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はじめに 
 

 

2011 年 3 月 11 日に東日本の沖合で発生した巨大地震により、東方地方の沿岸部を中心に大

規模な災害が発生し、数多くの人々が被災した。首都圏においても、すべての公共交通機関が

停止したため、いわゆる大量の帰宅難民が発生し、大混乱に陥る結果となった。 

当日の夕刻から、都心から放射状に伸びる幹線道路には、歩道からはみ出すほどの人々が溢れ、

余震などの可能性のある危険な状況の中を、帰路につく結果となった。後の分析によると、大

半の人々が家族の安否確認のために、このような行動をとったとのことであり、それさえがク

リゕできれば、ここれらの帰宅難民も大幅に低減することが可能だったとされる。 

しかし、日常において多くの人々が依存する携帯電話網は、自身の発生直後から飽和状態とな

り、通話はもちろんのこと、メールさえも送受信できない状況に陥った。つまり、携帯電波は

つかむことが出来ても、その上にキャリゕが提供する、通話やメッセージのサービスが、その

時に必要とされたトラフゖックを取り扱えない状況に陥ったのだ。 

筆者自身、地震に遭遇した都内の湾岸エリゕから、通りがりのバスに乗り羽田空港の北側まで

移動し、徒歩で神奈川県まで帰宅できたのは、Twitter 上の情報があったからである。 地震の

発生から数時間後という、災害の状況が明確に把握できない状況において、一番怖かったのは

津波である。いかに内湾といえども、その海岸線をたどるような帰路は、いかにも気持ちが悪

い。 

そこで、筆者は、Twitter のタムランを参照しながら、自分自身で情報の信憑性を判断し

ながら進むことにしたが、一番に印象に残っている情報は、相模湾の江ノ島で潮位が下がって

いるというものだった。 数日後にンターネット上の動画で確認したが、実際に同地には小さ

な津波が押し寄せており、その場に居合わせた人々が、現実のことを、そのまま伝えてくれた

ことが分かった。 

また、帰路においては、携帯のワンセグ情報を見ている人々と情報を交換することになったが、

TV の画面から得られる情報は、固定的な津波警報の地図だけであったことも申し添えておき

たい。 その一方で、Twitter からは、前述の江ノ島での出来事のような、きわめて現実的な情

報が得られており、この Twitter の活躍により、多くの人々が災害時におけるソーシャル･

ネットワークの価値を認めるという結果がもたらされた。  

 

 

そして翌日のことであるが、Twitter のタムランは、三陸地方の被災者からの SOS 信号で

溢れかえっていた。 たとえば、海岸線の工場に取り残され、外部との連絡が取れない人々など

が、Twitter を用いて救助信号を発していたのだ。こうしたメッセージ関しては、固定電話な

どを用いて現地の警察署などに情報を伝達するというルールが、誰が言い出すまでもなく、 

Twitter 上で運用されるようになっていった。 

そして、IT に携わる人々にとって、緊急のテーマとして浮上してきたのが、被災および救援な

どの情報を提供する Web サトの支援である。それらの Web サトには、こうした災害時
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にコゕとなるべき日本赤十字社や各自治体などが含まれており、その全てが、殺到するゕクセ

スに耐えかね、緊急を要する情報でさえ、参照できない状況に陥っていた。そのため、

Amazon や Microsoft といった海外クラウド･プロバダーに加えて、日本からは Sakura や 

GMO といったプロバダーが、無償でコンピューテゖング･リソースを開放し、そこで様々な

プランテゖゕが、Web のミラー･サトを作成していくという展開になった。 

ここでは、Twitter が主役になることは無かったが、そのための連絡網は Twitter であり、問

題を生じている Web サトを報告する人、また、それらの情報をボランテゖゕ･グループに知

らせる人、さらには、ボランテゖゕをクラウド･プロバダーに紹介する人など、それぞれの役

割が自然発生的に構築され、こうした危機的な状況を救っていった。 

また、震災から数日後になって、東京電力計画停電を発表し、その詳細な情報を提供したとき

にも、大勢の人々が同社の Web サトに集中したため、たちまちのうちにトラフゖックの飽

和という問題に直面することになった。その後、東京電力も Twitter の活用を開始し、

http://twitter.com/#!/OfficialTEPCO というゕカウントを、3 月 28 日時点において 300 万

人近い人々がフォローすることになった。。 

 

 

ここまでの、災害時における Twitter の特性を分析すると、以下の項目に整理できる。 

 

● 大量のトラフゖックに対する耐性が強い 

● モバルでも、充分に利用できる 

● リゕルタム性が備わっている 

● 情報の伝播・拡散の能力が高い 

● 通常の環境が、そのまま非常時の環境になる 

 

その反面、以下のデゖメリットも有する。 

● デマや誤報が伝搬しやすい 

このデゖメリットであるが、たとえば 2ch のような掲示板とは異なり、普段から情報を交換す

る人々が、その限定されたツナガリの中で運用するため、従来からのンターネット･メデゖゕ

と比較して、デマや誤報という心配は少ない。 ただし、通常のツナガリが、適切なネットワー

クを構成していない場合には、こうしたデゖメリットが顕著に現れるものと思われる。 

ちなみに、筆者の Twitter 歴は 2 年ほどであるが、こちらからフォローする人、つまり筆者に

対して情報を発信する人々は、2600 人ほどである。 自分にとって、必要な情報を提供する可

能性のある人に厳選すると、1 ヶ月に 100 人ほどしかツナガリが増えないことが分かる。 さ

らに言えば、筆者の場合は、クラウド･コンピューテゖングに関するブログ更新情報を Twitter 

に流しているため、まったく見も知らずの人々からフォローされるケースが多い。  

したがって、あまりにも多くの人々と、相手を選びもせずにツナガリを作ってしまうと、余計

なノズが増えてしまうというのも、Twitter が持っている重要な特性となる。その反面、こ

れまでのンターネット･メデゖゕでは見ることのなかった、新しい形態のコミュニケーション

http://twitter.com/#!/OfficialTEPCO
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を可能にする、この Twitter を、適切に活用することが出来れば、先に述べた日赤 Web サ

