画面が起動する



入力欄：曖昧な地名への対応
■対応する複数の自治体名の提示機能

DISAANAは、質問文中で指定した地名に対応した情報を検索しますが、質問文中の地名が曖昧で複数の自
治体に対応する場合、意図しない自治体を対象とした検索を実行し、期待とは異なる結果となる可能性が
あります。そのため、質問文入力エリアで曖昧な自治体名を検知したときに、対応する複数の自治体名を
提示し、そこから選択できる機能を提供しています。

例1: 『美浜町』と入力した場合

美浜町という自治体は全国に3つ存在するため、左のリストように3つの可能な
自治体名が提示されます。左のリストのいずれかをクリックして、意図した自
治体名を入力してください。
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例2: 『京都で何が発生していますか』と入力した場合

質問文に含まれる地名についても複数の自治体名が対応する場合は、同様に
リストが表示されます。もしリストのいずれかをクリックして自治体を選択
しなかった場合は、リストの最上部の自治体を対象として検索します。



入力欄：キーワードから質問文を生成
■質問文自動生成機能

入力エリア欄の『災害』や『地名』のキーワードに基づいて自動的に質問文を生成します。生成した質
問文は、入力エリア上部にメッセージに表示されます。
検索ボタンを押下して実行されるのは、その質問文です。1~3つまでのキーワードを入力できます。複数
キーワードの場合は、キーワード間に空白を入れてください。

「浸水」と入力した例 ⇒ 「どこで浸水が発生していますか」という質問文が生成される。

キーワードの例 自動生成される質問文

火災 どこで火災が発生していますか

USJ USJで何が発生していますか

北海道 火災 北海道のどこで火災が発生していますか

車両 火災 どこで車両の火災が発生していますか
※ 『災害』キーワードと、『地名』以外のキーワードが入力されたときは、そのキーワードが

『災害』キーワードを修飾するような組み合わせで質問文に変換されます。

北海道 車両 火災 北海道のどこで車両の火災が発生していますか

地震 火災 災害キーワードが２つ以上あるとエラーになります。

北海道 東京 地名キーワードが２つ以上あるとエラーになります。

その他のキーワードの例と自動変換される質問文
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入力欄：自治体名のみ入力

■ D-SUMMの「カテゴリ毎に要約」機能相当の検索

D-SUMM( https://disaana.jp/d-summ )とは、都道府県や市区町村の単位でエリアを指
定して、対象エリアの被災報告を瞬時に要約し、被災状況の概要が一目でわかるシス
テムです。

質問文入力エリアに自治体名だけが入力されると、D-SUMMの「カテゴリ毎に要約」
機能相当の検索が行われるモードで動作します。

目的の都道府県や市区町村の、災害に関する情報を網羅的に調べたい場合にお使いく
ださい。また、検索結果の表示形式についてはD-SUMMと同様です。
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「北海道」と入力した例

https://disaana.jp/d-summ


検索結果のリスト表示
「滋賀県で何が発生していますか」など『何』を含む質問文で検索すると、カテゴリごとに分類されたリ
スト形式で結果が表示されます。例えば、【救助(大分類)】の【孤立(中分類)】以下の回答候補の一つ
「孤立」をクリックすると、その情報源となったオリジナルツイートを確認する画面(詳細は次ページ)が
開きます。また、検索結果には、地図形式の表示方法も存在し、下の図の青枠で囲われたタブをクリック
することで地図形式の表示が可能です。

回答候補をクリックして
オリジナルツイートの確認画面へ
(次ページ)

地図表示に切り替える (P.12)
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オリジナルツイートの確認
検索結果のリストから回答候補をクリックすると、別ウィンドウでオリジナルツイートの確認画面が
開きます。また、特定のエリアのみのツイートを表示することもできます。
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スクロールして
全ツイート
を確認

高島市のツイートのみを表示



検索結果の地図表示
タブ「回答候補の地図表示」を選択すると地図上に回答候補が関連している場所にマーカーが立ちます。

マーカーをマウスでホバーすると、
カテゴリまでの情報を確認できます。
マーカーをクリックすると、オリジ
ナルツイートの確認画面が開きます。

地図データ©2021 Google
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カテゴリの種類が複数あるマー
カーをクリックすると、オリジ
ナルツイートの確認画面と同時
に、カテゴリを個別に選択でき
る画面が表示されます、個別の
カテゴリのオリジナルツイート
の確認にご利用ください。

カテゴリを個別に選択できる画面



高度な使い方

ここまでは、検索の実行から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「検索条件の
変更方法」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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検索条件の変更
検索対象となるツイートの時刻の範囲を変更したり、ツイートの内容や投稿者の属性に応じて対象とする
か等の設定を行えます。

