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あらまし  近年、Twitter、Instagramをはじめ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）が若者の中で流行
している。これに伴い、SNSユーザの嗜好の発見や推測の研究も発展している。その中で、トピックモデルを用い
て Twitterからトピックを抽出するのは一般的な手法であるが、優先順位を決めるのは困難である。本研究は、トピ
ックモデルを利用して Twitterから対象ユーザの嗜好トピックを抽出し、Twitterユーザの「いいね」、プロファイル、
フォロー、投稿内容などの関連情報を利用し、ユーザにとって興味があるトピックの優先順位を決定することで、

対象ユーザの嗜好を発見することを目的とする。	
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1. はじめに  
近年、自然言語処理（NLP）分野において、ソーシャ

ルネットワーク（SNS）上の文書分析に関する研究は
盛んである。それらの研究は主に、ユーザの SNS 上で
の発言を理解しようとする目的で行われている。ユー

ザの SNS での発言をうまく理解すれば、様々なウェブ
サービスの質も向上でき、より良いユーザ体験も提供

できる。このため、SNS 上の大量の文書データをどの
ように利用するかについて、現在、様々な研究が行わ

れている。  
また、多くの SNS の中で、Twitter は研究にとって最

も適切なプラットフォームであると考えられる。最近

の統計によると、Twitter は月に 335,000,000 のアクテ
ィブユーザがある [1]。つまり、研究にとって、データ
量は充分である。もう一つ重要な要因は、Twitter は非
常に便利な API を提供していることである。研究者や
開発者は自分の都合に合わせて、データセットを簡単

に取得できる。Twitter API を通じて、Twitter 上のデー
タ、たとえばツイートなどの内容が取得できる。  

Twitter を使っているユーザは、自分が関心や興味を
持っているアカウントをフォローする傾向がある。つ

まり、誰をフォローしているかという情報から、一人

のユーザの嗜好を大体推測できる。さらに、フォロー

されたアカウントの発言などの情報は、対象ユーザの

タイムラインで見ることができる。換言すれば、一人

のユーザが SNS で最も見ているのは、自分がフォロー
しているアカウントが何を投稿するかである。だから

こそ、その対象ユーザのタイムライン情報を利用して、

何らかの発見が得られるのではないかと考えている。  
そこで、本研究では Twitter ユーザのタイムライン情

報から、Latent Dirichlet Allocation (LDA)[2]トピックモ

デルを利用し、各トピックに重み付けを行うことで、

ユーザの嗜好を発見することを目標とする。  
また、ツイート文の中には、リンク、絵文字、略語

などのノイズが多く存在する。本研究はそれらの部分

も重視し、それらから取得した情報を活用することで、

対象ユーザの嗜好を推測する。  
本論文は次のように構成される。第 2 章では、関連

研究を紹介する。第 3 章では、提案手法について詳し
く説明する。どのように LDA モデルを使うか、そして
どのように重付けを行うかについて説明する。第 4 章
では、評価実験を行い、提案した手法を検証する。  

 

2. 関連研究  
これまでの SNS についての研究は、主に二つの方向

性に分けることができる。一つは、センチメント分析

というテキストマイニング技術などを用いて SNS 上
の書き込みからユーザの感情を分析する研究である。

Bifet ら [3]は、Massive Online Analysis というデータス
トリーム分析フレームワークを用いて、Twitter のユー
ザの感情をリアルタイムに検出できると述べている。

もう一つは、機械学習などの技術を使い、ユーザモデ

リングでペルソナを作り、ユーザの好みや性格などを

推測することである。どちらもユーザにタイムライン

の内容やアカウントの推薦を目指す研究である。  
Pak ら [4]は Twitter を感情分析のコーパスとして利

用するため、Twitter から感情を表現しているツイート
文を収集した。そして、集収した文書に対して、感情

の分析を行った。その中で、Happy emoticons: “:-)”, “:)”, 
“=)”, “:D” など、Sad emoticons: “:-(”, “:(”, “=(”, “;(” な
どの表情マークも収集された。それらの表情を利用し

て、ベイズ分類器を訓練させ、感情の極性を判断する



 

 