トの支援のような、ある種の即席プロジェクトを実現するような、潜在能力も引き出すことが

可能となる。 

以上、前置きが長くなったが、この特別号レポートでは、組織における非常時コミュニケー

ション･ツールとしての、Twitter の活用方法について、また、Twitter が成長してきた背景や、

その広大なスケールを実現するテクノロジーについて解説していく。 

 

 

 

 

Twitter のツナガリとは？ 
 

 

まず、Twitter のツナガリについて、簡単に説明したいと思う。メールのような、基本的に 1

対 1 の関係をもつメッセージング環境とは異なり、Twitter は 1 対多が基本となっている。前

述の、情報の拡散性に富む Twitter の特性は、この 1 対多による伝搬が、そのベースにあると

される。 

この特性は、Twitter だけのものではなく、例えば Mixi や Facebook といった、いわゆる

ソーシャル･メデゖゕ全般に言える特性である。 ちなみに、良く引き合いに出される例として、 

Facebook の平均的なトモダチ（ツナガリ）が 130 人であることろから、なんらかのメッセー

ジがトモダチから、そのトモダチへと、4 段階すすむだけで、その情報を得る人の数が 3 億人

に達するという話がある。 もちろん、それは机上の空論であるが、その伝播性を計る上で、１

つの基準になると考えられる。 

この Facebook や Mixi などのソーシャル･メデゖゕは、基本的に１つ１つのメッセージ関する

長さに制約はなく、また、写真などの容量的に大きな情報も共有するために仕組みを実現して

いる。 それに引き換え、Twitter の場合には、そのデータは文字だけであり、その長さも 140

文字に制約されている。つまり、きわめてコンパクトなメッセージを、たくさんの人々と、頻

繁に交換するのが Twitter の特性と言える。 

そのため、人と人のツナガリがベースにはなっていても、その相手となる人よりも、個々の

メッセージ（情報）に対して敏感に反応するのが Twitter であるとも言える。 ここでは、

Twitter における 3 つの基本的な、ツナガリの形式について説明する。 
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Twitter の基本   
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Twitter 情報のプロテクション   

 

しなもん からの情報を得るには、しなもん からの認証が必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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Twitter により救われた事例 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

東日本大震災 

 

先週の金曜日（3/11）に日本で発生した、地震と津波による震災において、また、そ

の後の混乱において、ローカルな電話回線網は負荷に耐え切れなかった。 なぜなら、

地震によるンフラストラクチャへのダメージが生じただけではなく、その後に生じ

たコールとテキスト･メッセージの洪水を、それらのネットワークが処理し切れなかっ

たからだ。 

基本的に、この種類の過負荷は、大晦日の深夜に起きることが、悪い方向へかたちを

変えたものである。誰もが家族や友人を心配し、できるだけ早く連絡をとりたがる。 

しかし、大半のンターネット接続は機能し続け、人々は電話回線網に換えてソー

シャル･メデゖゕに頼った。 

Twitter steps in 

その中でも Twitter は日本社会に溶けこんでおり、また、この種のコミュニケーショ

ンや情報の収集に、きわめて適している。そして、自身が日本を襲った直後から、毎

分 1200 のツートが東京から発信された。(Source: Tweet-o-meter) 

さらに、Twitter Japan は日本語と英語で情報を提供したが、コミュニケーションを

整理するための、いくつかのハッシュ･タグが、その中でも有益だった： 

・地震全般に関する情報: #Jishin 

・救助と支援に関する要求: #J_j_helpme 

・避難に関する情報: #Hinan 

・安否の確認など: #Anpi 

・被災者のための医療情報:#311care 

Topsy から提供された、以下のチャートが示すのは、それらのハッシュ･タグの使用頻

度であり、地震全般に関する情報のための、#Jishin タグが最も使われている様子がわ

かる。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_earthquake_2011
http://twitter.com/
http://www.casa.ucl.ac.uk/tom/
http://blog.twitter.jp/2011/03/blog-post_12.html
http://analytics.topsy.com/?q=japan,earthquake,tsunami
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Twitter が日本で広く利用されているという状況が（日本では Facebook よりも人気

がある）、この大惨事において、本質的な支援を実現したと捉えられる。もちろん、

人々は Facebook や、Skype、Mixi などを利用し、ソーシャル･ネットワーク全体が

信頼を得る結果となった。 

The global response 

日本国内での、ダレクトなコミュニケーションにより人々を救ったこと以外にも、

Twitter が世界へ向けて情報を発信し続けたという、もう 1 の側面がある。 この数日

におよぶ現象が、平常時と比較して、いかに HOT であるかという点を考察するために、

Twitter ゕクテゖビテゖの爆発的な上昇を、Topsy の別チャートで見て欲しい。 

 

このチャートは、Twitter 上のすべての発言を含んでおり、それらは日本国内に限定さ

れたものではない。 つまり、Twitter 上で発生したコミュニケーションの量を示して

いる。 この震災は、世界中のすべての人々の琴線に触れ、いまでは、数々の寄付キャ

ンペーンや、#prayforjapan といったハッシュタグが、広く認識されている。 

日本の人々が、大変な日々を過していると説明するところで、このポストは終りにし

たい。 Pingdom のスタッフも日本に友人を持っているが、彼らが OK だと聞いて安

心している。 しかし、多くの人々が不幸な状況にある。 

http://analytics.topsy.com/?q=#Jishin,J_j_helpme,Anpi
http://agilecat.files.wordpress.com/2011/03/topsy-chart_1.png
http://agilecat.files.wordpress.com/2011/03/topsy-chart_2.png
http://agilecat.files.wordpress.com/2011/03/topsy-chart_1.png
http://agilecat.files.wordpress.com/2011/03/topsy-chart_2.png


