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あらまし 本研究では，共通の趣味を持つ人々や，ある集団に属している人々等，特定の条件を満たすユーザをTwitter

上で効率よく収集する手法を提案する．提案手法では，グラフ上で既知の正例の周辺を探索することにより求める

ユーザ集合を効率よく収集する．しかし，求めるユーザ集合によって Twitter上でのそれらのユーザ同士の繋がり方

は異なる．そこで，提案手法では，求めるユーザ集合の効率的な発見に有効なグラフパターンを動的に決定しながら，

それらのグラフパターンを用いて探索を行うことで，探索の最適化を行う手法を提案する．
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1. は じ め に

ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS)では非常に

多くのユーザが情報を発信している．ユーザは SNSを用いて情

報を発信する一方で，ユーザの興味の対象に関する情報を収集

するツールとして SNSを用いることがある．情報収集に用いら

れる代表的な SNSとして 3億 2000万月間アクティブユーザー

を持つ Twitter（注1）が挙げられる．Twitterは，Facebook（注2）の

ような社会的繋がりを重視する SNS とは異なり，社会的繋が

りだけでなく興味・関心による繋がりも多く存在する SNSで

ある．そのため，Twitter上で共通の趣味を持つ人々や，ある

集団に属している人々等，特定の条件を満たすユーザ集合を特

定することは円滑な情報収集を実現するという点において非常

に重要な意味を持つ．例えば，個人投資家たちが，発表された

ニュースに対してどのような反応を示しているのかを把握した

いとする．そのような場合，SNS上では学生や専門家など様々

な属性を持つ人々が発信した情報と個人投資家の発信した情報

を判別し，取捨選択しながら情報を取集することは労力を要す

る．このような場合に，『個人投資家である』という条件を満た

す集合を得られれば，円滑な情報収集が実現される．

また，既存のユーザの属性推定手法は２パターンに大別され

る．一つは，プロフィール・ツイートを用いる手法 [1]である．

しかし，ネットリテラシーの観点から，プロフィールに載せる

内容は限定的であることが多い．また，複数のユーザに対して

属性推定を適用する際には，対象の全ユーザのプロフィール・

ツイートを使用しなければならず，多大な労力を要する．

もう一つは，ユーザ間のフォロー・被フォローによって構築

されたグラフを用いる手法 [2]である．例えば，グラフ上で密

な箇所を一つのコミュニティとし，コミュニティに属している

かを見ることによって，推定対象のユーザの属性推定を行う．

（注1）：https://twitter.com/

（注2）：https://www.facebook.com

しかし，このような属性推定手法においては，あらかじめコ

ミュニティごとの属性は既知でなければならず，ツイートやプ

ロフィールの情報を用いずに属性推定を行うことは困難である．

そこで，複数のユーザに対して属性推定を行う際に，条件を

満たす可能性が高いユーザから優先的に探索を行うことで，推

定のコストを抑えることを考える．グラフから特定の条件を満

たす正例を探索する場合は，以下の二種類の探索の最適化につ

いて考えなければならない．

• API等から情報を収集する部分のコストの最小化

• 人間が最終判断を行う部分のコストの最適化

API等から情報を収集する部分のコストの最小化は，手当たり

次第データを収集するのではなく，探索に必要となる可能性が

高い箇所からデータを収集することで実現可能となる．また，

データが手元にないという大前提が存在する．一方で，人間が

最終判断を行う部分のコストの最適化は，正例である可能性が

高いユーザから人間が判定することで作業コストが抑制され，

実現可能となる．以上の点を考慮すると特定の条件を満たす正

例を探索する際の前提条件は以下の 4種類に大別される．

• 既にデータは手元にあり，ユーザ判定は自動で行う

• データを収集する必要があり，ユーザ判定は自動で行う

• 既にデータは手元にあり，人間がユーザ判定を行う

• データを収集する必要があり，人間がユーザ判定を行う

上記の 4種類の中で，二種類の最適化のいずれも必要としない

ものは一つ目の前提条件のみであり，本稿は残りの 3通りの前