ための重要指標の一つとして扱った。  
斎藤ら [5]はソーシャルブックマーク（SBM）サービ

スを利用して、Twitter ユーザの興味語を抽出する研究
を行った。SBM のタグをもとに構築した類似語を用い
て、ユーザの嗜好や属性を抽出し、自身にとって相応

しい内容を推薦する。  
Zhao ら [6]はトピックモデルを用いて、新聞記事と

Twitter からのトピックの抽出結果を比較した。抽出し
たトピックを三つの種類に分類し、新聞記事と Twitter
から得たトピック結果を比較する。その結果、Zhao ら
は、ツイート文は短いが LDA モデルも有効であると

いう結論を得た。  
佐々木ら [7]は Twitter 上で、オンライン学習可能な

トピックモデルを提案した。このオンライントピック

モデルは時刻ごとにパープレキンティを計算し、時間

経過とともにトピックの変化を考慮している。この手

法は LDA モデルの改善自体に注目しているが、得ら

れた結果とユーザの Twitter 使用履歴の比較は行って
いない。  
古賀ら [8]はトピックモデルを用いて、Twitter 上のユ

ーザ推薦手法を提案した。古賀らが提案した手法は対

象ユーザのフォローしているアカウント名、リツイー

ト内容、リストなどを文書データとして、潜在トピッ

クを抽出する。この手法は確かにユーザ推薦を目指し

ているが、使っているデータが対象ユーザの嗜好を正

確に体現できるかという疑問がある。つまり、データ

に対して、異なる重みを付けた方が良いのではないか

と考えている。  

3. 提案手法  
3.1  定義  
ここで本論文中で使用する Twitter 用語について説

明する。  
a. タイムライン：Twitter でフォローしている全て

のアカウントのツイート文で構成されている。基本的

には時系列で並んでいるが、最近 Twitter の仕組みの変
更により、人気順で並べることも可能になっている。  

b. ツイート：ユーザが Twitter に投稿する内容のこ
とを指している。投稿された内容は 140 字の制限があ
る。  

c. リツイート：Twitter ユーザが他の Twitter ユーザ
のツイート内容を自分のタイムラインに表示させるた

め、自分のアカウントで改めて投稿すること。ツイー

ト文と同じように処理できる。  
d. いいね：他の Twitter ユーザの投稿内容に対して、

お気に入りになる場合、お気に入りのマーク（♡）をつ
けることである。  

e. ハッシュタグ：ある特定のトピックに関する投稿
内容であり、キーワードの前にハッシュマーク（#）が

付いている内容である。  
f. トピック：ここでは単に新聞記事やニュースの話

題、あるいは話題になる事件を指すだけではなく、特

定の分野を代表する名詞を指す。「World Cup 2018」、
「Barack Obama」あるいは「立命館大学」など、これ
ら全てをトピックとみなすことができる。  

3.2  提案手法の概要  
	 図 1 に提案手法の流れを示す。本提案手法は主に五
つの段階に分けられる。第一段階は、Twitter API [11]
を使って、対象ユーザのフォロー内容、ツイート・リ

ツイート・リプライ内容、「いいね」の内容とプロファ

イル情報を全て取得する。その後、取得されたデータ

に対する前処理を行う。ここで、英語と日本語に分け

て、それぞれ前処理を行う。第二段階は、前処理が済

んだフォロー内容を LDA モデルに入力し、幾つかの

候補トピックを抽出する。次の第三段階は、対象ユー

ザのツイート・リツイート・リプライ内容、「いいね」

の内容とプロファイル情報を利用して、抽出した候補

トピックリストに重み付けを行う。次に、重み付けの

結果をもとに、抽出したトピックリストをランキング

する。最後に、重み付けの結果によって、一つの閾値

を算出する。トピックリスト中の重みが閾値より高い

トピックは対象ユーザが興味を持っているトピックと

推測する。  
3.3	 データセット  

  まずは Twitter API を通じて、対象ユーザ A のフォロ
ー内容をすべて取得し、リスト TimeLine を作る。次に、
対象ユーザのツイート・リツイート・リプライ内容、