米国情報通信関連情報                                                                                                               有限会社 高 屋                                                                           

クラウド･コンピューティングと次世代 IT 

  

12 

 

 

 

Twitter が Bank of America の ATM を救った 

 

何人かのユーザーは依然として、Bank of America でバンキングする際の、サトに 

Sign In するときの遅さについて、不平を並べている。それらの、自分の銀行口座へオ

ンラン･ゕクセスができない人々は、Twitter を介して Bank of America のオンラ

ン･ヘルプに連絡してもよい。 

 

このヘルプ･チームは、Sign In に関する問題が初めて表面化した時から、最新の情報

をポストし続けている。 いくつかのエリゕでは、他の地域よりも長時間にわたって対

応している。 もし、問題が解決しない場合には、Twitter 介してヘルプ･チームにゕク

セスし、オンランでメッセージを送れば良い。  Bank of America の Twitter ヘル

プは、平日は東海岸時間の 8:00 am ～ 8:00 pm の間で、また、土曜日は同じく 

9:00 am ～ 1:00 pm で利用できる。 Bank of America と連絡を取るために、

Twitter を使いたいなら、明朝の 9 時 にツゖートしてみることだ。 

数多くのユーザーが、オンラン･バンキング･サービスへのゕクセスが困難という状

況であっても、Bank of America の ATM と各支店は、全米に対して接続を許可して

いた。 しかし、ATM における接続が困難であるというレポートは、提供されなかった。 

つい先ほどから、大多数のツートにおいて、その問題が解決され、オンラン･バン

キングが再開したとつぶやかれている。 いまのところ、Bank of America は、Web 

サトの停止について説明する、ステートメントをリリースしていない。 
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エジプトの革命 

 

この、ソーシャル･メデゖゕの勢いに支えられた革命は、エジプト系ゕメリカンとして

矢面に立ち、抗議活動を推進してきた１人の男が喜びをポストした昨日、Twitter 上

の声となり世界を駆け巡った。 

 

Google のマーケテゖング･マネージャーであり、当局に逮捕された後に抗議運動の顔

になった Wael Ghonim は、自身の誇りと喜びについてツートした。 

『 彼らは私たちに、ほんとうのエジプトは 30 年前に死んでしまったと、嘘をつき続

けてきた。しかし、何 100 万というエジプト人は、失われた祖国を探し出そうと決め、

わずか 18 日間で見つけ出したのだ 』と、彼は Twitter に書き込んだ。 

New York City に居を構える、デジタル･ストラテジストの Constance 

DeCherney は、ソーシャル･メデゖゕが今回の革命の原動力だと発言している。 

『 現実に、エジプトの市民に発言する場が提供された。 ソーシャル･メデゖゕの素晴

らしさは、多くの人々が発する声を一度に集め、合意を形成する能力にある。 そして、

それは瞬間的に行われる 』 と、彼女は言う。 

さらに、Facebook と Twitter は、エジプト以外の国々に対しても、国際社会を形成

するためのチャンスを与えたと、DeCherney は続ける。 

http://www.nydailynews.com/topics/Twitter+Inc.
http://www.nydailynews.com/topics/Google+Inc.
http://www.nydailynews.com/topics/Wael+Ghonim
http://www.nydailynews.com/topics/Egypt
http://www.nydailynews.com/topics/New+York+City
http://www.nydailynews.com/topics/Constance+DeCherney
http://www.nydailynews.com/topics/Constance+DeCherney
http://www.nydailynews.com/topics/Facebook+Inc.
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『 それは、権力者にとって不快だろうが、 彼らが築き上げた構造を、超越するものな

のだ 』と、彼女は発言している。 

30 歳になる Ghonim は、『 自分の国での反乱が心配な独裁者たちは、Facebook を

見て、怖れるがいい。 私は、いつか Mark Zuckerberg に会い、心からお礼を言いた

い 』と、発言している。 

 

 

まとめ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 
 

なぜ、Twitter は大量のトラフィックを処理できるのか 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

Twitter のスケーラビリテゖ  

 

（スケーラビリテゖの意味を解説） 

 

Twitter は、ますます社会に定着してきているが、依然として、そのツート数を増やし続け、

ものすごい勢いで新規ユーザーを増やし続けている。 その、最新の解析エンジンから発行され

たばかりの、いくつかの数値について紹介しよう： 

Tweets 

 3 年＋2 ヶ月＋1 日.  最初の 10 億ツートまでに要した歳月。 

 1 week. 現時点で、10 億ツートが発信されるのに要する日数。 

http://www.nydailynews.com/topics/Mark+Zuckerberg
http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html
http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html
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 50 million. 1 年前の、平均ツート数／日。 

 140 million. 先月の、平均ツート数／日。 

 177 million. 2011 年 3 月 11 日 のツート数。 

 456. Michael Jackson が 2009 年 6 月 25 日に死亡したときの TPS（Tweets per 

second ）。 

 6,939. 現時点の TPS 記録で、日本に新年が訪れた 4 秒後。 

Accounts 

 572,000. 2011 年 3 月 12 日に作成された、新しいゕカウントの数。 

 460,000. 1 日あたりに、新たに作成されるゕカウント数の平均。 

 182%. この 1 年における、モバルユーザーの成長率。 

Employees 

 8. 29. 130. 350. 400. Twitter の従業員数。左から順に、2008 年 1 月、2009 年 

1 月、2010 年 1 月、そして現在。 

 

 

以下は、2010年 4 月の情報：2010 年 4 月 14 日に開催された Twitter Developers 

Conference で、さまざまなデータが CEO の Ev Williams から開示されました。 

 

 

 現時点の Twitter ユーザー数は 106 

million 人。 

 

http://www.businessinsider.com/live-twitter-ceo-ev-williams-keynote-from-chirp-2010-4
http://www.businessinsider.com/live-twitter-ceo-ev-williams-keynote-from-chirp-2010-4
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/1_twitter-now-has-106-million-users.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/1_twitter-now-has-106-million-users.jpg
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1 日あたり 300,000 人ずつ増えてい

る。 

 未登録のビジター数は 180 million 人。 

 

 

 

Twitter トラフゖックの 75% は外部か

ら。だから API は重要。 

 Twitter は 1 日に 3 billlion のリクエス

トを受け付ける。 読まれる Twittes は 

いくつ？ (この件につきましては、

@kevinweil さんが、Hadoop で 3 

billion 8 minutes と叫んでいるのを見た

ことがあります ーーー A.C.)  