提条件において探索の最適化を考える．また，探索の最適化を

行う上で，本稿では二つの仮説を考える．

• Twitterは社会的繋がりや興味・関心による繋がりによっ

てエッジが形成されるため，特定の条件を満たすユーザは既知

の正例の周辺に多く存在する

• 正例同士は特定のパターンによって繋がることが多い

一つ目の仮説は，Twitterの性質に着目したものであり，直感

的に予測することができる．ユーザは自身の関心や社会的なコ

ミュニティを基にエッジを形成する．そのため，ユーザ自身の



周辺ユーザはユーザ自身が持つ属性と関連のあるユーザであ

る可能性が高い．二つ目の仮説は，正例同士の結びつき方に着

目したものである．正例同士が特定のパターンによって結びつ

く例としては，現実世界で友人関係にあるノード間は相互フォ

ローによりエッジを形成されやすいことや，邦楽に興味のある

ユーザは著名な邦楽歌手にフォローする形でエッジが形成され

やすいことなどが挙げられる．上記の二つの仮説のもと，グラ

フ上で既知の正例の周辺を探索し，ユーザ発見に適切なグラフ

パターンを決定することによって，求めるユーザ集合を効率よ

く収集する手法を提案する．しかし，収集したいユーザの条件

ごとの最適なグラフパターンは多様なため事前にはわからず，

また最適なグラフパターンは一つであるとは限らない．そこ

で，特定の条件を満たすユーザを探索しながら，動的にグラフ

パターンのスコアを修正し，その時々で最良なグラフパターン

を選択する．

提案手法の手順を以下に示す．

(1)特定の条件を満たす既知の正例を与える

(2)既知の正例と 2ホップ以内のユーザとのグラフパターンの

中から最適なグラフパターンを選択し，探索を行う

(3)探索の結果得られた候補集合に対してランキングを行う

(4)ランキング上位から特定の条件を満たすか判定を行う

(5)判定の結果から，グラフパターンのスコアを修正する

(6)(2)-(5)を繰り返す

以上の手続きを必要な数のユーザを収集するまで繰り返す．提

案手法では，各グラフパターンによる探索による正例検出数に

応じてグラフパターンのスコアを動的に修正する．これにより，

探索を行いながら最適なグラフパターンを検出する．また，探

索によって得られた正例候補集合に対してもランキングを適用

することで，正例である可能性が高いユーザから正例判定を

行う．

また，提案手法を評価するために，実際の Twitter 上の

データを用いて実験を行った. 使用した Twitter のデータは，

Twitter REST API を用いて収集したものであり，ユーザ数

|V | = 5, 193, 762，フォロー関係数 |E| = 16, 641, 688のグラフ

である．

実験ではクエリに対してユーザ探索を行い，提案手法とベー

スラインにおけるユーザ発見の精度を nDCG [3]を用いて評価

した．実験の結果，提案手法がベースライン手法より nDCG

が高いことが示された．また単純なグラフパターンだけでなく，

複雑なグラフパターンも探索に用いることで精度が上がること

がわかった．

本稿は以下の構成をとる．まず 2章で関連研究について述べ，

続いて 3章では本稿で扱う語句や記号についての定義について

述べる．4章で特定の属性を持つユーザ集合を推定する手法に

ついて述べ，5章では実験に用いるデータとベースラインを紹

介し，実験結果を示す．最後に 6章では，まとめと今後の課題

を述べる．

2. 関 連 研 究

ユーザの属性推定を行うことは，マーケティング等の多数分

野から需要が存在し，様々な研究が行われている．ユーザの属

性推定は，コンテンツを用いた研究とソーシャルグラフを用い

た研究に大別することができる．コンテンツを用いた研究は，

特定の属性に着目する研究と任意の属性に対応している研究の

2通りに分類される．

あらかじめ決められた属性の推定に関する研究としては，Xu

ら [4]が挙げられる．この研究では，ターゲットユーザのツイー

ト内容がターゲットユーザの興味と関係するツイートかどうか

を判定する Twitter-User モデルを提案し，ターゲットユーザ

の興味に着目した属性推定を行った．Raoら [5]は，SVMを用

いて年齢，性別等の学習・推定を行う手法を提案している．ま

た，属性ごとのフォロワー数，フレンド数，ツイート数などに

差異が見られなかったことを報告している．Huang ら [6] は，

ユーザの持つ地理的属性に着目して，地域ごとに居住するユー