「いいね」の内容とプロファイル情報を取得する。そ

れぞれに対して、前処理を行う。  

本研究中のツイート・リツイート・リプライ内容、

「いいね」の内容は全て、ツイート文のことである。

LDA モデルは新聞記事や論文のような厳密かつ長い

文書を処理するのが得意である。しかしながら、一つ

のツイート文が 140 字以内で、それに加えて、ネット
用語や絵文字などが多く出現するため、LDA モデルは
ツイート文の処理に適切ではないという意見が少なく

ない。ここで、対象ユーザのタイムラインにあるツイ

ート文を全てまとめて、一つのドキュメントとして扱

う。ネット用語と絵文字の処理は後で述べる。  
 

図 1 提案手法  



 

 

3.4	 前処理  
自然言語処理分野で、前処理は極めて重要な部分だ

と思われる。前処理をうまくできなければ、実験結果

にも大きく影響して、結局、実験が失敗する場合が少

なくない。本節では、実験を行うための前処理につい

て説明する。また、本論文は英語と日本語の二つの言

語に対応するため、それぞれの前処理手法を説明する。	  
3.4.1	 英語文の前処理  
英語の文書は日本語の文書と違って、単語と単語の

間がスペースで区切られている。単語ごとにストップ

ワードかどうかを判断できる。ここでいうストップワ

ードとは、本研究の実験結果に対する、結果の精度に

影響を及ばす単語のことである。例えば、英語の you
や the などの単語を指している。このようなストップ
ワードを削除するため、ストップワード辞書の利用が

不可欠と考えられる。しかしながら、現在既存のスト

ップワード辞書は論文や新聞記事のような整った文書

に対するものであり、本研究の Twitter 文書の分析にそ
のまま適用できない。なぜなら、Twitter 上はネット用
語や独自の単語などが極めて多いため、既存の辞書を

使うと、削除しきれない。そのため、改めて Twitter 用
のストップワード辞書を作る必要がある。そこで、本

研究では Twitter 用のストップワード辞書を構築して
いる。現在、SNS ストップワード辞書として 362 個単
語を収録している。作成されたストップワード辞書を

用いてフィルタリングし、ツイート文書を Bag of 
Words（BoW）モデルに変換する。  

3.4.2	 日本語の前処理  
前節で英語文書の前処理を述べた。本節では日本語

の前処理方法を説明する。  
英語と異なり、日本語は単語をスペースで区切らな

いため、前処理の方法も異なる。英語の場合は、スペ

ースにより文を区切り、ストップワードを削除するこ

とで、文書中のノイズをほぼ削除することができる。

その後、ステミングを行い、さらにノイズを削除する

ことで、BoW モデルを適用できる。しかしながら、日
本語の場合、英語のように直接単語の分割が不可能な

ため、まずは形態素解析を行う必要がある。日本語形

態素解析は、日本語の文法や単語の品詞により、日本

語の文書を形態素に分割する。形態素は、言語の意味

を持つ最も小さい単位のことである。つまり、日本語

のツイート文を形態素解析により、{私	 名詞}のよう
な形態素 -品詞のペアの集合を生成できる。本研究では、
日本語のツイート文に対して、形態素解析を行い、形

態素と品詞を抽出する。ツイート中の名詞はユーザの

趣味や嗜好に関するトピックを表す可能性が高いため、

名詞を保持する。また、形容詞はユーザの感情を表す

ことが多いため、形容詞も保持する。つまり、日本語

形態素解析により、名詞や形容詞だけを保持し、他の

部分を削除する。そして、残った部分を文書ベクトル

とする。  
  3.5	 LDA モデル  
  Scikit-learn ライブラリ [9]の LatentDirichletAllocatio 
n という関数を利用して、事前に作成した文書を LDA
モデルの入力として、トピック抽出を行う。この段階

で、事前に設定した個数のトピックを抽出する。各ト

ピックに対して、設定した個数のキーワードを選び出

す。ここで、Twitter に対しては、10 個のトピックと 20
個のキーワードを選び出すと最適な結果が得られる。

この点については、筆者らによる以前の論文 [10]で、す
でに実験を通じて検証している。  
  3.6	 重み付け  
  ユーザが候補トピックリストの中でどのトピックに
最も興味を持っているかを決めるため、重み付けをす

