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位置に関連するツイート解析技術とその応用  

Twitter＊1は，リアルタイムに情報が共有されるSNSで
あり，それを解析することで，実世界で起こるさまざまな
イベントを検出したり，注目スポットを抽出するなど，世
の中の動向を知ることができる．本稿では，ツイートを解
析し位置に関連付ける技術を紹介する．また，位置に関連
付けたツイートの活用事例として，地図上へのリアルタイ
ムなツイートマッピング，紅葉など特定のキーワードに対
する盛り上がり地域の検出，通信エリア品質の分析への応
用について紹介する． 

 

1. まえがき 
Twitterは，リアルタイムにユー

ザの投稿が共有されるソーシャルメ

ディアとして広くユーザに利用され

ており，それを解析することで，注

目されているイベントやスポットを

検出したり，話題になっているニュ

ースなど，今起きている世の中の動

向を知ることができる．例えば，ド

コモが提供するdメニュー リアルタ

イム検索[1]の「周辺ツイート検索」

や周辺ガイドの「話題のスポットラ

ンキング」[2]では観光地に関連する

ツイート＊2をリアルタイムで収集す

ることで，周辺の話題スポットに関

する情報を即座に把握することがで

きる[3]．このような位置情報サービ

スを提供するにあたり重要なのは，

地名やスポットに関する情報を“リ

アルタイム”かつ“正確”に収集で

きることである．そこでドコモでは

それを可能とするツイート解析・位

置関連付け技術を開発した． 

本稿では，ツイートを位置に関連

付ける技術について解説する．また，

位置に関連付けたツイートの活用事

例として，地図上へのリアルタイム

なツイートマッピング，紅葉など場

所と関連する特定のキーワードに対

する盛り上がり地域の検出方法，携

帯電話のつながりやすさなどの通信

エリア品質の分析への応用について

解説する． 

2. ツイート・位置情報
関連付方法 

位置に関連するツイートを集める

方法は3種類存在する． 

①ジオタグ付きツイート 

ジオタグと呼ばれる緯度経度

の情報を付加して投稿されたツ

イートを利用する． 

②テキスト解析による地名判定 

ツイート本文をテキスト解析

して地名を抽出し，地名辞書を

用いて位置と関連付ける． 

③位置に関連付けたアカウントの

利用 

ツイートを投稿するユーザの

プロフィールを基に位置に関連

付けることができる．特に観光

スポットや施設にそれぞれ公式

アカウントがある場合，アカウ

ントを位置に関連付けることが

できる． 

以下にその具体的な方法を述べる．

なお，前述の3種類のうち①は，す

でに位置情報と関連づけられている

ため，本稿では②と③について解説

する． 
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＊1 Twitter： Twitter と い う 名 称 や ロ ゴ ，
Twitterバードは，アメリカ合衆国また他
国々におけるTwitter, Inc.の登録商標． 

＊2 ツイート：Twitter社の提供するマイクロ
ブログサービスにおける記事のこと． 
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2.1 テキスト解析による地
名判定 