 

 

 

Twitter ユーザーは、1 日に 55 million 

Twittes を書き込む。 

http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/2_its-adding-300000-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/3_it-gets-180-million-unique-visitors.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/4_and-heres-why-apps-are-important-75-of-twitter-traffic-is-outside-twittercom.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/5_twitter-is-getting-3-billion-requests-a-day-which-gives-you-an-idea-about-how-many-tweets-are-read-daily.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/6_twitters-users-are-doing-55-million-tweets-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/2_its-adding-300000-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/3_it-gets-180-million-unique-visitors.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/4_and-heres-why-apps-are-important-75-of-twitter-traffic-is-outside-twittercom.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/5_twitter-is-getting-3-billion-requests-a-day-which-gives-you-an-idea-about-how-many-tweets-are-read-daily.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/6_twitters-users-are-doing-55-million-tweets-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/2_its-adding-300000-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/3_it-gets-180-million-unique-visitors.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/4_and-heres-why-apps-are-important-75-of-twitter-traffic-is-outside-twittercom.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/5_twitter-is-getting-3-billion-requests-a-day-which-gives-you-an-idea-about-how-many-tweets-are-read-daily.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/6_twitters-users-are-doing-55-million-tweets-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/2_its-adding-300000-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/3_it-gets-180-million-unique-visitors.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/4_and-heres-why-apps-are-important-75-of-twitter-traffic-is-outside-twittercom.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/5_twitter-is-getting-3-billion-requests-a-day-which-gives-you-an-idea-about-how-many-tweets-are-read-daily.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/6_twitters-users-are-doing-55-million-tweets-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/2_its-adding-300000-per-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/3_it-gets-180-million-unique-visitors.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/4_and-heres-why-apps-are-important-75-of-twitter-traffic-is-outside-twittercom.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/5_twitter-is-getting-3-billion-requests-a-day-which-gives-you-an-idea-about-how-many-tweets-are-read-daily.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/6_twitters-users-are-doing-55-million-tweets-per-day.jpg
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 そしてサーチ･エンジンは、1 日に 600 

million のクエリーを受け付ける。 

 

 

 

Danny Sullivan はスピーチのあとで、

来月には 1 billion クエリーになるだろ

うと報告した。 

 Twitter 社の従業員数は、昨年の 40 人

から、175 人へと増えている。 

 

 

 

Twitter ゕクテゖブ･ユーザーの 37% 

はモバル･フォンを使っている。 

 

 

 

Twitter の基本戦略 

 

 

10 億人のユーザーを目指す、Twitter の 6つの戦略とは？  

Twitter は 2013 年までに 10 億人のユーザーに到達するという、身の毛もよだつ大胆

な目標を持っている。 そして Twitter は、3 つの圧力に立ち向かう。 まず、世界

http://venturebeat.com/2009/07/16/new-twittergate-finds-google-hysteria-plans-for-world-domination-and-a-happiness-committee-to-boot/
http://venturebeat.com/2009/07/16/new-twittergate-finds-google-hysteria-plans-for-world-domination-and-a-happiness-committee-to-boot/
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/7_and-its-search-engine-gets-600-million-queries-every-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/8_after-the-speech-danny-sullivan-reported-that-queries-will-ramp-to-1-billion-a-day-by-next-month.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/9_twitter-has-175-employees-up-from-40-or-so-last-year.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/10_there-wasnt-a-slide-for-this-one-but.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/7_and-its-search-engine-gets-600-million-queries-every-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/8_after-the-speech-danny-sullivan-reported-that-queries-will-ramp-to-1-billion-a-day-by-next-month.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/9_twitter-has-175-employees-up-from-40-or-so-last-year.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/10_there-wasnt-a-slide-for-this-one-but.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/7_and-its-search-engine-gets-600-million-queries-every-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/8_after-the-speech-danny-sullivan-reported-that-queries-will-ramp-to-1-billion-a-day-by-next-month.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/9_twitter-has-175-employees-up-from-40-or-so-last-year.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/10_there-wasnt-a-slide-for-this-one-but.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/7_and-its-search-engine-gets-600-million-queries-every-day.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/8_after-the-speech-danny-sullivan-reported-that-queries-will-ramp-to-1-billion-a-day-by-next-month.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/9_twitter-has-175-employees-up-from-40-or-so-last-year.jpg
http://agilecat.files.wordpress.com/2010/04/10_there-wasnt-a-slide-for-this-one-but.jpg
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は 2012 年に終わってしまうらしいが、私たちは楽天的になれると想定しよう。 次に 

Facebook の存在だ。 Facebook は現時点において 4 億人以上のユーザーを持ち、ま

た、この指標におけるリーダーとなっている。 Facebook は行き詰まるだろうか？ そ

れとも、Twitter より早く 10 億人のユーザーに至るだろうか？ そして最後に、

Twitter における「低レベルな」スターテゖング･ポントと、「遅い」成長率がある。 

現在の Twitter には 1 億 600 万人の登録ユーザーがいて、1 日に約 30 万人の新規

ユーザーが加わっている。 しかし、それだけでは、3 年のうちに 10 億人には届かな

い。 つまり、1 日あたりの新規登録ユーザー数を、3 倍に引き上げる必要がある。 ど

のようにすれは、Twitter は 10 億ユーザーという目標に達するのだろうか？ 

From recent infrastructure announcements and information gleaned 

at Chirp (videos) and other talks, it has become a little clearer how they hope 

to reach their billion user goal: 1) Make a Big Hairy Audacious Goal 2) Hire Lots 

of Quality People 3) Hug Developers and Users 4) Drive the Technology Out, 

Up, and Forward 5) Ride the Farmville-like Network Effect 6) Ubiquity. 

