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あらまし 知識共有サイトでは投稿活動の活性化が，参加者間の知識共有の促進へと繋がる．しかし，参加者の行動

的特徴を知らなければ投稿活動を促進させる効果的な仕組みを提供することはできない．本稿では，参加者の投稿行

動をネットワーク構造に表現し，コミュニティに対する参加者の貢献度を推定する手法「QARank」と「QAHits」を

提案する．著者らは，参加者の投稿行動として「質問に対する第一回答（FA）」と「ベスト回答（BA）」に着目しネッ

トワークを構成し，この 2つのネットワークに対して提案手法を適用した．実運用で得られた Yahoo! 知恵袋データ

を用いて評価を行い，その結果，カテゴリ間でのユーザ行動の異なりを検出することが可能であることを確認した．
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Abstract Knowledge sharing communities such as Yahoo! Chiebukuro (YC) are quite rapidly spread on the World

Wide Web. YC is one of the largest question-answer sites (QA sites) in Japan. This paper proposes evaluation meth-

ods of degree of user conributions in QA sites. Our methods are called ”QARank” and ”QAHits. QARank/QAHits

values of question messages in YC are estimated. We applied these methods to the network of the first answer users

who replied quickly to a question, and the best answer users who wrote the most useful answer in each question.

Then, our methods examined and compared with other networks built based on FA network and BA network. As

a result, the methods figured out the properties of users depending on categories in YC.
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1. は じ め に

現在，Web 上では質問回答サイト（QA サイト）が活況で

ある．日本語で投稿する QA サイトに限っても Yahoo! 知恵

袋（注1）や OKWave（注2），教えて! goo（注3），MSN 相談箱（注4）な

ど多くのサイトが活況を呈している．QA サイトとは，ある

ユーザが投稿した質問に対して他のユーザが回答を行うことで，

様々な知識を多くの人たちで共有することを目的とした知識共

有コミュニティの 1つである．QAサイトでは，各ユーザが興

味を持っていることに対する疑問や自分が持っている知識を生

かした投稿活動によってコミュニティが形成されている．これ

らコミュニティは各々が異なる性質を持ち，その性質の形成に

様々な要因が関係していると考えれる．その要因を特定するこ

とは円滑なコミュニティ運営にとって重要である反面，これま

では運営者の主観に頼らざるを得なかった．

筆者らは以前より，質問回答サイトに属するユーザの性質，

及びユーザの行動によって得られるコミュニティの性質につい

て調査を行ってきた [1], [2]．本稿ではこれまでに得られた知見

を基に，質問回答サイトにおけるユーザの貢献度を推定する手

法，QARank と QAHits を提案する．本手法はコミュニティ

におけるユーザの貢献度の評価計算法であり，このランク値に

よってユーザの貢献度を定量化する．

本論文の構成は次の通りである．2節では関連する先行研究

のレビューを行う．3節では，QA サイトとそのネットワーク

構造について述べ，提案手法について詳述する．4節では提案

手法を用いた分析の結果を挙げ，5節では分析結果からコミュ

ニティの性質について考察する．最後に，6節で本稿のまとめ

と今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

ネットワークコミュニティの分析に関する研究が数多く発表

されている．コミュニティの成功要因について分析した研究が

行われている．Bourhis ら [3]は，コミュニティの中で率先して

発言するなどリーダシップを発揮するユーザの存在が，そのコ

ミュニティの成功と関連があることを明らかにしている．津川

ら [4] は，ユーザのソーシャルネットワークのトポロジ構造か

らユーザのリーダーシップ度を推定し，オープンソースコミュ

ニティの成功度合いを推定する指標を提案している．

コミュニティの参加者に着目した研究も盛んに行われている.