ザの分類を行った．また，Eisenstein ら [7] も，特定の地域と

相関の高い単語が存在するという考えのもと，ユーザの位置の

推定を行った．

任意の属性に対応した属性推定に関する研究としては．奥谷

ら [8]が挙げられる．この研究では，ユーザ間のやりとりであ

るメンション情報を利用することにより，最新の交友関係に基

づき Twitter ユーザのプロファイル推定を行った. また，上里

ら [9] は，Personalized PageRank [10] を用いて，ターゲット

ユーザと相関の高いユーザのプロフィール文から複数の単語を

抽出することで，推定する属性の種類に依存せず，多様な属性

を推定する手法を提案した．

しかし，あらかじめ決められた属性に関する推定か任意の属

性に関する推定かに関わらず，これらの研究はいずれも特定の

ユーザの属性推定を行うものであり，特定の属性を持つユーザ

集合を収集しようとする際には，正例付近を手当たり次第推定

することになり，多大な労力を要する．そのため，特定の属性

を持つユーザ集合を収集するには，探索を最適化する必要が

ある．

一方，ソーシャルグラフを用いた属性推定手法として，Mis-

loveら [11]が挙げられる．この研究では，Facebookのソーシャ

ルグラフを用いて，学校，専攻，入学年度などの属性推定を

行った.また，Zheleva [12]らは，ユーザの友人とグループの情

報を用いてユーザの属性推定を行った．Zhelevaらは，友人に

関する情報を用いる方がグループに関する情報を用いるよりも

高い推定制度が得られると述べている．

また，グラフ上での探索を最適化する研究は，Web上では昔

から行われてきた．Chakrabartiら [13]は，収集したいトピッ

クに関連するページを与えることで，トピックに相関のある語

句を与えることなく，関連するページを収集する手法を提案し

た．この手法は，関連度の高いページは周辺に多く存在してい

るという仮説に基づいている．また，Diligentiら [14]は，ター

ゲットページの周辺ページのリンクやテキスト情報を利用す

る context graphsを提案し，クローラーの精度改善を行った．

context graphsは，一回のリンクで辿ることのできるページ群

をレイヤー 1，二回のリンクで辿ることのできるページをレイ

ヤー 2とするグラフであり，ターゲットページ周辺をこのよう



図 1 グラフパターン

な層構造で表すことによって，周辺ページの関係性を明らかに

した．

しかし，Web上でのグラフ探索の最適化にとどまっており，

ソーシャルメディア上でのグラフ探索の最適化には発展してい

ない．そこで，本稿ではソーシャルメディア上でのグラフ探索

の最適化を行い，効率的にユーザ収集を行う手法を提案する．

3. 定 義 説 明

本章では，本稿における記号や語句の定義を述べる．まず，

基本となる記号の定義について述べ，次に提案手法における重

要語句の定義について述べる．

3. 1 記号の定義

D(V,E)を Twitterユーザ間のフォローによる有向グラフと

する. V はノードの集合であり，すべてのユーザを表す．E は

エッジの集合であり，⟨u, v⟩はユーザ uからユーザ v へのフォ

ローを表す．また，ユーザ uをフォローするユーザ集合をフォ

ロワー集合，ユーザ uがフォローするユーザ集合をフレンド集

合と呼ぶ．P は全ての既知の正例の集合を表し，P ∈ V である．

既知の正例 pi は pi⊂=P であり，発見された順に p1, p2, p3, . . .

と表される．また，また，ユーザ uからユーザ vへ 2ホップ以

内で辿ることが可能なグラフパターンの集合を Gu→v で表す.

3. 2 グラフパターン

本節では，本稿で用いられるグラフパターンについて説明す

る．本稿では，特定の条件を満たすユーザは正例の周辺に多く

存在すると考え，正例から 2ホップ以内のノードに対応する 39

種類のグラフパターンについて考える．グラフパターンは，既

知の正例と正例候補と近隣ユーザの 3つのノード間で取りうる

全ての組み合わせである．図 3に本稿で扱うグラフパターンを

示す．二重丸が正例候補ユーザ，白丸が既知の正例，黒丸が既知

の正例や正例候補ユーザとエッジを持つ近隣ユーザである．近

隣ユーザは，既知の正例や正例候補である場合もある．矢印を

ユーザ間のフォローとし，矢印の先に対してフォローしている

状態を表す．それぞれのグラフパターンは gi(i = 1, 2, . . . , 39)