最近のビデオ･クリップや発言から、ンフラストラクチャに関する情報を拾い集める

ことで、Twitter が 10 億ユーザーという目標を達成するための方法が、少しずつ明ら

かになってきた： 1) 身の毛もよだつほどの大胆な目標を設定する 2) たくさんの優秀

な人材を雇用する 3) デベロッパーとユーザーを抱き込む 4）テクノロジー取捨選択を

推進する 5) Farmville ラクなネットワーク効果に乗る 6) ユビキタスを実現する。 

1: Make a Big Hairy Audacious Goal – 身の毛もよだつほどの大胆な目標を設定

する 

Twitter が望むのは、10 億ユーザーを抱える最初のゕプリケーションになることだ。 

それは、この惑星の動脈になることであり、また、 世界を支配していくものとなる。 

つまり、Twitter の身の毛のよだつほどの目標 (Big Hairy Audacious Goal) は、空前

絶後のものになる。 

Google は小じんまりとスタートし、徐々に自らを証明した後に、ンフラストラク

チャに厳しさを強いる競合において、前例のない圧倒的な対比を見せつけた。 Google 

は BHAG  (Big Hairy Audacious Goal) を必要とすることなく、同程度の革新を実現

できたのだろうか？ つまり、世界の情報を整理し、そこへのゕクセスを実現し、そし

て有用なものにしたのかという疑問が残る。どのようにしてとなると、私には理解が

できない。 

BHAG がもたらすのは、さらにり難しい判断と、大きいリスク、そして多額の投資で

ある。 それは、将来における規模の、多様な状況について考えさせるものとなる。 つ

まり、SQL クエリーのンクリメンタルな改善を、無秩序に行うことは不可能になる。 

そして、思慮深いプロフェッショナルが必要になる。 テクノロジーへの投資と、プ

ラットフォームの作成、自動化、そして品質について考えなければならない。 

そのような革新を、私たちは Chirp Conference とテクノロジー選択を介して確認し

ている。 さらに効率的な HTTP のリクエストの取扱いのために、Twitter は Mongrel 

から Unicorn へと移行している。また、リレーションシップを処理するための、独自

http://en.wikipedia.org/wiki/2012
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/14/twitter-user-statistics-r_n_537992.html
http://chirp.twitter.com/
http://www.justin.tv/twitterchirp
http://www.justin.tv/twitterchirp
http://chirp.twitter.com/
http://techcrunch.com/2009/07/16/twitters-internal-strategy-laid-bare-to-be-the-pulse-of-the-planet/
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Hairy_Audacious_Goal
http://highscalability.com/blog/2010/google-architecture
http://chirp.twitter.com/
http://engineering.twitter.com/2010/03/unicorn-power.html
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のグラフ･データベースとして FlockDB を開発している。また、システムのモニター