野村ら [5]は，掲示板のスレッドにおいて初期に投稿するユー

ザの行動から，将来の盛り上がりを予測する手法を提案してい

る．この手法は，あるスレッドにおいて一定時間内に多数の発

言が見られた場合に，その直前に投稿したユーザに高いスコア

を与える．スコアの高いユーザの行動から，将来の発言の増加

を予測しようとする研究である．松村ら [6]は，掲示板におけ

る議論を主導するユーザ，すなわちオピニオン・リーダーを，

（注1）：http://chiebukuro.yahoo.co.jp/

（注2）：http://okwave.jp/

（注3）：http://oshiete.goo.ne.jp/

（注4）：http://questionbox.jp.msn.com/

他のユーザに影響を与えるという視点から Influencers として

定義し，リンクと共起語を介する影響力の伝播をモデル化した

IDM 手法を提案している．また，松村ら [7] は IDM をブログ

に適用したところ，良好な結果が得られたと報告している．

QA コミュニティを対象とした研究も多数報告されている．

三浦ら [8]は，Yahoo! 知恵袋の利用者に対しアンケートによる

意識調査を行い，利用者の行動パターンや属性について報告を

行っている．甲谷ら [9]は，質問者と回答者のネットワークの成

長パターンを分析している．また，甲谷ら [10]はネットワークの

成長パターンに基づく記事推薦の方法も提案している．Adamic

ら [11]は，Yahoo Answers を対象として，カテゴリを様々な観

点から分析している．その結果として，Yahoo Answers の質問

者の知識レベルやカテゴリ内で行われるコミュニケーションの

タイプを明らかにしている．Zhangら [12]は，Java Forum 参

加者の投稿関係に着目し Expertise Network を構築，そして，

PageRank や Hits アルゴリズムを用いて分析を行った．その

結果，これらのアルゴリズムが Expertise Network の評価に用

いることが可能であり，参加者の専門レベル，そして，コミュ

ニティの特性を明らかにすることを示した．

本研究のアプローチは，コミュニティの参加者の役割とその

貢献度に着目し，参加者間のネットワークを形成したことに新

規性がある．統計的分析手法やネットワーク分析手法を適用す

ることで大域的な貢献度や役割を評価する．

3. ユーザ貢献度の推定手法

筆者らは，QA サイトに属するユーザの性質，及びユーザの

行動によって得られるコミュニティの性質について調査してき

た [1], [2]．その結果，質問に対する第一回答 (First Answer）や

ベストアンサー（Best Answer）となる回答者の分布が，Yahoo!

知恵袋のカテゴリによって異なることを明らかにした．また，

第一回答者やベストアンサーがカテゴリを性質付ける重要な

ユーザの役割の一つであることも明らかにした，第一回答者や

ベストアンサーの中でより重要なユーザの存在までは考慮して

いなかった．例えば，同一カテゴリにおいて 100件の回答が付

いた質問でベストアンサーとなったユーザ A と 5件の回答が

付いた質問でベストアンサーとなったユーザ B がいたとする．

この時，より多くの競合がいる中でベストアンサーを獲得した

ユーザ A の方が，そのカテゴリにおける貢献度が大きいとする

のが妥当と考えられるが，これまでの研究では同一視していた．

そこで我々は，コミュニティにおける各ユーザの貢献度を推

定する手法として QARank と QAHits を提案する．以下に，

提案手法の概念について述べる．初めに，QAサイトのネット

ワーク構造から第 1回答及びベストアンサーネットワークへの

構成法について述べる．さらに，構成したネットワークへの本

稿で提案する評価値計算手法，すなわち QARank と QAHits

の設定について詳説する．

3. 1 QAネットワーク

QA サイトにおいて，ユーザの集合を U = {un : n =

1, · · ·N} とし，質問の集合を Q = {qm : m = 1, · · ·M} とす
る．ユーザ un が質問 qm に回答したことを (un, qm) で表せ
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(c) FA 2 部グラフ