で表される．

図 3のうち，一行目の 7つのグラフパターンを基本グラフパ

ターンと定義する．二行目以降のグラフパターンは，基本グラ

フパターンのいずれか，もしくは複数を内包する．以下の表 1

表 1 グラフパターンの包含関係

番号 包含パターン 番号 包含パターン

8 2,3 24 3-6,10,11,14,15

9 1,3 25 2,3,5,8,10,16

10 3,5 26 1,3,5,9,10,17

11 3,6 27 2,3,6,8,11,18

12 2,4 28 1,3,6,9,11,19

13 1,4 29 2,4,5,12,14,16

14 4,5 30 1,4,5,13,14,17

15 4,6 31 2,4,6,12,15,18

16 2,5 32 1,4,6,13,15,19

17 1,5 33 1-3,5,7-10,16,17,20,22,25,26

18 2,6 34 1-3,6-9,11,18-20,23,27,28

19 1,6 35 1-5,7-9,12-14,16,17,21,22,29,30

20 1,2,3,7,8,9 36 1,2,4,6,7,12,13,15,18,19,21,23,31,32

21 1,2,4,7,12,13 37 2,4-6,8,10-12,14-16,18,24,25,27,29,31

22 1,2,5,7,16,17 38 1,3-6,9-11,13-15,17,19,24,26,28,30,32

23 1,2,6,7,18,19 39 1-38

に，各グラフパターンとそれが内包するグラフパターンの関係

を示す．例えば，グラフパターン g8 は，正例候補から既知の正

例へのフォローの部分がグラフパターン g2 を内包しており，既

知の正例から近隣ユーザへのフォローと正例候補から近隣ユー

ザへのフォローの部分がグラフパターン g3を内包している．こ

のようにグラフパターンを細分化することで，幅広いクエリに

対して適切なグラフパターンを発見することができると考える．

3. 3 正例スコア

本節では，既知の正例が持つスコアについて述べる．既知の

正例 pn ∈ P は，それぞれグラフパターンごとにスコアを持ち，

これを正例スコアと定義する．既知の正例 pn のグラフパター

ン gi の正例スコアを Si,pn で表す．また，既知の正例は探索開

始時にユーザによって与えられたものと，探索の過程で正例で

あると判定されたものの 2種類が存在する．それぞれを付与さ

れた既知の正例，発見された既知の正例と定義し，それぞれの

場合の正例スコアの初期値を以下のように付与する．

Si,pn =

α (付与された pn)∑n−1
j=1 Si,pj

n−1
(発見された pn)

(1)

αは，0 <= α <= 1であり，探索初期のグラフパターンの切り

替わりやすさを表わす. αが大きければ，探索初期において探

索に用いるグラフパターンの変更を頻繁に行う．探索初期には，

グラフパターンの学習が十分に行われていないため，適切な正

例候補収集が行えない可能性がある．また，探索初期はグラフ

パターンのスコアの初期値に非常に依存してしまう．そのため，

αを大きくし，グラフパターンの切り替えを増やすことで様々

なグラフパターンの学習を早期に行うことが可能となる．しか

し，α が大きすぎると不必要にグラフパターンが切り替わり，

適切でないグラフパターンによる探索が増えてしまう．そのた

め，本研究では原則として α = 0.5として扱う．一方，発見さ

れた pn の正例スコアの初期値は，pn を発見した時点で既知で

ある正例 p1, . . . , pn−1 のその時点での正例スコアの平均値を用



いる．また，探索の過程で正例スコアは動的に修正され，正例

ごとに有効なグラフパターンを学習する．正例スコアは探索に

よって抽出された正例候補に対して正例判定を行うたびに，以

下のように更新される．

Si,p =

∑
gi⊂gj

|Correct(p, gj)|∑
gi⊂gj

|HumanCheck(p, gj)|
(2)

gj ⊂ gi は，グラフパターン gi が，グラフパターン gj を内

包することを表す．HumanCheck(p, gj)は，既知の正例 pか

ら，グラフパターン gj で取得された正例候補のうち，人間

によって正例かどうか判定されたユーザ集合である．また，

Correct(p, gj) は，既知の正例 p から，グラフパターン gj で

取得された正例候補のうち，人間によって正例と判定された

ユーザ集合である．つまり，正例スコア Si,p は，既知の正例

p からグラフパターン gj で抽出し，人間によって判定された

ユーザ集合の中での正例であるユーザの割合を表す．そのため，

|Correct(p, gj)| <= |HumanCheck(p, gj)|である．このように
正例スコアを動的に修正することによって，同じグラフパター

ンであってもそれぞれの既知の正例が持つ正例スコアは異なる．

そのため，探索を行う過程で最適なグラフパターンを特定する

だけでなく，既知の正例間の正例発見における優劣も学習する

ことが可能となる．既知の正例間の優劣を学習することによっ

て，正例と多くエッジを形成するハブのような役割を果たす正

例を特定することができ，探索効率化に繋がると考える．

3. 4 探索スコア

本節では，各グラフパターンが持つスコアについて述べる．

グラフパターンはそれぞれスコアを持ち，これを探索スコアと

する．グラフパターン giの探索スコア Si は，以下のように定

義される．

Si =
∑
p∈P

Si,p (3)

また，最大の最適化スコアを持つグラフパターンを gbest と

表し，以下のように定義する．

　µ = arg max
i

Si (4)

gbest = gµ (5)

