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あらまし ソーシャルメディアでは,ユーザ間のネットワーク形成が重要な課題となっている.このため,ユーザにとっ

て発見が難しく,かつ満足度の高いセレンディピティのあるユーザの推薦が望まれている．本研究では,Twitterを題材

に,ユーザが投稿したツイートとフォロー関係に基づいてセレンディピティのあるユーザを発見し,フォロー先ユーザ

として推薦する手法を提案する.提案手法の有用性について評価を行ったので報告する.
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1. 背 景

近年インターネット上で,マイクロブログと呼ばれるソーシャ

ルネットワークサービスが普及し, 個人が気軽に情報発信・情報

共有を行うことができるようになった. 代表的なマイクロブロ

グである Twitter（注1）では, 2014年 2月の時点で 2億 5500万

人（注2）いるとされる. Twitter上ではツイートと呼ばれる 140

字以内の短い文章で, 自身の状況や興味のある話題について投

稿する. またユーザは他のユーザをフォローすることができ,

フォローしたユーザのツイートは, タイムラインと呼ばれる時

系列に並ぶログとして表示される. このため, ユーザは自身の

興味と似ているユーザをフォローしタイムラインを閲覧するこ

とで, 興味のある話題の新鮮な情報を得ることができる.

こうしたユーザのフォロー行為にはユーザの様々な意図があ

る. 田中ら [1] はユーザがあるユーザをフォローする際, フォ

ローの意図を,ユーザ指向,内容指向,相互性の 3つの軸に分類

できると考え, フォローの意図を自動分類する手法を提案して

いる. ユーザ指向とは「そのユーザが発信するから内容を知り

たい」というフォロー指向であり, 内容指向とは,「ユーザによ

らず特定の分野の情報を知りたい」という指向である. 相互性

とは,「コミュニケーションを取るためのフォローかどうか」で

ある.

内容指向のユーザが新たにユーザをフォローしたいとき, ユー

ザの過去のツイートやプロフィールを見てフォローしたいユー

ザか否かを判断する. しかしこのような, ユーザ自身が各アカ

ウントのツイートやプロフィールを見て, フォローする方法は,

ユーザにとって負担が大きく手間がかかる. 膨大に存在する

ユーザのなかからフォローしたいユーザを探すには, Twitterが

公式で提供している検索機能を使って, 興味のあるキーワード

で検索する方法がある. この方法ではユーザが既に持っている

（注1）：http://twitter.com

（注2）：https://investor.twitterinc.com/releasedetail.cfm?releaseid=843245

知識の中からキーワードを選択するため, 予測が可能な情報を

発信するユーザが検出されることも少なくない. 以上のことか

らユーザがフォローしたいユーザを探すことは容易ではない.

本論文ではユーザにとって満足度の高いユーザを推薦するこ

とを目的に, 興味の類似に加え,セレンディピティという概念を

加えた推薦手法を提案する. セレンディピティとは何かを探し

ているときに, 偶然自分にとって予期していなかった価値のあ

る物を見つける才能のことであるが, 推薦におけるセレンディ

ピティとは, 従来の推薦に目新しさ,思いがけなさ,意外性の要

素が加わった概念のことを指す. 被推薦ユーザにとってセレン

ディピティを感じるユーザは, 満足度の向上につながりフォロー

の候補となり得ると考えられるため,本手法での推薦対象のユー

ザとなる.

本論文の構成を以下に示す. 第 2章で先行研究について述べ,

本研究の位置づけを明らかにする. 第 3章で本研究が提案する

ユーザ推薦手法に関して説明する. 第 4章では提案手法の実装

を行い,推薦されたユーザの評価,考察を行う. 第 5章では本研

究の総括をする.