図 1 QA ネットワーク

ば，これらを要素とする回答の集合 A を定義することができ

る．ここで，ユーザ集合 U と質問集合 Q の各要素をノードと

し，回答集合 A の各要素 (un, qm) をノード un からノード qm

への有向リンクとみなせば，G = (U ∪Q,A) で規定する 2 部

グラフを構築できる（図 1(a)）．

QA サイトでは，各質問 qm に対して，BA (Best Answer)

および FA (First Answer) を行ったユーザがそれぞれ指定

される．いま，qm に対する BA ユーザを BA(qm) ∈ U と

すれば，(qm, BA(qm)) を要素とする BA 集合を定義する

ことができる．ここで，BA 集合の各要素 (qm, BA(qm)) を

ノード qm からノード BA(qm) への有向リンクとみなせば，

GBA = (U ∪Q,A∪BA)で規定する BA 2部グラフを構築でき

る（図 1(b)）．同様に，qm に対する FAユーザを FA(qm) ∈ U
とすれば，(qm, FA(qm)) を要素とする FA 集合を定義するこ

とができ，GFA = (U ∪Q,A ∪ FA) で規定する FA 2 部グラ

フを構築できる（図 1(c)）．以下では，BA 2 部グラフについ

てのみ述べるが，FA 2 部グラフに対しても同様の議論を展開

できる．

3. 2 提 案 手 法

各質問 qm に対して，ある種の評価値（重要度など） v(qm)

が与えられているとする．これら評価値は，BA を行ったユー

ザに加えられるものとする．つまり，ユーザ un が BA と

なった質問部分集合を BA(un) ⊂ Q とすれば，質問評価値

v(q1), · · · , v(qM ) に対し，ユーザ評価値 v(u1), · · · , v(uN ) のそ

れぞれを次式で定義する．

v(un) =
∑

qm∈BA(un)

v(qm) (1)

逆に，各ユーザ un に対して，ある種の評価値（貢献度など）

v(un)が与えられているとする．これら評価値は，回答した質

問に重み付けして加えるものとする．つまり，質問 qm に回答

したユーザ部分集合を QA(qm) ⊂ U とすれば，ユーザ評価値

v(u1), · · · , v(uN ) に対し，質問評価値 v(q1), · · · , v(qM ) のそれ

ぞれを次式で定義する．

v(qm) =
∑

un∈QA(qm)

w(un)v(un) (2)

ここで，w(un) は上述した重み付けを表す．



以下では，w(un) の典型的な 2つの設定法について述べる．

まず 1 つ目は，ユーザ u の回答数の逆数に設定する．すなわ

ち，ユーザ un が 回答した質問部分集合を QA(un) ⊂ Q とす
れば，w(un) の設定は以下となる．

w(un) =
1

|QA(un)| (3)

ここで，|QA(un)| は集合 QA(un) の要素数を表す．この設定

で，以下の条件を仮定する．

N∑
n=1

v(un) = 1, v(un) > 0 (4)

このとき，以下が成立する．

M∑
m=1

v(qm) =

M∑
m=1

∑
un∈QA(qm)

1

|QA(un)|v(un)

=

N∑
n=1

|QA(un)| 1

|QA(un)|v(un)

= 1 (5)

一方，上述した計算式に従い，質問評価値 v(q1), · · · , v(qM ) か

らユーザ評価値 v(u1), · · · , v(uN ) を計算すれば，以下が成立

する．

N∑
n=1

v(un) =

N∑
n=1

∑
qm∈BA(un)

v(qm) =

M∑
m=1

v(qm) = 1 (6)

よって，上述した計算式による評価値の更新は，マルコフ連鎖で

の確率更新式と見なすことができる．すなわち，PageRank [13]

でのランク値更新と同様に，定常状態の確率ベクトルを得る

ことができる．以下では，この設定に基づく評価値計算法を

QARank と呼ぶ．

QARank の実際の適用では，ランキング結果の安定性を考

慮し，PageRank と同様に，一様なランダムジャンプを導入す

る．詳細には，式 (1) と式 (2) を次のように拡張して用いる．

v(un) =
ε

N
+ (1− ε)