あるグラフパターン gi が持つ探索スコアは，全ての既知の

正例が持つ gi の正例スコアの総和である．提案手法による特

定の条件を満たすユーザ集合推定の際には，探索スコアが最も

高いグラフパターンについて優先的に探索を行う．これにより，

その時々で最も正例を発見する可能性が高いグラフパターンに

よって正例候補の抽出が可能となる．

4. 提 案 手 法

本章では，我々が提案する手法について詳細を述べる．はじ

めに，提案手法のアルゴリズムを説明し，次に各処理の詳細に

ついて述べる．本研究の目的は，特定の条件を満たすユーザを

探索する際にグラフパターンのスコアを動的に変化させること

で，探索の効率を向上させることである．

4. 1 アルゴリズム

本節では，提案手法のアルゴリズムに関して説明する．提案

手法の手順 (Algorithm 1)を示す．また，提案手法は，以下の

ステップに大別される．

(1)特定の条件を満たす既知の正例を与える

(2)探索スコアが最大のグラフパターンを選択し，既知の正例

からそのグラフパターンで辿ることで正例候補集合を得る

(3)得られた正例候補集合に対してランキングを適用する

(4)ランキング最上位から 1人のユーザを取り出し，正例かど

うか判定する

(5)判定の結果から，正例スコア，探索スコアを修正する

(6)停止条件を確認し，満たしていれば探索を終了する

(7)判定の結果から，探索スコアが最大のグラフパターンが変

化すれば (2)へ，変化しなければ (4)へ戻る

(1)で既知の正例を与える際には，付与する数が少ないと，そ

れらの正例に共通する性質が，現在の収集条件となっているも

の以外にも多数存在する可能性があり，グラフパターンの発見

において，目的とは異なる性質に関連するグラフパターンが選

ばれてしまう可能性がある．そのため，少なくとも 2個以上の

既知の正例を与える必要がある．

Algorithm 1 提案手法のアルゴリズム
Ensure:

既知の正例集合 P

スコア集合 S

グラフパターン gi

最大の探索スコアを持つグラフパターン gbest

P からグラフパターン rでユーザ群を取得する関数GetUsers(P, r)

S を基にランキングを行う関数 Ranking(S)

正例候補ユーザ u の判定結果を取得する関数 IsRelevant(u)

判定結果 f を基に S の値を更新する関数 UpdateScore(S, f)

発見された既知の正例 uにスコアを付与する関数 InitScore(S, u)

1: while |P | is smaller than the number of required users do

2: r ⇐ gbest

3: PositiveCandidate ⇐ GetUsers(P, r)

4: PositiveCandidate.Ranking(S)

5: while len(PositiveCandidate) |= 0 do

6: u ⇐ PositiveCandidate.pop()

7: result ⇐ IsRelevant(u)

8: if result then

9: UpdateScore(S, True)

10: P.add(u)

11: InitScore(S, u)

12: else

13: UpdateScore(S, False)

14: end if

15: if gbest |= r then

16: break

17: end if

18: end while

19: end while

20: return P



図 2 提案手法の概要．

探索アルゴリズムの流れについて具体例を挙げて説明する．

例として，クエリ『京都大学情報学研究科に所属する学生』に

ついて考える．まず，既知の正例として京都大学情報学研究科

に所属する学生のユーザアカウントを与える．この際，与える

正例が少ないと既知の正例間で,例えば「野球が好きな学生」と

いったような共通する属性が多数存在してしまう可能性がある．

そのため，既知の正例は適切な数を与える必要がある．既知の

正例が与えられると探索が開始される．探索開始時は全てのグ

ラフパターンの探索スコアが等しいため，グラフパターンをラ

ンダムに選択し，選ばれたグラフパターンによって辿られた正

例候補集合を抽出する．例として，相互フォローによるグラフ

パターンが選ばれたとすると，正例候補集合はいずれかの既知

の正例と相互フォローの関係にあるユーザ集合である．次に，

得られた正例候補集合にランキングを適用し，スコアが高い正

例候補から人間による判定を行う．本稿では，三種類のランキ

ング手法を提案し，それぞれについて評価を行う．今回のクエ

リでは，京都大学情報学研究科に所属している，所属していな

いの二値分類で判定する．判定の結果，京都大学情報学研究科

に所属すると判定された場合は，探索に用いたグラフパターン

とそれを内包する全てのグラフパターンのスコアを上方修正し，

そのユーザを既知の正例集合に加える．所属しないと判定され

た場合は，探索に用いたグラフパターンとそれを内包する全て

のグラフパターンのスコアを下方修正し，スコアの修正によっ

て最も探索スコアの高いグラフパターンが変化すればグラフパ

ターンを切り替える．以上の手続きを繰り返すことで与えられ

たクエリの条件を満たすユーザがどのようなグラフパターンで

結ばれているかを学習する．また，一連の手順の概要を図 2に

示す．

4. 2 ランキング

本節では，提案手法において行われる正例候補集合のランキ

ングに関して述べる．提案手法では，既知の正例集合 P からグ

ラフパターン gbest を辿り収集された正例候補集合 C に対して

ランキングを適用する．ランキングを行う利点は以下の 2点で

ある．

• 正例可能性の高いものから順に人間が判定することにな

り，人間が最終判断を行うコストを抑えることが可能

• 正例可能性の高いものから判定されることで，グラフパ

ターンの性能を素早く評価することが可能

また，ランキングの際には，正例候補はそれぞれスコアを与

えられ，そのスコアを基に降順に並び替えられる．正例候補が

与えられるスコアを正例候補スコアとし，正例候補 u ∈ C が持

つ三種類の正例候補スコア Ru の定義を以下に示す．

w(p, u, g) =

0 (g /∈ Gp→u)