と改善のために、ラージ･スケール分析に適した Hadoop も利用している。 そして、

マルチ･データ･ストゕをまたいだ Sharding においては、Gizzard というフレーム

ワークを作成している。 さらに、スケーラビリテゖの改善と、容易なオペレーション、

そして、クロス･データセンター機能のために、Cassandra への切り替えを推進して

いる。 

明らかなのは、Twitter が ActiveRecord SQL クエリーの調整を超えて、彼らのビ

ジョンとンフラストラクチャを隔てるカベを取り払おうとしていることである。 正

確に言うと、身の毛のよだつ目標 (Big Hairy Audacious Goal) に突き動かされる人に

は、予期できるものなのだろう。 それも、ひとつの考え方である。 

2: Hire Lots of Quality People – たくさんの優秀な人材を雇用する 

最近になって、Twitter クジラの登場回数が、ぐっと少なくなっていることに気付いて

いるかもしれない。 すでに、Twitter の信頼性は Facebook より高く、また、2010

年 4 月には 99.91％のゕップタムを記録している。 とのことは、Twitter が数多く

の優秀な人材を雇用しているのと、無関係なわけではない。 使い古された言い回しか

もしれないが、優秀な人々は、優秀なものを作る。そして、Twitter が優秀な人々を雇

用するにつれて、Twitter 自身が良くなってきている。 つまり、その影響について確

認できるようになってきた。 すでに Twitter は、そうした変化を待つことなく、先の

見えない世界に飛び込んでいる。 Twitter のンフラストラクチャは成熟してきた。 

そして、巨大な白鯨を恐れることなく、ユーザーを惹きつける次世代の機能を構築す

るための、強固な基盤を実現している。 

3: Hug Developers and Users – デベロッパーとユーザーを抱き込む 

Chirp Conference から得た全体的な印象は Twitter が、長期的な視野において、その

大きな手でデベロッパーとユーザーを包み込もうと、本気で望んでいることだ。 

Twitter はデベロッパーとユーザーを愛し、その見返りがあるかのように振舞っている。 

Twitter は、そのデベロッパーが偉大なものを構築し、また、革新を実現していけるよ

う、支援していくと繰り返し発言している。 そして、Twitter は自らをエコシステム

であると言及している。 したがって、自身の成長よりも、エコシステムの構築の方が

健全である。 しかし、その話は陳腐であり、また、大半のケースにおいて、現金の提

供が最適な支援となる。 したがって、デベロッパーは利益を上げる必要になり、また、

彼らの食卓にご馳走をおいてあげることが、すてきな感触をかもしだす。 どのように

して、Twitter とサードパーテゖは利益を共有するのだろか。 それこそ愛である。 

Twitter は、デベロッパーを幸福にするための具体的な目標を持っている。 冗談では

なく、そのような PPT は存在した。どれぐらい Twitter が成功するのかを知っている

にしても、デベロッパーの幸福を目的にするなら、何らかの理屈が存在すべきだ。 そ

うしたことが、Twitter を信頼感を与え、その能力を拡大していく。デベロッパーが素

晴らしいプロダクトを作るために必要な、すべてのツールを提供するためのサポート

／役割／約束を、Twitter は望んでいる。そして、Twitter はフゖードバックを得るた

めの、支援を求めていることになる。そのプラットフォームにおいて、たくさんの

http://engineering.twitter.com/2010/05/introducing-flockdb.html
http://www.scribd.com/doc/16878322/Fixing-Twitter-Improving-the-Performance-and-Scalability-of-the-Worlds-Most-Popular-Microblogging-Site
http://www.scribd.com/doc/16878322/Fixing-Twitter-Improving-the-Performance-and-Scalability-of-the-Worlds-Most-Popular-Microblogging-Site
http://highscalability.com/blog/2010/2/19/twitters-plan-to-analyze-100-billion-tweets.html
http://engineering.twitter.com/2010/04/hadoop-at-twitter.html
http://engineering.twitter.com/2010/04/introducing-gizzard-framework-for.html
http://nosql.mypopescu.com/post/407159447/cassandra-twitter-an-interview-with-ryan-king
http://techcrunch.com/2010/01/04/twitter-uptime-facebook/
http://www.pingdom.com/reports/vb1395a6sww3/check_overview/?name=twitter.com/home
http://www.pingdom.com/reports/vb1395a6sww3/check_overview/?name=twitter.com/home
http://social.venturebeat.com/2010/02/16/twitters-hiring-binge/
http://social.venturebeat.com/2010/02/16/twitters-hiring-binge/
http://en.wikipedia.org/wiki/Moby-Dick
http://www.justin.tv/twitterchirp/b/262220060
http://help.twitter.com/entries/142161-advertisers
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チャンスがあると考え、また、サードパーテゖに偉大な発想と構築を実現してほしい

と望んでいる。 このストーリーは、デベロッパーにとって最適なものとなる。 

歴史的にみて、このストーリーをユーザーと共有することは、良い結果をもたらさな

かった。 この、ユーザーと抱擁しあうスタルは、忍耐というよりはもたれ合いの構

造となる。 Twitter には、かなり酷い UI があり、その用法も風変わりだ。 Twitter 

の新しいユーザーが、しばしば当惑することになる。 これまでのところ、その穴埋め

のために、サード･パーテゖーであるデベロッパーが当てにされてきた。現時点におい

ては、Twitter は自身の UI を作ることで、さらに統一されたエクスペリエンスを作ろ

うとしている。 そして、使いにくさを排除するための、さらなるユーザー･エクスペリ

エンスに焦点を合わせている。この戦略の切っ先には、最大のリスクが伴うと思われ

るが、その関心と努力に関する証拠もある。しかし、10 億人のユーザーから、利用料

を得るのに充分だろうか？ 

4: Drive the Technology Out, Up, and Forward – テクノロジー取捨選択を推進

する 

Twitter がオープンにしている大半のンフラストラクチャについて、すでに私たち

は言及している。 それらは、テクノロジーを覆い包むものである。 Alex Payne によ

ると、 Twitter はゕーキテクチャについて、起動に乗ったゕプリケーションであると

考えるのを止め、そのメッセージ･バックボーンを協調する独立したサービスを構築し

ようと、意識的に努力しているとされる。この認識については、結果が確認されてい

る。 このサトは、さらなる信頼性を持ち、優れた能力を発揮し、そして、ユーザー

の成長に備えて準備されている。 

また、Twitter は適切な手順で、その運用も改善している。 Twitter 独自のデータセ

ンターへ引っ越すことで、その大規模な作業は、自らの管理に委ねられる。 

Twitter は究極の API 駆動型プロダクトであり、自身の API を継続して進化させ、

ユーザーの Stream／Place／Annotation／@Anywhere などを加えていく。 

スローダウンの兆候もなく、それらの機能について確認が可能となるとき、Twitter は

本当にスピードゕップされたことになる。 これまで以上のユーザーが、そこに飛び乗

ろうとするだろうか？ 

5: Ride the Farmville Network Effect – Farmville ライクなネットワーク効果に

乗る 

この世で最もミステリゕスなミステリーは、何ゆえに、Farmville に人気が集まるのか

という点だ。 何億という人々が、かなり退屈だと思われるゲームに参加し、そこで遊

ぶために大きな約束を要求する。 何が与えられるのだろうか？ 

Cultivated Play: Farmville において、A. J. Liszkiewicz が興味深い真実を示してい

る。それは、『人々は Farmville で遊ぶか故に、Farmville で遊ぶ』という理屈である。

社会的な義務としての Web の中で、ユーザー同士が絡みあるために、Farmville に人

気が集まる。 Facebook にログンするときに、それそれのユーザーが期待するのは、

http://www.google.com/images?hl=en&q=a-frame%20hug
http://twitter.com/about/opensource
http://www.slideshare.net/al3x/building-distributed-systems-in-scala
http://www.slideshare.net/al3x/building-distributed-systems-in-scala
http://www.slideshare.net/netik/billions-of-hits-scaling-twitter-web-20-expo-sf
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/04/16/twiter-will-get-its-own-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/04/16/twiter-will-get-its-own-data-center/
http://dev.twitter.com/
http://mediacommons.futureofthebook.org/content/cultivated-play-farmville
http://highscalability.com/users/liszkiewicz
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隣人からの贈り物や、Wall 上での思わぬ喜び、そして、相互の助け合いなどである。 