2. 先 行 研 究

2. 1 Twitterにおけるユーザ推薦の研究

Twitterにおけるユーザ推薦は Twitter独自の機能を用いた

推薦手法が提案されている. Hannon ら [2] はユーザのツイー

トに含まれる名詞のベクトルとフォロウィー, フォロワーのリ

ストをそれぞれユーザの特徴量とし, 機械学習によって特徴量

に重み付けを行い,重要な特徴に基づいてユーザの推薦を実現

している. 渡部ら [3]は,「お気に入り」の数をもとにした評価

値をツイート毎に付与し, ユーザ毎のスコアを考慮した推薦シ

ステムを提案している. 北村ら [4]は,ユーザ間の関与に基づい

てフォローユーザの推薦を行った. ユーザ間の関与とはフォロ

ワーとのコミュニケーション,すなわちリプライのことである.

ユーザ Aが,フォローしているユーザ Bに対してリプライを積

極的に行っていれば, ユーザ Aとユーザ Bの関係が密であると



考えられる. また同様にユーザ Bとユーザ Bがフォローしてい

るユーザ Cとの間にも同じことが考えられるため, ユーザ Aに

とって未知なユーザ Cを推薦することで, 被推薦ユーザにとっ

て趣味・嗜好の合うユーザを推薦する.

後藤ら [5]はソーシャルメディア上での行動に基づく「意外な

情報」を持つユーザの推薦手法を提案している. これは被推薦

ユーザから見て 2-hop先までのネットワーク構造と, 2-hop先

までに属するユーザ間の行動に着目して, 意外な情報を発信す

るユーザを推薦する手法である. この研究における「意外な情

報」とは自分の興味・関心の枠を超えて 好奇心を刺激するよう

な情報と定義している. ここでは,被推薦ユーザから見て 2-hop

先のユーザと 1-hop 先のユーザ間のリプライ, リツイート, お

気に入り登録の回数に基づいて推薦するユーザを決定している.

2. 2 セレンディピティについての研究

近年,推薦精度が高い推薦システムが必ずしもユーザを満足

させるものではなく, 推薦精度以外の評価指標として,新規性,

意外性,セレンディピティが重要であると指摘されている [6].

ここで推薦精度以外の評価尺度としてセレンディピティの先

行研究における定義を概観する. Geら [7]はセレンディピティ

なアイテムとは, ユーザによっていまだに発見されておらず,か

つ予期されないもの, またユーザにとって興味を持つものであ

り,有用なものであると定義している.

Herlockerら [8]は推薦されたアイテムが, ユーザの興味を広

げるきっかけになったかという観点を考慮する必要があると述

べている.

Akiyamaら [9]はこれまでに選択したアイテムによって推測

されるユーザの興味アイテム集合とは類似度が低いが, ユーザ

にとって興味のあるアイテム集合をセレンディピティを感じる

アイテムと定義している.

このように, 先行研究によってセレンディピティの定義は大

きく異なる.

2. 3 本研究の位置づけ

Twitterを題材にしたフォローユーザを推薦する研究は数多

く行われているが, 本研究は被推薦ユーザから見て 2-hop先で

つながるユーザを推薦候補とし, 被推薦ユーザと被推薦ユーザ

がフォローしている 1-hop先のユーザ間の類似度, 被推薦ユー

ザがフォローしている 1-hop先のユーザと, 1-hop先のユーザ

がフォローしている被推薦ユーザから見て 2-hop先のユーザ間

の類似度をツイート内容に基づいて算出し, セレンディピティ

のあるユーザを推薦するところに特徴がある. 推薦対象のユー

ザ間の類似度も推薦の特徴としているところは, 従来手法に比

べて大きく異なる.

3. セレンディピティを考慮したユーザ推薦手法
の提案

3. 1 セレンディピティの定義

本研究では Twitter におけるセレンディピティを考慮した

ユーザ推薦手法を提案し, ユーザの満足度向上を目指す.