∑
q∈BA(un)

v(q) (7)

v(qm) =
ε

M
+ (1− ε)

∑
u∈QA(qm)

w(u)v(u) (8)

ここで，ε は一様ジャンプ確率を表し，標準的な設定値として

ε = 0.15 とする．

別の w(un)の設定法として，w(un) = 1を考えることができ

る．いま，x = (v(u1), · · · , v(uN ))T，y = (v(q1), · · · , v(qM ))T

でベクトル x と y を定義する．ここで，xT はベクトル x の

転置を表す．一方，BA 2 部グラフに対して，N ×M の隣接行

列 A の各要素 an,m を以下で定義する．

an,m =





1 if qm ∈ BA(un),

0 otherwise.
(9)

明らかに，式 (1)をベクトル表現すれば以下となる．

y = Ax. (10)

また，逆向きの M ×N の隣接行列 B の各要素 bm,n を以下で

定義する．

bm,n =





1 if un ∈ QA(qm),

0 otherwise.
(11)

よって，w(un) = 1 に注意すれば，式 (2)をベクトル表現すれ

ば以下となる．

x = By. (12)

つまり，式 (10) と式 (12) は Hits アルゴリズム [14]でのハブ

とオーソリティの計算と類似したアイデアとなる．いま，各評

価値は相対的な数値であることより定数倍を許容し，式 (10) と

式 (12) を組み合わせて次式を考える．

x = λBAx. (13)

ここで，λ は適当な定数を表す．明らかに，行列 BA の固有ベ

クトル x に対して，式 (13)が成り立つ．本提案法では，最大

固有値となる固有ベクトルに着目し，式 (10) と式 (12) を交互

に適用したパワー法により固有ベクトルを求める．以下では，

この設定に基づく評価値計算法を QAHits と呼ぶ．

QAHits の実際の適用でも，ランキング結果の安定性を考慮

し，Ng ら [15] が提案した Randomized Hits と同様に，一様

なランダムジャンプを導入する．詳細には，式 (10) と式 (12)

を次のように拡張して用いる．

y =
ε1N + (1− ε)Ax

‖ε1N + (1− ε)Ax‖ (14)

x =
ε1M + (1− ε)By

‖ε1M + (1− ε)By‖ (15)

ここで，1N と 1M は，それぞれ N -次元とM -次元での全て

の要素が 1 のベクトルを表し, ‖x‖ はベクトル xのノルムを表

す．また，ε は一様ジャンプ確率を表し，Ng ら [15]の設定を

参考に ε = 0.01 とする．

4. 評 価

4. 1 評価に使用したデータセット

国立情報学研究所を通じて提供されている Yahoo! 知恵袋

データ（注5）を用いてユーザの QARank/QAHits 値を算出し，

ユーザの貢献度推定における提案手法の有用性を評価する．

Yahoo!知恵袋では，約 300のカテゴリが設けられ，すべての投

稿はいずれか 1つのカテゴリに属する．また，質問と回答は同

じカテゴリに属し，投稿後にカテゴリを変更することはできな

い．分析対象データのカテゴリ，ユーザ数，および投稿数を表

1に示す．これらの数は，提供されているデータの全体にあた

る 2004年 4月から 2005年 10月までの期間における投稿の統

計である．投稿数において上位となる「恋愛相談、人間関係の

悩み」，「Yahoo! オークション」，「パソコン、周辺機器」，「政治、

社会問題」（以下，「恋愛」，「オークション」，「PC」，「政治」と記

（注5）：http://research.nii.ac.jp/tdc/chiebukuro.html



表 1 評価に使用したデータセットにおけるカテゴリ別回答ユーザ数および投稿記事数

カテゴリ名 異なり回答者数 質問記事数 回答記事数

恋愛相談，人間関係の悩み 62,717 210,052 1,416,280

Yahoo!オークション 37,727 190,363 1,242,153

パソコン，周辺機器 27,420 171,786 474,510

政治，社会問題 25,766 78,749 403,169
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す）について，カテゴリ別および 4カテゴリ全体での分析を試