前述の3種類の中では，ジオタグ

付きツイートや位置に関連付けたア

カウントのツイートを利用するより

も，テキスト解析を行って位置と関

連づける方式のほうが抽出可能なツ

イート数が多い．このため情報抽出

の観点では，②の方式が有効である．

テキスト解析によってツイートと位

置を関連付ける場合，ツイート文中

に含まれる地名が，同名で異なる場

所を示す名称や，人名などの地名以

外の意味で使われることを考慮し曖

昧性を除去する必要がある[4]．そこ

で同名の異なる場所に関する曖昧性

解消に共起＊3語を用いた地名判定技

術を，また地名以外の意味で使われ

た場合の曖昧性解消には地名候補の

前後の単語を見て地名かどうか判別

することができるCRF（Condition-

al Random Fields）＊4による地名判定

技術を用いる． 

⑴共起語による地名判定技術 

共起語による地名判定技術とは，

各地名はその近隣の地名や，その地

域特有の語と共起しやすいという仮

定に基づき，目的の地名かそれ以外

の語かの判定を行う技術である． 

例えば，京都にある「円山公園」

は北海道にある「円山公園」よりも

「京都」という地名と共起しやすい．

また地名の「松島」は，「松尾芭蕉」

の所縁の地であるため，人名の「松

島」に比べて，「松尾芭蕉」という

語と共起しやすい．このような共起

しやすい語を本稿では共起語と呼ぶ． 

共起語による地名判定のフローを

図1に示す．あらかじめ曖昧性のあ

る地名には，各地名の共起語を紐づ

けて共起語DBに登録しておく．そ

して，地名DBと照らし合わせるこ

とで，ツイート群から地名を含むツ

イートを抽出した後，地名に曖昧性

があるか判定し，ある場合には，登

録した共起語DBと照らし合わせて

さらにその地名の共起語を含むツイ

ートだけを抽出する．このようにし

て曖昧性のある地名と，ツイートと

の正確な関連付けを実現している． 

⑵CRFを用いた地名判定技術 

前述の共起語による地名判定技術

では，地名に加えて共起語を含むツ

イートだけを抽出していた．この手

法は高い精度で地名とツイートの関

連付けを行うことが可能であるが，

共起語を含まないツイートを関連付

けることができない．しかし，共起

語を含まないツイートでも，地名と

それ以外の語では文章中での語の使

われ方を見ることで判別することが

できる． 

例えば， 

「松島でご飯を食べた」 

「松島さんはご飯を食べた」 

という文章中にはどちらも共起語は

ない．しかし「松島」の付近の「～

で」や「～さん」といった特徴を見

ることで，それぞれの「松島」が地

名か人名かを判別することができる．

このような特徴のことを自然言語処

理分野では素
そ

性
せい

と呼ぶ． 

地名やそれ以外の語に関する素性

を分類器＊5に学習させることで，文

章中の語が地名かそれ以外かを自動

で判定させることができる．本手法

では分類器としてCRFを用いてい

る． 

素性抽出とCRFの学習のフロー

を図2に示す．CRFによる分類では

まず，ツイート群より抽出された地

名を含むツイートに対して，人手で

地名や人名といった正解値をつけて

いく．次に正解値がつけられたツイ

ートから，素性を抽出し，分類性能

が高くなるようにCRFを学習させ

ていく． 

CRFによる地名判定のフローを

図3に示す．ツイート群より抽出さ

れた地名を含むツイートのうち，地

ツイート
地名を含む

ツイートの抽出

地名DB

共起語を含む
ツイートの抽出

共起語DB

地名関連付け
ツイートDB

曖昧性
あり

なし

図1 共起語による地名判定のフロー 

＊5 分類器：入力を，その特徴量に基づいてあ
らかじめ定められた分類先のいずれかに分
類する装置． 

 
 

＊3 共起：ある単語とある単語が1つの文章中
に出現すること． 

＊4 CRF：条件付確率場．入力された要素が連
なったもの（系列）に対して，その特徴量
に基づいてあらかじめ定められたラベルを
付与する手法の一種．ここでは文章中の地

名の曖昧性の解消のために，文章を構成す
るそれぞれの語について，周辺の語を参照
して地名またはそれ以外かのラベルを付与
する． 
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名とそれ以外の語で曖昧性があるか