満足度を向上させるためには推薦ユーザが, 被推薦ユーザ

によっていまだに発見されておらず, ユーザにとって有用な情

報をツイートしている,また興味を起こさせるような内容のツ

イートをしていることが必要であると考える. 本研究では,Ge

らや Herlockerらのセレンディピティの定義を Twitterにおけ

るユーザ推薦に適用し, 以下の定義にすべて当てはまるユーザ,

また定義 a,b に当てはまるユーザ, 定義 a,c に当てはまるユー

ザをセレンディピティのあるユーザとする.

a. 未発見かつ自力で発見できないユーザ

b. 有用なツイートを発信しているユーザ

c. 自身の興味を拡げることができるユーザ

3. 2 提案手法の概要

現在,Twitterでフォローユーザを探索するには主に以下のよ

うな方法がある.

（ 1） キーワード検索

キーワード検索では自分の興味のあるキーワードを入力する

ことで, ツイートやプロフィールにキーワードが含まれている

ユーザを見つけることができる. この方法は, キーワードは自

分の知識の範囲で入力するため, 検索結果に意外性を感じにく

く, ユーザにとって予測可能なユーザが推薦される可能性が考

えられる.

（ 2） フォロー追跡

Twitterではユーザのフォロー関係を知ることができる. そ

こで自分がフォローしているユーザがフォローしているユーザ

をたどることができ, そこから新たなにフォローするユーザを

見つけることができる.

（ 3） おすすめユーザ

おすすめユーザとは Twitterが公式で行っているフォロー推

薦の機能である. 推薦のアルゴリズムは公開されていないが,

フォロー関係などから推薦するユーザを選択している.

本研究では,キーワード検索,フォロー追跡の特徴を取り入れ

ることで, 新たなユーザ推薦手法を提案する. 本研究の手法を

図 1に示す.

図 1 本手法の概要図

この図は被推薦ユーザとフォローでつながっている 2-hop先

までのユーザを表している. ここで被推薦ユーザをユーザ P,被



推薦ユーザがフォローしているユーザ群を A群, A群のユーザ

がフォローしているユーザ群をユーザＢ群とする. B群のなか

に A群のユーザが含まれる場合は, B群から削除する. 本手法

の特徴は,ユーザ Pと興味の異なるユーザをユーザ A群から抽

出し, 抽出されたユーザがフォローしているユーザ B群のなか

で, 抽出されたユーザと興味が似ているユーザを推薦する点で

ある. フォロー関係でつながっているユーザのなかで, 興味が

似ていないユーザに着目することで, セレンディピティのある

ユーザを推薦することができると考える.

3. 3 フォロー関係に基づく推薦候補ユーザ群の抽出方法

被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ集合

に着目する. ここで, 被推薦ユーザがフォローしているユーザ

は, 被推薦ユーザが何らかの興味を持ったため,フォローしたと

考えられる. ユーザのツイートにはユーザの興味を示す語が含

まれていると仮定し, ツイートを特徴量とし,被推薦ユーザと,

被推薦ユーザがフォローしているユーザ間の類似度を計算する.

計算結果から被推薦ユーザと類似度の低いユーザを抽出する.

これは,抽出されたユーザは類似度が低い, すなわちユーザ同士

のツイートから得られた興味は似ていないが, 被推薦ユーザが

フォローしているということを考慮すると, 被推薦ユーザがそ

のユーザに対して何らかの興味をもっており, かつ異なる興味

を持っている可能性が高いと考えられる.

次に抽出されたユーザのフォロー関係に着目する. 同様に

ユーザは何らかの興味を持ったユーザをフォローしていると考

え, 抽出されたユーザと抽出されたユーザがフォローしている

ユーザ間の類似度を計算する. 計算結果から類似度の高いユー

ザを抽出する.

ここで類似度が高いユーザとは, 被推薦ユーザとの類似度が

低いユーザと興味が似ているユーザである. このユーザは被

推薦ユーザから見ると, 興味は似ていないが, 何らかの興味を

持ったためフォローしているユーザが 1-hop先に存在し, 被推

薦ユーザがフォローしている 1-hop 先のユーザと 1-hop 先の

ユーザがフォローしている 2-hop先のユーザ間で, 興味が似て

いる 2-hop先のユーザである.