1 (g ∈ Gp→u)
(6)

c(u) =
∑
p∈P

w(p, u, gbest) (7)

Ru =


λ c(u) + (1− λ)

∑
p∈P

w(p,u,gbest )Sgbest ,p

c(u)∏
p∈P w(p, u, gbest)Sgbest ,p

1−
∏

p∈P w(p, u, gbest)(1− Sgbest ,p)

(8)

まず，一つ目のランキング手法を考える．Ru は，二つの項

によって，構成される．左項は，正例候補 uへグラフパターン

gbest によって辿ることが可能な既知の正例の数であり，右項は，

正例候補 uへグラフパターン gbest によって辿ることが可能な

既知の正例集合が持つ gbest の正例スコアの平均である．λ は

各項の重みを表しており通常 λ = 0.5を用いる．上記のランキ

ングにより，多くの既知の正例から辿ることが可能であり，か

つ，それらの既知の正例の正例スコアの平均が高いユーザが上

位に推薦される．これらは既知の正例の周辺に特定の条件を満

たすユーザは存在するという仮説に基づく．また，5章では λ

の値を変えて提案手法を適用することによって，正例発見に最

適な λの値を考える．次に，二つ目のランキング手法について

考える．二つ目のランキング手法は，グラフパターン gbest に

よって正例候補 uへと辿ることのできる既知の正例が持つ正例

スコアの総乗と表すことができる．これは，より多くの高い正

例スコアを持つ既知の正例から辿られる正例候補を上位にラン

キングするべきであるという考えに基づく．一方で，三つ目の

ランキング手法は，一つでも高い正例スコアを持つ既知の正例

から辿られる正例候補を上位にランキングするべきであるとい

う考えに基づく．また，一つ目のランキング手法を線型結合に

よるランキング，二つめをANDによるランキング，三つ目を

ORによるランキングと呼ぶ．

4. 3 正 例 判 定

本節では，収集された正例候補に対して行う正例判定に関

して述べる．提案手法では，人による判定によって特定の条件

を満たす正例であるかを判別する．判定の際には，ユーザ名，

フォロワー，フレンド，直近のツイートを見る．また，判定の

段階はクエリによって異なる．例えば，『京都大学情報学研究科

に所属する学生』のような明確な判定基準が存在する場合には，

2値判定を行う．一方で，『株式投資に関して有益な情報を発信

する人』といったクエリでは 2値判定を行うような明確な判定

基準が存在しないため，適合度によって多値判定を行う．

4. 4 正例スコアの更新

本節では，正例候補へ判定を行った結果を反映させる正例ス

コアの更新に関して述べる．既知の正例 p からグラフパター



ン gbest で辿ることができた正例候補が判定によって正例と

判断されたとき，pの正例スコア Sp,gbest を更新する．この際，

gj ⊂ gbest を満たす全てのグラフパターン gj の正例スコア Sp,gj

も同時に更新する．提案手法では，探索を行いながら動的に適

切なグラフパターンを決定するが，探索を効率化するためには

正例スコアの早期収束が重要である．そのため，あるグラフパ

ターンにおける探索中にそれに内包されるグラフパターンの正

例スコアも同時に更新することで正例スコアの収束を促進さ

せる．

5. 実 験

本章では，本研究の評価実験に関して述べる．まず，実験の

詳細について説明し，次に実験結果の説明を述べる．

5. 1 データセット

本節では，データセットやベースライン手法等の実験の詳細

について述べる．

今回の実験では，クエリを『京都大学に所属する教授，准教

授，助教』とし，京都大学に所属する教授，准教授，助教授 3

名のユーザアカウントの周辺ユーザを探索して得られたデー

タセットを用いた．また，データを収集する際には，Twitter

REST API（注2）を利用し，各ユーザのユーザ名，フォロワー，

フレンド，プロフィール，直近のツイートを収集した．以下に

データセットの詳細を示す．

• ユーザ数 |V | = 8, 271, 161

• フォロー関係数 |E| = 36, 299, 413

5. 2 手法の詳細

本節では，提案手法とベースライン手法の詳細を述べる．

5. 2. 1 提 案 手 法

• 線型結合によるランキングを用いた提案手法

以下では，Gと記す．また，正例候補集合をランキングする際

のパラメータ λを 0.5としたときの Gを G0.5 と記す．

• ANDによるランキングを用いた提案手法

以下では，AND と記す．

• ORによるランキングを用いた提案手法

以下では，ORと記す．

5. 2. 2 ベースライン手法

• フレンド

与えられた既知の正例のフレンドに対して幅優先探索を行う手

法．以下では，FRと記す．

• フォロワー

与えられた既知の正例のフォロワーに対して幅優先探索を行う

手法．以下では，FW と記す．

• 相互フォロー

与えられた既知の正例の相互フォロワーに対して幅優先探索を

行う手法．以下では，MU と記す．

• ツイート

クエリに関連するキーワードを用いてツイート検索を行う手法．

以下では，TW と記す．

（注2）：https://dev.twitter.com/rest/public

図 3 nDCG@k

5. 3 評 価 手 法

本節では，実験における評価について述べる．実験では，各

手法において，100人の探索を行い，発見された正例候補に対し

て判定を行う．本実験では，検索手法の評価を行うため，評価指

標として normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG)