判定し，曖昧性があるものに対して，

図2のステップで学習させたCRFで，

地名かそれ以外の語かの判別を行い，

地名とツイートの関連付けを行う．

このようにして共起語がない場合で

も地名とそれ以外の語の曖昧性を解

消し，正確な地名とツイートの関連

付けを実現している． 

2.2 位置に関連付けたアカ
ウントの利用 

観光スポットや施設にそれぞれ公

式アカウントがある場合がある．こ

れらの公式アカウントでは，その施

設や場所に関する有益なツイートが

発信されていることが多い．例えば，

ショッピングモールの公式アカウン

トではセールやフェアの情報があり，

市役所では地域の催しの情報などが

ある．そこで施設や場所の公式アカ

ウントの調査を行い，それらの関連

付けを行っている．それら公式アカ

ウントのツイートを利用することで，

より多くの有益なツイートを抽出で

きる． 

3. 地図上へのツイート
表示と活用事例 

地図上へのツイート表示を行うた

めには，各ツイートに対して表示位

置となる緯度経度を割り当てる必要

がある．表示位置はツイートごとに

決定するものと，ツイートをつぶや

いたアカウントにより決定する方法

を併用する（表1）． 

位置に関連するツイートの活用に

おいては，以下に示す2つの観点が

存在する． 

・リアルタイムに状況把握が必要

かどうか 

・特定のトピックに関するツイー

トの抽出が必要かどうか 

3.1 地図上でのツイートの
リアルタイム表示 

地図上でのツイートリアルタイム

表示では，ある特定の場所に関連し

て今まさにつぶやかれていることを，

地図上で閲覧できる．特定トピック

への限定は行わず，どのようなこと

が話題になっているか，場所ごとに

確認することができる．ツイートの

背景色は位置情報の付与方法に応じ，

テキスト解析を用いた場合は青色，

公式アカウントの場合は橙色，ジオ

タグ付きツイートの場合は緑色とし

ている（図4）． 

位置に関連付け可能なツイートの

数は，地域によって件数に大きなば

表1 地図上におけるツイートの表示位置 

ツイート種別 地図上の表示位置 

ジオタグ付きツイート ツイート自身に付与された緯度経度 

テキスト解析したツイート テキスト解析で抽出した地名の緯度経度 

公式アカウント（市区町村のアカウントな
ど）によるツイート 公式アカウント（店舗・役所など）の所在地

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ツイート
地名を含む
ツイート抽出

地名DB

CRFによる判別

地名関連付け
ツイートDB

曖昧性
あり

なし

図3 CRFによる地名判定のフロー 

CRFの学習ツイート
地名を含む

ツイートの抽出

地名DB

人手による
正解値付与

素性抽出

図2 素性抽出とCRFの学習のフロー 
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らつきがある．また地図の縮尺や画

面サイズにより画面上にツイートが

表示しきれない場合や，表示できる

ツイートが一件も存在しない場合も

ある． 

このため，表示エリア内で位置と

関連付けられたツイートが多数存在

する場合には，ユーザにとって有用

性が高いと考えられるツイートを優

先的に表示する．具体的には，リツ

イート＊6数が多いツイートを最初に

表示し，同一エリアを一定時間表示

し続けた場合は優先度が低いツイー

トに置き換える． 

一方，表示エリア内に位置と関連

付けられたツイートが存在しない場

合には，画面外のツイートおよび方

向を指し示す矢印を表示する（図5

赤枠部分）．また表示された矢印を

クリックすることで，画面外のツイ

ートが関連付けられた位置へ地図を

スクロールすることができる．これ

によりユーザは地図の縮尺を変更し

たり，画面をスクロールさせてツイ

ートを探したりする手間が省け，効

率的にツイートを確認することがで

きる． 

3.2 エリアの盛り上がり検知 
エリアを考慮した分析は位置関連

分析の中でも特徴的なものの1つで

ある．単一スポットのみでなく，エ

リアに含まれる複数のスポットを考

慮した分析を行うことで，エリア全

体の特徴を捉えることができる．例

えば，エリアに含まれるスポットの

紅葉に関連するツイート数を指標化

することで，そのエリアの紅葉の見

ごろを推定することができる．また，

図6に示すように，過去のツイート

から計算した指標によりエリアを見

ごろ順に並べ替えると紅葉前線を再

現することができる． 

エリア全体の特徴を捉えるにあた

っては，エリア内に含まれる複数の

スポットによってエリア全体の指標

とし，エリア内の単一スポットのみ

による指標とならないようにする．

例として，あるエリアに含まれる3

つのスポットに関するツイートの発

テキスト解析により
位置を関連付けた
ツイート

ジオタグ付き
ツイート

公式アカウントに対
し，位置を関連付け
たツイート

地図データ©2014 Google, ZENRIN

 
図4 地図上におけるツイートの表示位置 

地図データ©2014 Google, ZENRIN

図5 画面外ツイートへのナビゲーション 

 
 
 
 
 

＊6 リツイート：他者が投稿したツイートを，
内容に変更を加えることなく再投稿したツ
イートのこと．また個々のツイートについ
て再投稿された回数のことをリツイート数
と呼ぶ． 
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生パターンを考える．図7⒜では1