このユーザは,被推薦ユーザがフォローしているユーザの中

で, 類似度の低いユーザがフォローしている 2-hop先のユーザ

であり, フォロー追跡によるフォローユーザ探索をしないと予

想される範囲のユーザであり, 本研究のセレンディピティの定

義 aに該当するユーザが存在すると考えられる. 定義 aに該当

しており,かつ 2-hop先でフォローでつながっているユーザを

推薦することで, 被推薦ユーザの満足度の向上が見込まれる.

3. 4 ユーザ間の類似度算出方法

本研究では, ユーザの興味に関する類似度を算出するため,

ユーザのツイート集合を用いる. ユーザの興味は,ツイート中の

名詞に表出していると考えられる. ユーザのツイート最新 200

件を Twitter APIにより取得し, ユーザのツイート集合に対し

てMeCabで形態素解析を行う. これをユーザの興味を表す特

徴量とする. ここで,出現頻度が高い単語ほど, より強くユーザ

の興味を表していると考えられることから, ユーザ毎の単語頻

度に基づいてユーザ間の類似度を算出する.

ユーザ間の類似度の計算にはコサイン類似度を用いる. 本研

究では,ユーザ iの単語 k の出現頻度を tfi,k とし, ユーザ iの

単語出現頻度を, ベクトル Ti = {tfi,1, tfi,2, · · · , tfi,K} と捉える
ことにより,ユーザ間のコサイン類似度を算出する. K は全て

のユーザから得られた単語集合の大きさである.

ここで,ユーザ毎に単語の出現回数の総計が大きく異なるこ

とに着目する. 普段から長いツイートを投稿するユーザは,各単

語の出現回数が多くなる. このような場合,例えば短いツイート

をするユーザが「サッカー」という単語に多く言及している場

合, そのユーザにとっては「サッカー」に強い関心を持ってい

ると言える. 対して, 長いツイートを投稿するユーザが同程度

の頻度で「サッカー」に言及している場合, この 2ユーザのコ

サイン類似度は投稿するユーザが他に「野球」という単語に対

してより多く言及している場合, このユーザについては「サッ

カー」よりも「野球」のほうが興味を表す単語であると言える.

このように,単語頻度を直接用いる場合に適切な類似度を算

出できない可能性があることから, 本論文では単語頻度をユー

ザが言及した単語数の総計で正規化し,ユーザが各単語に言及

する確率として扱う. ユーザ iの単語 k に対する出現確率 tpi,k

は,以下の式から算出する.

tpi,k =
tfi,k∑K

x=1
tfi,x

(1)

ユーザ iとユーザ j のコサイン類似度 costf (i, j)は, 以下の

式によって求められる.

costp(i, j) =

∑K

k=1
tpi,k ∗ tpj,k√∑K

k=1
tp2i,k ∗

∑K

k=1
tp2j,k

(2)

出現頻度が高い単語ほどユーザの興味を強く表している一方

で, 多くのユーザが言及する単語が考えられる. 例えば,「今日」

や「私」といった単語は,ユーザの興味を表す単語とは言えな

いが, 多くのユーザがツイート中に含める単語である. このよ

うな場合に (2) 式の類似度は, 単語の出現頻度の積に基づいて

算出していることから, ユーザの興味を表した類似度を算出で

きない場合もある.

そこで, 本研究では tf-idf によって単語に重みづけを行う.

tf-idf は, ある単語の出現頻度に対して, 全ての文書のうち, い

くつの文書に対象の単語が出現したかという指標を掛け合わせ

ることによって, いずれの文書にも出現する単語の重みを低く

し, 少数の文書のみ出現する単語の重みを高くできる. 本研究

では,一つの文書を 1ユーザから得られるツイート集合とみな

すことで, 多くのユーザが言及するような単語の重みを低くし,

また少数のユーザが言及する特徴的な単語の重みを高くするこ

とができる. ユーザ iの単語 k の重み wi,k は,以下の式によっ

て計算される.

wi,k = tfi,k ∗ log U

ufk
+ 1 (3)

ここで U は全てのユーザ数であり,ufk は単語 kの文書頻度で

ある. 重み wi,k を用いたときのユーザ iとユーザ j のコサイン



類似度 costpiuf (i, j)は,

costpiuf (i, j) =

∑K

k=1
wi,k ∗ wj,k√∑K

k=1
w2

i,k ∗
∑K

k=1
w2

j,k

(4)

となる.これにより, ユーザ毎の興味を表す特徴的な単語に基づ

いた類似度の算出が期待できる.