を用いる．nDCGは多値適合性に基づく評価指標であり，検索

順位を考慮した性能を比較できる．順位付けを k 位まで行う

場合の nDCGを nDCG@kと表現する．nDCG@kは DCG@k

を理想的な順位で適合文書が並んだと仮定した DCG@kによっ

て正規化した指標である．以下に DCG@kの式を表す．

DCG@k =

k∑
i=1

2reli − 1

log2 i+ 1
(9)

reli は i番目の検索結果の関連度であるため，判定によって付

けられた値を用いた．

5. 4 実 験 詳 細

本節では，提案手法とベースライン手法の実験結果を述べ，

精度の比較を行う．本実験では，評価に用いるクエリを『京都

大学に所属する教授，准教授，助教授』とする．また，正例判

定の際には，『京都大学に所属する教授，准教授，助教授』と判

断できたユーザに 2，『日本の大学に所属する教授，准教授，助

教授』と判断できたユーザに 1，『京都大学に所属する教授，准

教授，助教授ではない』と判断できたユーザ，もしくは『京都

大学に所属する教授，准教授，助教授』と判断できないユーザ

に 0のスコアを与える．他大学の教授，准教授，助教授に関し

てもスコアを与えるのは，研究者間の結びつき方を学習し，研

究者とそれ以外のユーザで差別化を行うためである．上記のよ

うにスコアを与えるため，判定には多値が用いられることとな

る．以下の表 2に提案手法とベースライン手法の nDCGによ

る評価結果を示す．

表 2の結果から，多くの提案手法がベースライン手法より有

効であることがわかった．また，多くの kにおいて ORが最も

精度がよかった．Gλ 同士で比較を行うと，λが極端な値を持

つ場合，精度が低くなる．そのため，ランキングの際には既知

の正例とのエッジ数とそれらの既知の正例が持つ正例スコア両

方が重要となることがわかる．また，それぞれの kにおいて最

大の nDCG を持つ手法は全て提案手法であった．また，いず



表 2 nDCG による評価結果

k G0 G0.25 G0.5 G0.75 G1 AND OR FR FW MU TW

10 0.027 0.020 0.053 0.037 0.034 0.007 0.060 0.035 0.006 0.019 0.013

30 0.073 0.077 0.090 0.078 0.081 0.047 0.088 0.066 0.049 0.037 0.022

50 0.099 0.130 0.133 0.107 0.111 0.061 0.160 0.081 0.068 0.061 0.022

100 0.132 0.231 0.208 0.234 0.189 0.111 0.271 0.091 0.107 0.070 0.029

れの提案手法も探索を続けていくことで nDCGが増加してい

る．これは，探索を行いながら，有効なグラフパターンを発見

し，発見されたグラフパターンによって探索を行うことができ

ていると考えられる．よって，比較的多くのユーザを収集する

必要があるような，人手では困難な場合において，より有用性

を発揮することが期待できる．しかし，より効率の良い探索を

行うためには探索開始から早期で有効なグラフパターンを発見

する必要があるため，今後少ない探索数で探索スコアの収束を

目指す必要がある．また，表 3は，各提案手法で最もスコアの

高かったグラフパターンを示している．提案手法間で同じグラ

フパターンが最大の値を持つことは少なかったことがわかる．

しかし，番号が大きいグラフパターンほどより多くのグラフパ

ターンを内包しているため，最大のスコアを持つグラフパター

ンが異なることは，全く異なるグラフパターンによって探索を

行っているわけではない．表 4は，各提案手法において最大の

スコアを持つグラフパターンの内包関係を表している．この

ように内包関係を考慮すると，G0,G0.25,G0.5 はグラフパター

ン g2,g5,g16 を含んでおり，g16 は g2,g5 を内包している．この

ことから，αが小さい値の際には，g16 が正例発見に有効なグ

ラフパターンとして探索が行われたことがわかる．g16 は，『既

知の正例のフォロワーと，既知の正例のフレンドのフォロワー

の共通ユーザ』である．ユーザは原則，興味の対象や社会的繋

がりのある人をフォローすると考えると『京都大学に所属する

教授（既知の正例）の興味の対象もしくは社会的に近しいユー

ザとその教授をフォローするユーザ』が正例候補であると考え

られる．そのような複雑な関係性は相互フォローやフレンド，

フォロワーを探索するだけでは得ることはできない．提案手法

によって，そのような正例間の繋がり方を学習できたことは，

探索の最適化において提案手法が有効であることを示している．

また，グラフパターンの番号が大きくなるにつれて，抽出され

る正例候補の数は絞られる．一方で，グラフパターンの番号が

小さくなると膨大な数の精霊候補が抽出されることになり，正

例候補に対するランキングで同じスコアを持つ正例候補が多数

出現するためランキングがうまく機能しない可能性がある．そ