つのスポットから3つのツイートが，

図7⒝では3つのスポットから1つず

つツイートが発生している（例えば，

紅葉に関するツイートを想定）．盛

り上がり指標を単純にエリア内に発

生している全ツイート数とすると，

両者ともに3となり変わらない．し

かしながら，前者においては何らか

のイベントがあったなどスポットに

おける特有の事象のみを捉えている

場合も想定されるので，すべてのス

ポットにおいてツイートが発生して

いる後者の方がエリア全体に起きて

いる事象（例えば，エリアにおける

紅葉の見ごろ）を捉えるのには適し

ていると考えられる．このような多

様性の観点を取り入れた指標として

は，ツイートが発生しているユニー

クスポット数（1スポットで複数の

ツイートが発生していても1つとカ

ウント）などがある． 

多様性の観点に加え，エリア全体

でのツイート発生数などの量的観点

を考慮することで，エリアの盛り上

がり度を定義できる．図7⒝の例で

は，各スポットから1つずつツイー

トが発生しているよりも5つずつ発

生している方が盛り上がり度が高い

と考えられる．期間ごとにエリアに

おける多様性と発生量の観点を組み

合わせた指標を計算することで，そ

のエリアにて最も盛り上がった期間

（最も紅葉が見ごろであった日）を

推定することができる． 

このようなエリアを考慮した分析

は紅葉だけでなく，桜への適用や台

風，ゲリラ豪雨，竜巻，地震などの

災害への応用も期待される． 

3.3 通信エリア品質の分析 
本節では，位置に関連付けたツイ

ートを活用した，通信エリア品質分

析への応用について解説する．デー

タ処理フローを図8に示す．位置に関

連付けたツイートから「つながる」

「つながらない」などの通信サービ

ス関連語と，通信会社名を含むツイ

ートを抽出することで，各場所につ

いての通信品質について言及してい

るツイートを抽出することができる． 

抽出した結果を地図上に表示する

システムの画面イメージを図9に示

す．図9⒜および⒝は表示されてい

る地図の中で通信品質についてのツ

イートが抽出された地名のリストお

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

⒜

⒝

 
図7 エリアにおけるツイート発生パターン 

地図データ©2014 Google, ZENRIN

 
図6 エリア盛上り検知技術を応用した紅葉前線の再現 
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よびジオタグとテキスト解析で抽出

されたツイート数を表示している．

図9⒞は通信品質についてのツイー

トが抽出された場所を地図上で示し

ている．図9⒟は選択した地名に対

する通信品質に関するツイートをタ

イムライン表示している．また，ツ

イートの内容が「つながる」などの

ポジティブな場合はテキストの背景

をピンクにし，「つながらない」な

どネガティブな内容の場合は背景を

水色にする．そうすることで，選択

した地名に対してのユーザのコメン

トを視覚的に把握することができる． 

このように，通信品質に関するツ

イートを地図上に表示することで，

通信エリア品質改善業務の支援を行

える情報を提供できる． 

4. あとがき 
本稿では，ツイートを位置に関連

付ける方法と，位置に関連付けたツ

イートの活用事例として地図上への

リアルタイムなツイートマッピング，

紅葉など場所と関連する特定のキー

ワードに対する盛り上がり地域の検

出方法，携帯電話のつながりやすさ

などの通信エリア品質の分析への応

用について解説した． 

今後は，実サービスへの展開や他

の位置情報関連データのとの組合せ

による解析を行っていく． 
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(c)

横浜から東白楽まで[通信会
社名]のLTEがつながるよ！

2013‐08‐20 06:48:21

@username

東白楽の近くで[通信会社名]
つながらない。。。

2013‐08‐27 12:53:10

@username

(d)

東白楽から横浜までのトンネ
ル、前はつながらなかったけ
ど、いつの間にかつながるよ
うになってる！[通信会社名]
いいね。

2013‐08‐31 20:51:03

@username

(a)

通信品質について
のツイートがあった

地名のリスト

(b)

地図データ©2014 Google, ZENRIN

通信品質に関するツイート数

図9 通信エリア品質の確認画面 

通信会社名と辞書による
フィルタリング

通信サービス
関連語辞書

位置に関連づけた
ツイート

通信品質に関する
位置ツイート

図8 通信エリア品質ツイートの処理フロー 
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