みる．表 1において，異なり回答者数，質問記事数，回答記事

数は，図 1(a)に示す QA ネットワークの User 数，Question

数，リンク数と対応している．

4. 2 貢献度によるカテゴリの特性

BA 2部グラフと FA 2部グラフにおいて 2つの貢献度推定

手法 QARank と QAHits によって算出されたユーザの貢献度

をカテゴリ間で比較を行う．QARank を用いた BA 2部グラフ

の結果を図 2(a)，FA 2部グラフの結果を図 2(b)に示す．図 2

において，縦軸は回答者の QARank 値，横軸は回答者の順位

となり，QARank 値の高い順に 1000人を抽出しプロットして

いる．QAHits を用いた BA 2 部グラフの結果を図 3(a)，FA

2部グラフの結果を図 3(b)に示す．図 3において，縦軸は回答

者の QAHits 値，横軸は回答者の順位となり，QAHits 値の高



い順に 10000人を抽出しプロットしている．

図 2(a) の BA 2部グラフにおいて，「恋愛」は 1位の回答者の

QARank 値が高く下位との差がある．しかし，「恋愛」を 1000

位までの全体で見た場合， QARank のカーブはゆるやかに減

少しており QARank 値の減少幅は 4カテゴリの中で 1番小さ

い．一方，「PC」 では，他のカテゴリよりも上位 100位では

QARank 値が高くなっているが，100位を境目として急な減少

を見せ，結果的に 1000位では 4カテゴリで最も QARank 値

が低くなっている．また「政治」と「オークション」では，上

位の QARank 値に大きな差はなく，それ以降もまたゆるやか

な減少となっている．

図 2(b) の FA 2部グラフにおいて，上位 10位にカテゴリ間

の差が見られる．「PC」では，トップの QARank 値が高く上位

10 位の中でも上位と下位で差が大きくなっている．この傾向

は，「恋愛」でも「PC」ほど顕著ではないが観察される．この

2つのカテゴリに対して，「政治」と「オークション」では，上

位 10位の中で QARank 値はほぼ横ばいとなっている．特に，

「オークション」では 10位以降においても大きな差は見られな

い．しかし，FA 2部グラフでは BA 2部グラフほどカテゴリ

間に差は見られない．1000位までの全体で見たとき，どのカテ

ゴリにおいても上位 10位の値が高く，それ以降ではゆるやか

に一定の傾向を保って減少しているという点で共通している．

図 3(a)の BA 2部グラフにおいて，「政治」と「オークショ

ン」は，回答者の QAHits 値の振り分けに類似した傾向が見

られ，グラフカーブが同形となっている．「恋愛」と「PC」は，

順位 1位の回答者に対して高い QAHits 値が付与されている．

しかし，2位以降の回答者では振る舞いが異なる．「恋愛」では

2位以降の QAHits 値はゆるやかな減少となっているが，「PC」

では 2 位以降の QAHits 値が特に 100 位を境とし，大きく減

少し始めてる．そのため，「恋愛」では緩やかなグラフカーブを

描くのに対し，「PC」では急なグラフカーブとなっている．こ

の結果は，図 2(a) の QARank 値のカテゴリ比較と同様である

と言える．

図 3(b)の FA 2部グラフにおいて，「オークション」は，べき

乗則に沿ったグラフカーブとなっている．すなわち，順位上位

の回答者が多くの QAHits 値を保有していることになる．他の

3カテゴリでも，順位上位の回答者が QAHits 値を多く振り分

けられていることには変わりないが，「オークション」ほどべき

乗則に沿っているとは言えない．「恋愛」と「政治」では，順位

10位以内の回答者の QAHits 値の振り分けに差があるものの，

10位以降の回答者が作るグラフカーブは類似している．「PC」

は，順位 1位の回答者が QAHits 値を多く獲得し，10位以降

の QAHits 値が大きく減少している．

4. 3 QAHits と QARank の相関