■その他の設定について

以下のような、デフォルトでは検索対象に含
まれていないツイートが含まれるようになり
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
よって検索対象を限定します。
情報の確度を上げたいときにお
使いください。

検索結果の表示方法に関する設定です。
『ツイート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。
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現在時刻を基準
とした日時に設
定が可能

■時刻の変更

日付は
カレンダーから選択

時刻はプルダウンから選択

↑このボタンを押
すと、検索対象の
始点時刻は変わら
ず、終点時刻が現
在時刻に変更され
て、検索が再実行
されます。



矛盾ツイート
検索結果の中には、【注】のマークが付いた結果が表示される場合があります。
これは、回答候補の内容と矛盾する可能性があるツイートも見つかっているという意味です。ツイートの表
示では、両方が表示されますので、回答候補を抽出してきたツイートと、それに対して矛盾する可能性があ
るツイートを比較し、状況の変化や情報の真偽性の判断に役立てて下さい。
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検索

オリジナルツイー
トを確認

_

回答候補の情報源となったツイート: 
『火災が発生』

矛盾ツイート:
この例では、「室蘭市の石油コンビナート施設で発生し
た火災はすでに鎮火した」という情報が得られている。



網羅検索機能
一度検索を実行すると、【検索】ボタンの横に【網羅検索】ボタンが表示されます。
網羅検索は、質問に対する回答候補を確度が低いものも含めて網羅的に検索するモードです。そのため、
検索条件のその他の設定のオプションを自動的に変更して、なるべく多くの回答候補を出力しようと試み
ます。情報としての確度が下がるというデメリットがありますが、回答候補が見つからなかった質問文で
も、この機能を使うと見つかる可能性があります。

網羅検索時の検索条件設定 (自動)
設定値 オプション

ON 予報と識別されたツイートも含める

ON 推量と識別されたツイートも含める

ON 過去の事象に関するツイートも含める

ON 冗談・宣伝等の表現があるツイートも含める

OFF 写真付きツイートに限定

OFF 公式アカウントの投稿に限定

0 アカウントのフォロワー数の下限 16



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、検索結果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、カテゴリ横の【+】ボタンを押すことで、さらに細かいカテゴリを選択することもできます。
なお、場所を問う質問ではこの機能は使えません。

_

興味のあるカテゴリにチェックを入れると、下の例のようにチェックを入れたカテゴリのみ
の結果が表示されます。カテゴリの限定を一気に解除したい場合は、上部の【表示カテゴリ
の限定をすべて解除】ボタンをクリックしてください。

地図表示の場合は、マーカーの色がカテゴリに応じて
変わります。同じ場所に複数のカテゴリがある場合は、
上位カテゴリの色が優先されます。(例: 災害とトラブ
ルが同じ位置にあったら、災害の色が優先) 17
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ツイートの一括表示
検索結果のリスト表示画面で、カテゴリ(大分類/中分類)をクリックすると、
そのカテゴリ以下の全ツイートを表示対象とすることができます。
ツイートの件数が少ない場合などに素早く確認したい場合に有効です。

大雪は
中分類

大分類
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大分類

大分類



検索結果の共有
検索条件はブラウザ上部のアドレスバーに表示されるURLとして表現されており、それを使って、検索結
果を共有することができます。
ただし、DISAANAシステム内部の保持期限(リアルタイム版は3日前まで)が切れたツイートは検索できませ
んので、検索条件が同じであっても、検索結果は異なる場合があることに注意してください。

https://disaana.jp/rtime/search4pc.jsp?query=大阪府大阪市で何が発生していますか
&btn=qsrch_bulk&fromDt=201907150910&toDt=201907161325&skipP=true&skipI=true&skipEP=true&skipJ=true&verifies=false&f
ollowersCount=0&focusedOnt=L"災害%3D1"%2C"救助_救助・救出%3D2"%2C"トラブル%3D3"%2C"建物%3D5"%2C"ライフライ
ン%3D4"R&viewMode=List&ontSelected=Y1Cf1BD1f1q1x1R1Dk1x1u1j1bi1r1n1v1n1t1m1i1g1q1h1v1q1e1k1l1i1l1r1m1s1k1br1m
1s1g1bk1j1z1bg1y1u1e1g1q1t1j1u1j1f1h1n1f1j1h1e1g1f1e1h1g1bk1h1s1j1e1i1h1f1e1h1e1j1d1c&ontVersion=master20190522&k
pSearch=false

URLを他のユーザーに共有
して、検索結果を共有でき
ます。

表示中のDISAANAの状態
に対応したURL
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