
『『『『ＮＰＯのスマホ術ＮＰＯのスマホ術ＮＰＯのスマホ術ＮＰＯのスマホ術』』』』 はじめのはじめのはじめのはじめの一歩一歩一歩一歩

市民活動に活かすスマホの機動力市民活動に活かすスマホの機動力市民活動に活かすスマホの機動力市民活動に活かすスマホの機動力！！！！

かながわコミュニティカレッジ連携講座 情報ボランティア



応用編応用編応用編応用編 ～スマホで高める災害支援力、受援力～～スマホで高める災害支援力、受援力～～スマホで高める災害支援力、受援力～～スマホで高める災害支援力、受援力～

11月15日(土)
13:30〜16:30 SNSを使った災害情報収集と災害時の情報発信

ツイッターの公式情報をフォローする、アプリで情報収集など

11月29日(土)
13:30〜16:30 デジタルマップを使った災害情報の表示発信

フォトとGoogleEarthで情報をマップ化、マイマップを作るなど

12月13日(土)
13:30〜16:30 発災時の情報コミュニケーションの課題

特別講師：畑山満則准教授 （京都大学防災研究所）
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応用編応用編応用編応用編<1><1><1><1> ～～～～SNSSNSSNSSNSを使った情報を使った情報を使った情報を使った情報収集と発信～収集と発信～収集と発信～収集と発信～

本日の目標 自然災害が発生した、スマホで何をする?

情報収集
Twitter、その他のアプリでの災害情報収集ができるよう
になる
• Twitter 重要なアカウントをフォローする
• Twitter リストを作る
• Twitter リストをフォローする

情報発信
Twitterで、ハッシュタグ、位置情報、写真添付しての発信ができるよう
になる
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Twitterとは
• Twitterは2006年7月にオブビアウス社（現Twitter社）が

開始したサービスで、同社の登録商標

• Twitter（ツイッター）は、140文字以内の「ツイート」
(tweet) と称される短文を投稿できる情報サービス

• Twitterは「鳥のさえずり」の意味で、日本では「つぶや
き」と意訳され定着
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• 情報の発信が早い、すぐにだれでも読める
• 通信が集中してもつながりやすい

つながりやすさ
ツイッター ＞＞ メール＞＞＞＞電話

• 検索しやすい 検索が早い

• 画像の添付が容易
• 位置情報の添付が容易

情報収集

情報発信

Twitterの特徴

5NPO法人かながわ311ネットワーク



Twitterの用語

• つぶやく 140文字までのメッセージを発信する 誰でも読める
• 返信（リプライ） [返信]ボタンをクリックして投稿する

返信ツイートは、宛先のユーザー名から始まり、 [通知] の [@ツイート] 

タブに表示される

• リツイート 他のユーザーが投稿したツイートをあなたのフォロワー全員と

共有する 公式リツイートと普通のリツイート

• お気に入り クリックすると、 Twitter 上でログ（記録）化する

• フォローする 読みたい人のつぶやきを自分の画面に表示する

• リスト テーマや仲間ごとにページを作れる機能。フォローしている人も、

していない人も「リストリストリストリスト」に追加できる
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Twitterでの情報受発信

団体、チームとして情報発信するには
• チームアカウントを作る
• 管理者を複数おいて発信する
• 例：タウンニュース @townnews_twi

個人の場合は
• 通常発信せず、情報収集のみでいい
• フォローしないでリストを作る、というやりかたも
• 交流メインなら発信受信



災害時のTwitter利用

ツイッターの第一の機能は情報収集

情報収集情報収集
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TwitterTwitterTwitterTwitterリストリストリストリストの利用
リスト：複数のTwitterユーザーをまとめて管理できる機能

独自のリストを作成／他のユーザーが作成したリストを保存

リストタイムラインでは、そのリストに登録しているユーザーからの
ツイートストリームのみが表示される。

※※※※ リストは、ツイートを読む目的にのみツイートを読む目的にのみツイートを読む目的にのみツイートを読む目的にのみ使用
他の人の作ったリストをフォローできる
リスト内のユーザーはフォローしなくてもいい

情報収集情報収集
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TwitterTwitterTwitterTwitterリストリストリストリストの例
@311net