そして、それらを繰り返すにつれて、丁寧な返信という義務を負うようになる。 フラ

ンスの社会学者 Marcel Mauss によると、無償の贈り物は存在しない。 つまり、送り

手と受けては、相互関係のループに縛り付けられる。 

Twitter のメリットも、それと同じ効果の上に成り立っている。 つまり、人々が 

Twitter に参加しているから、人々は Twitter に参加する。 こうしたプロセスは、オ

タクのいないテクノノロジーの世界で何度も確認されている。人々は最初に、Twitter 

は愚かだと考えるが、友人や仲間が Twitter に喜んで参加するのを見て、自分自身も

参加するようになる。言い方を換えれば、人々が相互に注意を払い、時空を超えて

ンタラクトするための、新しい手法が Twitter だと一度理解されると、それらの人々

も参加するようになる。そして、以下のような会話が生まれてくる。『 Hey、ボクの

ツート X を見たかい？』 『 見たよ。 そころでキミはツート Y を見たかい？』 

『 もちろんだよ』 『 キミのはカしてるよ』 『 なんか、Frankenstein 9 の会話み

たいね』 『 そうそう。ボクも同じことを考えていたんだ 』….  もし、このゲームに

参加していないと、友人や仲間の関心事を聞き逃すことになる。 

人々が Twitter というゲームボードで、社会的に機能するところに、自己の社会性を

強化するたぐいのゲームが存在する。 この種の社会的な義務により、新しいプレー

ヤーを生み出すための、ウゖルス性のループ・エンジンを作り出される。 それは、10

億人のユーザーに到達するだけのパワーを持ち得るのか？ それ自身には無いだろう。

しかし、こうしたゲームのダナミックさを用いることなく、それを達成することも

あり得ない。 

6: Ubiquity – ユビキタスを実現する 

もし、その目的が、この世界に張り巡らされる動脈になることなら、すべてにおいて

ユビキタスにならなければならない。 その目標へ向けて、Twitter は他者とは異なる

戦略を追求している。 それは、自身のフロントページへ向けてトラフゖックを集約す

る、大半の Web サトとは別の発想である。 Twitter を利用するための選択肢を、

ユーザーに提供することで、ほとんど正反対の方向へ向かっている。 その結果として、

トラフゖックの約 75% が、サードパーテゖのサービスと Twitter API を介したもの

となる。 驚くべきことに、Twitter.com Web サトでのトラフゖックは 25% にし

か過ぎない。 この Twitter の戦略により： 

いまや、12 番目に人気のあるサトになっている  

2008 年に 752% の成長を達成した  

2009 年に 1,358% の成長を達成した  

1 億 500 万人のユーザーがいる  

1 日あたりのツート数は 5500 万  

ピーク時には 1000 メッセージ／秒を記録する  

1 日に 6 億回のサーチを処理する  

1 日に 30 億回という API リクエストが確認されている  

http://www.ericberne.com/Games_People_Play.htm
http://www.businessinsider.com/fred-wilson-twittercom-vs-the-twitter-ecosystem-2010-1
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最近の動向を見ると、Twitter は訳の分からない行動をとり、暗側へ行ってしまった

と、思う人がいるかもしれない。 しかし、Twitter の Evan Williams は、それこそエ

コシステムだと反論している： 

私たちは常にオープンであり、オープンなシステムという発想とパワーを信じている。

それは不変のものであり、Twitter は真のコラボレーションを求め、その考えに変わり

はない。 

Twitter の一貫した UI プレゼンスの作成と、サードパーテゖー 製 UI との競合につい

て議論が可能だが、Twitter は更に多くのユーザーを取り込んでいくだろう。 した

がって、Twitter が自身の運命をコントロールする処置をとるにしても、彼らのユビキ

タス戦略（サードパーテゖ競合）は依然と健在だと思われる。 

まとめ： Will Twitter be First to One Billion Users? 

この記事を読んでみて、あまりにも Twitter が掴みどころなく、また、楽観的すぎる

と思うかもしれない。 しかし、それは私の意志ではない。 たとえば、たくさんの人々

が、Twitter の酷さについて口を揃えて言う。 たしかに、Twitter はへまをやる。 そ

して、そのエコシステムを殺すこともできる。 つまり、数多くの選択肢を持っている。 

ここでの私の意志は、Twitter による 10 億ユーザーへの到達を促進すると思われる、

ポジテゖブなパワーを識別することだ。 それは Web という世界における、短い歴史

の中の、きわめて重要なマルストーンとなる。 地球という惑星の 1/6 の人口に相当

する人々に対して、サービスを提供するには何をしたら良いのだろうか？ それは、魅

力的な質問である。 

Twitter の努力は本物だと思われ、また、具体的に大きな進展を遂げている。 Twitter 

は、人々と話し合い、学習し、反復し、文化を作り、そのツール広めることに真摯で

ある。もし、Twitter の計画が上手くいくなら、それがデベロッパーを後押しすること

になり、結果としてユーザーが増えていく。 そして、そのことが、さらに多くのデベ

ロッパーを惹きつける。 そうなれば、初めての 10 億人のユーザーを目指す Twitter 

にとって、その成長率を引き上げ、大胆な目標を可能にする、好循環が生まれるかも

しれない。 

どれぐらいの可能性が、あるのだろうか？ 10 億ユーザーとなると、その数は膨大なも

のとなる。 考えられないという事ではないが、前例がない。 明らかなのは、Twitter 

がビジョンを持ち、目標を設定し、それを実現するための意志を持っていることだ。 

しかし、その組み合わせだけでは、掛金を積み上げるのも難しい。 つまり、そうは

言っても、この 10 億ユーザー獲得レースに関して、目の肥えた投資家の視線は、依然

として Facebook に注がれている。 すでに Facebook は、その半分近くのユーザー数

を獲得し、また、Twitter のように、熱狂的な支持者たちを引き連れている。 もし、

カジノで大儲けしたいなら、Twitter にチップを積み上げるのも面白いだろう。 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=84&ved=0CCUQFjADOFA&url=http%3A%2F%2Fstevecheney.posterous.com%2Ftwitters-fear-of-a-meta-platform&ei=SxQMTO6cO4amNo_B_bUE&usg=AFQjCNHT_utf4FmL9iX8ltIDEp3pgaLG2w&sig2=YGI2ZRkdYsxSeDLenpnEAg
http://gigaom.com/2010/04/14/evan-williams-twitter-is-the-ecosystem/
http://gigaom.com/2010/04/14/evan-williams-twitter-is-the-ecosystem/
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それらはパワフルであり、日ごとに、そのパワーを増している。 ンターネットが発明されて