のため，抽出される正例候補数と正例抽出の精度はトレードオ

フの関係であり，両者のバランスをとるようなグラフパターン

はグラフパターンの番号が大きすぎず，かつ小さすぎないもの

である．最も精度が良かった手法である ORにおいて最良のグ

ラフパターンが 15であることからも推測することができる．

6. まとめと今後の課題

本研究では，共通の趣味を持つ人々や，ある集団に属してい

表 3 スコアが最大のグラフパターン番号一覧

G0 G0.25 G0.5 G0.75 G1 AND OR

33 2 37 1 3 27 15

5 6

16

表 4 スコアが最大のグラフパターンの内包関係

提案手法 包含パターン

G0 1,2,3,5,7,8,9,10,16,17,20,22,25,26

G0.25 2,5,16

G0.5 2,4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,18,24,25,27,29,31,37

G0.75 1,6

G1 3

AND 2,3,6,8,11,18

OR 4,6

る人々等，特定の条件を満たすユーザを Twitter上で効率よく

収集する手法を提案した．また，提案手法がベースライン手法

より効率的な探索を行うことを比較実験によって示した．ユー

ザの探索には基本的なグラフパターンだけを用いるのではなく，

より複雑なグラフパターンも用いることで精度が改善すること

を示した．今後，他のクエリにおいてもグラフパターンの種類

を増やすことが精度向上に繋がるのか検証する必要がある．

本研究における今後の課題を以下に示す．

• 探索スコアの早期収束

• 初期値依存

• 正例候補集合へのランキング方法の改良

• 判定に多大な労力がかかる

まず，一つ目に関してだが，今回の実験では λを変更したどの

提案手法においても探索人数を増やすほど提案手法の nDCG

のスコアが高くなった．これは，充分な探索ののち，適切なグ

ラフパターンが選択されたことを表している．しかし，探索数

が少ない段階では十分な探索性能は得られなかった．そのため，

今後探索スコアが探索の早い段階で収束するように改善する必

要がある．次に，初期値依存に関してだが，現在の提案手法で

は探索の早い段階で正例を発見することができなかったグラフ

パターンはその後も探索が行われることはない．そのため，グ

ラフパターンごとに初めに正例判定される正例候補が非常に重

要となる．探索を最適化する上で有効でないグラフパターンを

取り除くことは重要であるが，過度な取り除きを行わないよう

にしなければならない．三つ目に関しては，正例候補スコアを

正例である確率として扱うことや提案手法における λの値を動

的に学習することなどの有効性について今後検証する必要があ



る．また，四つ目の課題として述べたように，人間の判定コス

トの高さも問題であると考える．現状では全ての正例判定に人

間が介入しているが，多大な労力がかかる点や判定が探索速度

の観点でボトルネックになりうる点などは改善の余地がある．

この課題を解消するためには探索開始段階だけユーザが判定を

行い，判定結果を機械に学習させることで徐々に人間の介入機

会を減らしていく，または人間が介入することなく正例判定を

行うなどが手段として考えられる．このような判定の自動化を

実現するために，判定を正例として適切か適切でないの二値問

題ではなく，確率的に処理できるよう提案手法の改善を行う必

要がある．

7. 謝 辞

本研究は、JST、CREST(JPMJCR16E3)の支援を受けたも

のである。

文 献
[1] John D. Burger, John Henderson, George Kim, and Guido

Zarrella. Discriminating gender on twitter. In Proceedings

of the Conference on Empirical Methods in Natural Lan-

guage Processing, EMNLP ’11, pages 1301–1309, Strouds-

burg, PA, USA, 2011. Association for Computational Lin-

guistics.

[2] Akshay Java, Xiaodan Song, Tim Finin, and Belle Tseng.

Why we twitter: Understanding microblogging usage and

communities. In Proceedings of the 9th WebKDD and 1st

SNA-KDD 2007 Workshop on Web Mining and Social Net-

work Analysis, WebKDD/SNA-KDD ’07, pages 56–65, New

York, NY, USA, 2007. ACM.
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