2つの貢献度推定手法の相関を見るため，ユーザの貢献度に

よって決定されたカテゴリ内順位からスピアマンの順位相関係

数を求めた．分析対象 4カテゴリのユーザの BAHits の順位と

BARank の順位，そして，FAHits と FARank の順位をデー

タとし，スピアマンの順位相関係数を求めた結果を図 4に示す．

図 4において，カテゴリ，そして BA，FA に関係無くQAHits
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図 4 QAHits と QARank のスピアマンの順位相関係数
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(b) FA 貢献度: FAHits と FARank の相関

図 5 QAHits 上位 K % ユーザの QARank 順位との相関

と QARank で算出されたユーザの貢献度には高い正の相関が

ある．すなわち，QAHits 値が高いユーザは QARank 値も高

いということが示されており，2つの貢献度推定手法の間に差

異は見られない．

次に，図 4の相関をさらに詳細に見るため，BA/FAHits の

順位上位 K % の回答者の BA/FARankの順位とのピアソン相

関係数を求めた．その結果を，図 5に示す．今回，4.2 節より

貢献度上位においてカテゴリの差が見られたことから，K の最

大を 5 % に設定することで上位の分析を行う．

BAHits と BARank の相関を求めた図 5(a)において，「オー



クション」はどの K においても高い相関を示しており，回答

者の BAHits と BARank の順位に差があまりない．一方で

「PC」と「恋愛」は，図 4の相関と比較して，どの K におい

ても高い相関を示さない．「政治」は K が 0.5 のときに高い相

関係数となっているが K の増加に反比例し相関が下がる．

FAHits と FARank の相関を求めた図 5(b) において，BA

貢献度の相関と同様，「オークション」はどの K においても高

い相関を示しており，BAHits と BARank の順位に差があま

りない．他 3カテゴリにおいては，K が 4 % の「恋愛」を除

き，あまり高い相関を示してはいない．

4. 4 BA 貢献度と FA 貢献度の相関

BA 貢献度と FA 貢献度の相関を見るため，ユーザの各貢献

度のカテゴリ内順位からスピアマンの順位相関係数を求めた．

分析対象 4カテゴリのユーザの FAHits の順位と BAHits の順

位，そして，FARank と BARank の順位をデータとし，スピ

アマンの順位相関係数を求めた結果を図 6に示す．図 6におい

て，カテゴリ，そして QAHits，QARank に関係無くユーザの

FA 貢献度と BA 貢献度の間には正の相関がある．すなわち，

FA 貢献度が高いユーザは BA 貢献度も高いということが示

されている．また，どのカテゴリにおいても QARank よりも

QAHits を適用した場合のほうが，高い相関係数が得られた．

次に，図 6の相関をさらに詳細に見るため，BA 貢献度の順

位上位 K % のユーザの FA 貢献度の順位とのピアソン相関係

数を求めた．その結果を，図 7に示す．

BAHits と FAHits の相関を求めた図 7(a)と，BARank と

FARank の相関を求めた図 7(b)の両方において，どの K を見

ても「PC」が 4カテゴリの中で最も高い相関係数が観測され，

回答者の BA 貢献度の順位が高ければ FA 貢献度の順位も高い

ことを示している．また，どのカテゴリも K が大きくなるに

つれ相関係数も高くなる傾向が見られる．しかし，4カテゴリ

間での相関係数の大小関係には変化が見られない．

5. 考 察

5. 1 カテゴリのタイプ

BA 2 部グラフに対して，QARank と QAHits を適用し算

出された貢献度をカテゴリ間で比較した．その結果，図 2(a)