4. 実験と評価

4. 1 実験の概要

本研究の提案手法を実装し, 評価実験を行うことで, 提案手

法においてセレンディピティのあるユーザが推薦されているか

についての評価・考察をする. システムは Twitter APIを用い

て実装した. Twitter API では Twitter での過去のツイート,

誰をフォローしているか, また誰にフォローされているかなど

の情報を取得することができる. 本研究における推薦システム

は, 被推薦ユーザとなるユーザのアカウント名をシステムに入

力する. システムは Twitter APIからそのユーザのアカウント

名, 過去のツイート, 誰をフォローしているかの情報を取得す

る. 次に,フォローしているユーザのアカウント名を用いて, そ

のユーザがフォローしているユーザのアカウント名, 過去のツ

イートも同様に取得する. ここまでで取得したユーザのなかか

ら, セレンディピティのあるユーザを推薦する. 評価方法は推薦

ユーザとして提示されたユーザが, 3 章で示したセレンディピ

ティの定義に当てはまるかどうかを測定する. また, 本手法で

は,ツイート,フォロー関係などの情報を非公開にしているユー

ザは, Twitter APIによるデータの取得ができないため,対象外

とした.

4. 2 実験用データ

本実験では,被推薦ユーザを本論文の第 1著者が所有するア

カウントとした. 実験用データとして, 被推薦ユーザのツイー

ト最新 200件, 被推薦ユーザがフォローしているユーザ 138人

のツイート最新 200件, 被推薦ユーザからみて,2-hop先のユー

ザのツイート最新 200 件を使用する. 収集したデータは 2014

年 11月 24日までのフォロー情報,またユーザがツイートした

ものである. 2-hop先のユーザには,1-hop先の複数のユーザか

らフォローされている場合もあり, 取得したユーザは 38,767人

分であるが, ユーザの重複を除いた場合,本実験で用いるユーザ

数は 16,853人である.

4. 3 実 験 方 法

提案手法により, 推薦されたユーザがセレンディピティのあ

るユーザかどうかを評価する. 提案手法の有用性を評価するた

めに, 以下の 4種類の類似度の高いユーザ,類似度の低いユーザ

の組み合わせを考え, 提案手法との比較を行う.

グループ A. 被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ

間の類似度が高い, かつ被推薦ユーザがフォローしているユー

ザと被推薦ユーザがフォローしているユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が高い.

グループ B. 被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ

間の類似度が高い, かつ被推薦ユーザがフォローしているユー

ザと被推薦ユーザがフォローしているユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が低い.

グループ C. 被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ

間の類似度が低い, かつ被推薦ユーザがフォローしているユー

ザと被推薦ユーザがフォローしているユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が高い.

グループ D. 被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ

間の類似度が低い, かつ被推薦ユーザがフォローしているユー

ザと被推薦ユーザがフォローしているユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が低い.

各組み合わせ毎に以下の手順で被推薦ユーザに提示するユー

ザを決定する.

（ 1） 被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユー

ザとの類似度を計算する.

（ 2） 類似度が高いユーザ,低いユーザをユーザ数が同じに

なるように 2つのグループに分ける.

（ 3） 各グループのユーザとそのユーザがフォローしている

ユーザとの類似度を計算する.

（ 4） 各グループのユーザとそのユーザがフォローしている

ユーザとの類似度から, 類似度が高いユーザ,低いユーザをユー

ザ数が同じになるように 2つのグループに分ける.