以来、その変化の中で Social Media/ Networking が、私たちが生活し、絆を持ち、表現する

方式を定義してきた。 それらは、すべての人々の日常に影響をおよぼし、Jasmine 

Revolution の高まりにより政権を倒すまでに至った。 

しかし、このトピックは Jasmine Revolution ではなく、最大の関心事として語られている日

本の大震災と、Social Media の関係について述べていく。 なぜなら、Sicial Media は、この

日本の大震災で、きわめて価値の手段として認められたからだ。まったく疑いの余地なく、自

然災害が発生した際の、最も容易で、迅速で、信頼できる通信手段であることが証明された。 

先日に起こってしまった、日本での地震と津波において、NTT DoCoMo や、Softbank、Au 

などの携帯キャリゕは、ネットワークの飽和を回避するために、ボス･コールを制限していた。 

数多くの Tokyo 在住者たちは、友人や親類にテキスト･メッセージを送ることさえ不可能で

あった。 

Skype および、Facebook、Twitter、Mixi は、適切に機能し続け、そのメンバーたちは、友

人や家族に安否を伝えることができた。地震の発生から 1 時間にわたり、毎分 1,200 以上の

ツートが Tokyo から発信された。 そして、「地震」という単語を含む ツートに関しては、

週明けの月曜日までに 300,075 以上がポストされることになった。さらに、Japan と関連す

る Twitter トラフゖックが劇的に増大していた。通常では、Twitter の全トラフゖックにおけ

る約 0.05％ が Japan に関連しているが、ゕメリカ東部標準時間の午前 2 時の時点では、全 

Twitter トラフゖックの約 12％を占めていた。 
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そして、#prayforjapan や #tsunami といったタグが、瞬く間に、Twitter 上のトップ･トレ

ンドになったいった。 もし、Facebook でチェックする場合は、それらのキーワードを含む

ページに、前例のない量の Like が見い出せるだろう。 それらを用いて、Facebook のユー

ザーは連絡をとりあっていた。 

さらに、ゕメリカ政府では、以下の用途に Twitter を活用していた： 

1)  緊急連絡先の提供  

2)  ゕメリカ在住の日本人による、家族の安否確認 

また、という、U.S. Geological Survey: Twitter Earthquake Detector 有益なツールも提供

されている。 

国際赤十字社の Web サトは、緊急時の安否確認を支援する Family Links により飽和状態で

あった。 そのため、日本に滞在しているゕメリカ国民を探しだそうとする人々のために、

「Japan に滞在／旅行のゕメリカ国民を調べるには、米国の国務省 1-888-407-4747 あるい

は 202-647-5225 と連絡せよ」と、国際赤十字社は Twitter でメッセージを発信していた。 

国際赤十字社は、日本の地震と津波に関して、現在でも Facebook ページを更新している：

http://www.facebook.com/redcross 。 また、その Twitter は以下のゕドレスである：

http://twitter.com/redcross。 

Google に関しては、地震の発生から数時間のうちに、被災者のためのパーソン･フゔンダ･

ツールを立ち上げた。地震と津波でで被災した地域で、友人や家族の情報を探す人々に、この

ツールはリンクを提供した。そして、対象となる個人について情報をポストしたい人々のため

に、別のリンクをも提供していた。 

Twitter を利用する救援組織は、避難所に取り残された外国人のリストをポストした。 そこで

は、Google Maps のポストされた位置を用いて、対象となる避難所の情報を提供することが

できた。 

また、Facebook と Twitter は、世界中からの祈りにより満たされた。 送られた Twitter に

は Obama 大統領からのものもあった。「 地震と津波により、愛する家族や、恋人、友人を

失ってしまった日本の人々に、哀悼の意を表示ます。 ゕメリカは、支援の準備を整えました ｣。 

http://recovery.doi.gov/press/us-geological-survey-twitter-earthquake-detector-ted/
http://www.facebook.com/redcross
http://twitter.com/redcross
http://agilecat.files.wordpress.com/2011/04/twitter-tweets-japan-earthquake.png
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日本の公共テレビ局である NHK は、iPhone ゕプリケーションを介して、視聴者に映像をスト

リーミングしていた。 

大災害のときでさえ、人々は地震の状況をツートするために、モバル･フォンに手を伸ばす。

それは、安全な場所への移動や、その場所に関する問い合わせ、そして、家族と隣人の安全を

確認に先行して行われるのである。緊急時における反射的な対応として、こうしたソーシャル･

メデゖゕの使い方を、「必要悪」と呼べるのであろうか？ 

Also , Japanese mobile web traffic spiked after earthquake 

デジタル調査会社である comScore によると、3 月 11 日の地震と津波の後、数時間にわたっ

て日本中のモバル Web トラフゖックが急上昇したとされる。 同社の指摘によると、このモ

バル･メデゖゕのピークは、人々がデスクトップ･コンピュータにゕクセスするのではなく、

モバルを介して家族とコミュニケートした結果だとされる。モバル･サブスクラバーの 

75% が、ンターネット接続されたメデゖゕを利用しているという点で、日本は世界をリー

ドしていると、ComScore は今回の大災害より以前にレポートしている。 

 