と図 3(a) では各カテゴリのグラフカーブに類似した特徴が得

られた．具体的には，「PC」は貢献度の減少幅は大きくグラフ

カーブが急になっているのに対し，「恋愛」は貢献度の減少幅が

小さくグラフカーブがゆるやかになっていた．その要因として，

「PC」では BA の獲得が特定の回答者に偏っており，「恋愛」で

は多様な回答者が BA を獲得しているためだと考えれる．

「PC」と「恋愛」では投稿される質問の傾向が異なる．例え

ば，「PC」ではパソコンの直し方のような解のある質問が多い

のに対し，「恋愛」では相談のような意見や共感を求める質問が

多い．「PC」で BA を獲得するためには質問に対する専門性が

必要とされるため，BA の獲得が特定のユーザに偏っていると

考えられる．また，「恋愛」で BA を獲得するためには専門性よ

りも質問者に共感されることが重要である．すなわち，質問タ

イプの異なりというカテゴリ特性がカテゴリ間の比較結果へと
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図 6 BA 貢献度 と FA 貢献度のスピアマンの順位相関係数
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(b) QARank: BARank と FARank の相関

図 7 BA 貢献度 上位 K % ユーザの FA 貢献度順位との相関

反映されていると推測される．

5. 2 回答者のタイプ

BA 貢献度と FA 貢献度の相関を貢献度上位 5 % の回答者

で見たとき，「PC」は貢献度推定手法に関係なく，4 カテゴリ

の中で相関が高くなっている．これは，「PC」で高い BA 貢献

度を得る回答者は，FA 貢献度も高くなっており，質問にいち

早く回答することが BA の獲得へと繋がっていると考えれる．

「PC」のような質問に正解があるカテゴリでは，質問者は自分

が直面している問題が早く解決されることを望んでいる．その

ため， FA 貢献度の高い回答者が必要とされることが相関係数



に反映されたと推測される．

QARank と QAHits の相関を見たとき，これら 2つの貢献

度推定手法の間にはどのカテゴリにおいても高い正の相関が

あった．しかし，貢献度順位上位 5 % の回答者で相関を観測し

た結果，カテゴリ間に差が見られた．「オークション」は順位上

位で観測しても 2 つの手法の相関が高く，「恋愛」や「PC」は

2 つの手法の相関が低くなった．これは「オークション」に属

する貢献度上位の回答者が，どちらの手法においても有効な投

稿活動を行っていることに起因していると推測される．回答者

の投稿活動と貢献度の調査は今後の課題であるが，「オークショ

ン」の貢献度上位の回答者の投稿活動を，質問回答サイトにお

ける貢献活動モデルにできる可能性が示唆される．

6. ま と め

知識共有サイトにおけるユーザ各々の貢献度を推定する手法

として QARank と QAHits を提案した．本提案手法はコミュ

ニティにおけるユーザの貢献度の評価計算法であり，提案法に

よって算出された貢献度は，ユーザを特徴付ける要因となると

考えられる．

本稿では，QAサイトのネットワーク構造から第 1回答及び

ベストアンサーネットワークへの構成法について述べ，構成し

たネットワークを用いて QARank 値と QAHits 値を算出する

手法について提案した．提案法を，実際に Yahoo! 知恵袋デー

タを用いて分析を行った．分析内容としては，Yahoo! 知恵袋

から得られた QARank/QAHits 値をカテゴリ間で比較を行っ

た．また，2つの手法の相関，そして，2種の貢献度の相関を

調査した．その結果，貢献度が作るグラフカーブにカテゴリ間

の差が見られた．また，貢献度上位の回答者に相関係数のカテ

ゴリ差が観測された．以上の結果から，提案手法によってカテ

ゴリの特性とユーザの特性を表わすことが可能であると考えら

れる．

今後の課題として，よりユーザ行動に着目した分析を行うこ

とで，カテゴリ間の関係，ユーザのタイプを明確にすることな

どが挙げられる．今回は回答者の評価を行ったが，今後は質問

者についても分析する．また，他の知識共有サイトに対しても

提案手法を適用し評価を行う．
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