（ 5） これを各グループに対して繰り返し行い,最終的に類

似度の組み合わせ毎に, 2-hop先のユーザ数が 1000人以下にな

るまで行う.

最終的に残った 1000人以下のユーザから 100人のユーザを

ランダムに選び, 推薦ユーザとして抽出する. 計 400人のユー

ザをランダムに取り出し, セレンディピティの定義に当てはま

るかで評価を行う.

4. 4 類似度計算の結果

まず,被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユー

ザ間の類似度の結果を図 2に示す.

図 2 コサイン類似度を用いたユーザ間の類似度

縦軸が被推薦ユーザと, 被推薦ユーザがフォローしているユー

ザとの類似度であり, 横軸は被推薦ユーザがフォローしている

ユーザを類似度の値によって昇順に並べたものである.

被推薦ユーザがフォローしているユーザと被推薦ユーザが

フォローしているユーザがフォローしているユーザ間の類似度

を, コサイン類似度を用いて算出した結果から, 各グループごと



に抽出されたユーザの特徴をまとめる.

• グループ A

グループ A は被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローして

いるユーザ間の類似度が高く, 被推薦ユーザがフォローしてい

るユーザとそのユーザがフォローしているユーザ間の類似度も

高い組み合わせである. 抽出されたユーザの特徴は第 1 著者

が所属している筑波大学に在籍しており, 被推薦ユーザがフォ

ローしているユーザとサークルなどのコミュニティが同じであ

るユーザや, ツイート内容から得られた興味が似ているユーザ

が多く検出された.

• グループ B

グループ Bは被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が高く, 被推薦ユーザがフォローしている

ユーザとそのユーザがフォローしているユーザ間の類似度が低

い組み合わせである. 抽出されたユーザの特徴は被推薦ユーザ

がフォローしているユーザとは関係のないユーザが多く, Bot

や著名人,企業などの認証済みアカウントが多く検出された.

• グループ C

グループ Cは被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が低く, 被推薦ユーザがフォローしている

ユーザとそのユーザがフォローしているユーザ間の類似度が高

い組み合わせである. これが本手法においてセレンディピティ

のあるユーザが多く存在すると仮説を立てた組み合わせである.

抽出されたユーザの特徴は被推薦ユーザがフォローしている

ユーザとツイート内容が類似しているユーザが多く検出された.

• グループ D

グループ Dは被推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしてい

るユーザ間の類似度が低く, 被推薦ユーザがフォローしている

ユーザとそのユーザがフォローしているユーザ間の類似度も低

い組み合わせである. 多くは被推薦ユーザがフォローしている

ユーザとは, 関連性が見えないユーザが検出された.

4. 5 セレンディピティの評価

評価実験において,3.1 に示した定義に即し, 以下の条件に当

てはまるかどうかでセレンディピティのあるユーザが抽出でき

ているかどうかを判定する. 本研究の評価実験におけるセレン

ディピティのあるユーザとは, 条件をすべて満たすユーザ,条件

(1),(2)を同時に満たすユーザ,また (1),(3)を同時に満たすユー

ザのいずれかとする.

（ 1） 提示されたユーザをフォローしていない

（ 2） 提示されたユーザのツイートを見て有用だと感じた

（ 3） 提示されたユーザのツイートに興味を持った

（ 4） (1),(2),(3)からセレンディピティのあるユーザと判定

された

各グループの結果を表 1にまとめた.

(1) (2) (3) (4)

グループＡ 59 1 2 2

グループ B 96 12 21 31

グループ C 92 20 25 45

グループ D 94 9 27 35

4. 6 考 察

まず,ユーザ間の類似度の計算結果についての考察を行う. 被

推薦ユーザと被推薦ユーザがフォローしているユーザ間のコサ

イン類似度の結果を示している. 図 2から明らかに, 類似度の

値は,0.011から 0.47までの間であった. 類似度が高いと判定さ

れたユーザの特徴は, 本論文の著者と同じ筑波大学の学生であ

り, 同じサークルに所属していた実生活で近い存在のユーザで

あった. 反対に,類似度が低いと判定されたユーザには, 筑波大

学の学生ではなく,著名人や botが多く検出された. こうした結

果からうまくユーザ間の類似度を測定できていると考えられる.