情報収集情報収集

リストのツイート一覧リストのツイート一覧リストのツイート一覧リストのツイート一覧 リストのユーザー一覧リストのユーザー一覧リストのユーザー一覧リストのユーザー一覧
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TwitterTwitterTwitterTwitterリストリストリストリストを作る

1. ホーム画面で をクリックする

2. リストをクリックし、＋＋＋＋をクリックする

3. リスト名（全角可）等を入力して保存する

情報収集情報収集
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リストにメンバーを登録するリストにメンバーを登録するリストにメンバーを登録するリストにメンバーを登録する

1. 登録したいメンバーのプロフィール
を表示し、 をクリックする

2. ［リストに追加］をクリックする｡

3. 追加先のリストを選ぶ

情報収集情報収集
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リストをコピーするリストをコピーするリストをコピーするリストをコピーする（@311netからリストをコピー）

1. 311netのプロフィールを開く

情報収集情報収集
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2. リストを開く 3 リストを選択する

情報収集情報収集

4. リストを保存する
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https://blog.Twitter.com/ja/2013/Twitter-7
Twitterアラート

情報収集情報収集

信頼できる機関からアラートのマークを付けて出され
た重要なツイートをスマートフォンのプッシュ通知で受
け取る
2013年9月から米国、日本、韓国だけで行われている
新サービス
iPhone バージョン5.10以上、Androidでは4.1.6以上

Twitterアラート一覧
https://about.Twitter.com/ja/products/alerts/participating-organizations
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Twitterアラートの設定
情報収集情報収集

1. リストから機関を選ぶ
2. アラートマークをクリックする ⇒
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TwitterTwitterTwitterTwitterでででで発信する発信する発信する発信する 情報発信情報発信

文章入力文章入力文章入力文章入力

文章入力文章入力文章入力文章入力
画像投稿画像投稿画像投稿画像投稿

写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影 位置情報を添付位置情報を添付位置情報を添付位置情報を添付
「位置情報を無効にする」「位置情報を無効にする」「位置情報を無効にする」「位置情報を無効にする」
で位置情報削除で位置情報削除で位置情報削除で位置情報削除

つぶやくつぶやくつぶやくつぶやく：文章入力を入力して、位置情報と写真を添える：文章入力を入力して、位置情報と写真を添える：文章入力を入力して、位置情報と写真を添える：文章入力を入力して、位置情報と写真を添える

画像を添付画像を添付画像を添付画像を添付

発信発信発信発信
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ツイッターの利用例＜佐久市長＞1
情報発信と収集情報発信と収集
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http://matome.naver.jp/odai/2

139265630662526901



佐久市長佐久市長佐久市長佐久市長 柳田清二氏柳田清二氏柳田清二氏柳田清二氏 @Seiji_Ya

大雪当時大雪当時大雪当時大雪当時2014年年年年2月中月中月中月中旬旬旬旬 フォロワーフォロワーフォロワーフォロワー2416人人人人
2014年年年年11月月月月 フォロワー約フォロワー約フォロワー約フォロワー約6400人人人人

ツイッターの利用例＜佐久市長＞2
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• 災害時におけるツイッターハッシュタグの利用に災害時におけるツイッターハッシュタグの利用に災害時におけるツイッターハッシュタグの利用に災害時におけるツイッターハッシュタグの利用についてついてついてついて
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/bousai/bousaitaisaku/_13853.html

ツイッターの利用例＜和光市＞
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Twitterの設定 ---- 位置情報の追加・閲覧の位置情報の追加・閲覧の位置情報の追加・閲覧の位置情報の追加・閲覧の仕方仕方仕方仕方

• http://news.mynavi.jp/articles/2014/04/17/Twitter_howto

• Twitter公式アプリやモバイルTwitterでは、「横浜市神奈川区」など、
大まかなエリアが文字で表示される。

⇒データとしては詳細な場所が記録されており、
ピンポイントで場所を特定できるアプリもある。

例 地図ツイ http://chizutwi.napzak.com/
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この場で写真を撮り、位置情報付でつぶやいてみよう
↓