また,評価実験によって得られた評価から,考察を行う. 抽出

された各グループ間を比較したとき,セレンディピティの定義に

当てはまるユーザはグループ Aとその他で, 大きく異なる結果

となった. グループ Aではすでにフォローしているユーザの割

合が高く, その他のグループは 9割以上がまだフォローしてい

ないユーザを検出することができた. また,グループ Aは定義

(2),(3)に当てはまるユーザも極端に少なく, セレンディピティ

のあるユーザが多く含まれているとは言えない.

セレンディピティの定義 (2)に当てはまったユーザの多くは

Botや著名人のアカウントであった. Botや著名人が定義 bに

当てはまる理由として考えられるのは, 自分から積極的にフォ

ローするほどではないが, 提示されることによってフォローす

る気を起こさせているためである. これもグループ間で大きな

差異がみられなかったが, グループDのユーザについては,被推

薦ユーザがフォローしているユーザと, そのユーザがフォロー

しているユーザ間の類似度が低く, つながりがわからないユー

ザが多かったため,他のグループと比較したとき, 該当ユーザが

少ないという結果になったと考えられる.

セレンディピティの定義 (3)に当てはまったユーザはグルー

プ B,C,Dで大きな差異は見られなかった.

5. ま と め

代表的なマイクロブログである Twitterでは, 自身の状況や

興味のある話題についての投稿をする. またユーザは他のユー

ザをフォローすることで, 自身の興味と似ているユーザをフォ

ローしタイムラインを閲覧することができ, 興味のある話題の

新鮮な情報を得ることができる. こうした Twitterの利用には

自分に適したユーザをフォローすることが重要であり, ユーザ

間のネットワーク形成が重要な課題となっている. Twitterにお

けるフォロー先ユーザの探索は, キーワード検索やフォロー追

跡などが主な方法である. しかし,キーワード検索の場合,ユー

ザが既に持っている知識の中からキーワードを選択するため,

予測が可能な情報を発信するユーザが検出されることも少なく

ない. またフォローユーザのフォローユーザから探索する場合

も, 数多くいるユーザのなかから自分のフォローしたいユーザ

を見つけるのは容易ではない. こうした現状から,ユーザにとっ

て発見が難しく, かつ満足度の高いユーザ推薦が望まれている.

本論文では,こうした現状を踏まえて, Twitterにおけるフォ

ローユーザの推薦システムにセレンディピティという評価尺度

を加えることで, ユーザにとって満足度の高いユーザの推薦を



行う手法を提案した. 本手法ではユーザのフォロー関係に着目

した. ユーザはあるユーザを何らかの興味を持ったため, フォ

ローしたと考え, そのユーザとの興味が似ていなければ, その

ユーザがフォローしているユーザにはセレンディピティのある

ユーザが存在すると仮説を立てた. ユーザ間の類似度の計算に

はユーザのツイートにはユーザの興味を表す語が含まれてい

ると仮定し, ユーザのツイートから得られた名詞を用いた. 評

価実験では, 仮説の妥当性を検証するため, 被推薦ユーザから

フォロー関係でつながっている 2-hop先までのユーザを対象に,

被推薦ユーザとフォローユーザ間の類似度が高い,低いの 2通

り,1-hopユーザと, 2-hopユーザ間の類似度が高い,低いの 2通

り,これらの組み合わせである計 4通りから抽出されるユーザ

を比較した. これから,セレンディピティの定義の, 自分自身の

興味を広げるユーザに当てはまるユーザが最も多いという結果

が得られた. 今後の課題としては,ネットワークの形成が異なる

ユーザによる被験者実験を行うことで, 結果についての更なる

検証を行うことなどがある.
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