地図ツイで確認してみる



ちずツイ http://chizutwi.napzak.com/

• ちずツイは東日本大震災で首都圏に帰宅困難者が発生したとき、関東に住む

親族の安否を確認するために作り上げたツールがもととなっています。テレビの

生中継では同じ情報が何度も繰り返し伝えられるだけで、特定地域のリアルな

状況を知る手段としては何の役にも立ちませんでした。しかし位置情報つきのツ

イートからは現場に居合わせた人からの交通機関の状況や人々の心の様子が

伝えられ、遠隔地で安否を心配する人でもその状況を吸い上げることができま

した。

• SNSの情報には様々な雑音が含まれていますが、それらをうまく取捨選択するこ

とで有益な情報をリアルタイムに、且つ遠隔地から収集することが可能です。こ

のことは防災対策として有効に機能する特性のひとつだと考えられます。ちずツ

イでは普段は遊びや生活のためのツールとして運用し、災害時にはそのまま防

災ツールとして活用することを目指し、日々、機能改善に努めています。
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写真の位置情報
デジタルカメラで撮影した写真にはExif(エグジフ)情報が添付されている

• 撮影日時 ・撮影機器のメーカー名（製造・販売元） ・撮影機器のモデル名（カメラ付き携帯
電話・スマートフォンの機種名など） ・画像全体の解像度

• 水平・垂直方向の単位あたり解像度 ・撮影方向 ・シャッタースピード ・絞り（F値）

• ISO感度 ・測光モード ・フラッシュの有無 ・露光補正ステップ値 ・焦点距離

• 色空間（カラースペース） ・・・・GPS情報情報情報情報 - GPS付きカメラの場合、緯度・経度・標高付きカメラの場合、緯度・経度・標高付きカメラの場合、緯度・経度・標高付きカメラの場合、緯度・経度・標高などなどなどなど

• サムネイル（160×120画素）

iphone ［設定］→［プライバシー］→［位置情報サービス］→［カメラ］をオフ

Android    ［設定］→［位置情報］

写真に位置情報写真に位置情報写真に位置情報写真に位置情報データを付けない設定データを付けない設定データを付けない設定データを付けない設定
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写真位置情報の保存状況
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dropbox 位置情報保持

FaceBook 位置情報をすべて削除

Flickr exif情報の保存可否を設定
可の場合、オリジナルサイズでは位置情報保持

Googleドライブ 位置情報保持

Google＋（＋（＋（＋（Photo）））） 位置情報保持

Instagram 位置情報をすべて削除
「photomapに追加」のときのみ位置情報保持

Twitter 写真の位置情報をすべて削除

根拠：http://www.embeddedmetadata.org/social-media-test-results.php



写真位置情報を確認するツール
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Exif Viewer ： Exif情報の確認と削除

画像位置情報取得ツール： Exif情報の確認とマッピング

http://www.osadasoft.com/software/getgpsinfo/



災害情報収集のためのアプリ例

Yahoo!防災速報 地震、台風の雨、天気ニュース速報

情報収集情報収集
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<1>気象気象気象気象情報・地震情報を集める情報・地震情報を集める情報・地震情報を集める情報・地震情報を集める

ツイッターリスト（@311net）

東京アメッシュ http://tokyo-ame.jwa.or.jp/

レインアイよこはま http://raineye.city.yokohama.lg.jp/

東京アメッシュログ



災害情報収集のためのアプリ例

オフラインで使える帰宅支援地図アプリオフラインで使える帰宅支援地図アプリオフラインで使える帰宅支援地図アプリオフラインで使える帰宅支援地図アプリ 有料有料有料有料¥400 

情報収集情報収集
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<2>公共交通機関の情報を集める公共交通機関の情報を集める公共交通機関の情報を集める公共交通機関の情報を集める

ツイッターリスト（@311net）

<3>緊急避難場所情報を集める緊急避難場所情報を集める緊急避難場所情報を集める緊急避難場所情報を集める

わいわい防災マップ（横浜市）

e-かなマップ （神奈川県）

東京防災マップ（東京都）



災害情報収集のためのアプリ例
情報収集情報収集
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<4>防災対策情報を集める防災対策情報を集める防災対策情報を集める防災対策情報を集める
市など公共機関のアカウントから現在取組み状況を知る

ツイッターリスト（@311net）

<5>メディアから情報を集めるメディアから情報を集めるメディアから情報を集めるメディアから情報を集める
コミュニティFMとツイッターとのミックスが有効

ツイッターリスト（@311net）

<6>いろいろ便利ページいろいろ便利ページいろいろ便利ページいろいろ便利ページ http://iksvn.jimdo.com/