る必要がある。対象ユーザ A のツイート・リツイート・
リプライ内容、「いいね」内容とプロファイル情報を利

用して、重み付けする。ここでツイート・リツイート・

リプライ内容はすべて対象ユーザの投稿内容とみなす

ことができるため、同じように扱う。対象ユーザが登

録した「いいね」の内容については、「いいね」と登録

したツイート文はユーザの関心や興味を最も表現でき

る内容だと考えられる。したがって、重みを他の情報

の 2 倍にする。もう一つ利用する内容は対象ユーザの
プロファイル情報である。この部分は主に対象ユーザ

の属性を短く記述しているため、一定程度ユーザの嗜

好に関連すると考えられる。  
	 これらの三つの要素を利用する前に、もう一つの処

理を行う必要がある。三つの要素の中の絵文字、ハッ

シュタグと＠の情報を取り出し、さらに重み付けの要

素として利用する。  
	 まずは、ハッシュタグと＠マーク内容についての処

理である。ハッシュマークの後ろには常にトピックを

表現する単語が付いているが、略語 (#Ars)や何個か連
続した単語を繋げたもの (#mostbeautifulgame)などが多
いため、扱いにくい。現状では、単にハッシュマーク

を削除して、残った部分は一つの単語として利用する。

同じように、＠の内容は基本的には他のユーザへの返

信であるため、これが付いている文書は他のアカウン

ト名を指している。ここで、アカウント名を一つの単

語として処理する。換言すれば、ハッシュマークと＠

マークの部分はそれぞれのマークを取り除いて、残っ

た部分は単語として、BoW モデルに加える。  
	 もう一つは絵文字の処理である。Emojipedia [10]と
いう Twitter の絵文字サイトによると、現在 Twitter で
は 2823 個の絵文字がある。その 2823 個の絵文字は表
情＆人間、動物＆自然、食べ物＆飲み物、活動、旅行



 

 

＆場所、もの、マーク、旗という八つの種類に分ける

ことができる。本研究では、絵文字はすべでトピック

絵文字として処理する。「⚽, サッカー , soccer」のよう
な対応関係を作って、文書の一部分として扱う。すな

わち、処理の際、「⚽」の絵文字を日本語の「サッカー」

と英語の「 soccer」に置き換えて、処理する。  
	 このように、対象ユーザのツイート・リツイート・

リプライ内容、「いいね」内容とプロファイル情報を利

用し、絵文字、ハッシュタグと＠の内容を加えて、LDA
モデルから出力されたトピックリストの一つずつにつ

いて重みを計算する。計算方法は三つの要素とトピッ

クのコサイン類似度をそれぞれ計算し、結果を加算し

て、トピックの最終の重みとする。具体的には式 (1)の
ように表現できる。  
 

𝑊"# = 𝑊%# +	𝑊(# +	𝑊)#        (1) 

 
ここで、𝑇+はトピックリスト中の m 番目のトピッ

クを指している。𝑊"#は m 番目のトピックの最終の重
みである。𝐿+は m 番目のトピックと「いいね」内容
L の類似度の計算結果である。同様に、𝑊(#はツイー

ト・リツイート・リプライ内容との類似度の計算結

果、𝑊)#は対象ユーザのプロファイルとの類似度の計

算結果である。換言すれば、三つの要素とトピックの

それぞれのコサイン類似度の計算結果の和が該当トピ

ックの重みである。例として、式 (2)は m 番目のトピ
ックと「いいね」内容 L のコサイン類似度の計算式
である。  
 

𝑊%# = "#	×	%

."#/ 	×	√%/
           (2) 

 
  3.7	 トピックのランキングと閾値の計算  
  重み付けの結果、全てのトピックに重みが付いてい
るため、その結果をもとに、ランキングをする。ここ

では、単に重みの大小でランキングして、上位のトピ

ックはユーザが興味を持っているトピックであると推

測する。  
  しかしながら、ランキングされたトピックリストの
上位何番目までがユーザの興味なのかは分からない。

この問題を解決するため、一定の閾値を設定する必要

がある。トピックの重みが設定された閾値より高い場

合、対象ユーザの興味と推測する。閾値の決定に関し

ては、重みの中央値と平均値を試したが、平均値の場

合は良い結果が出るので、現在は重みの平均値を使っ

ている。  
 

4. 評価実験  
4.1	 実験  
今回の実験では、20 人の Twitter ユーザを実験対象

として、提案手法を評価した。最終的な評価のため、

実験を行う前に、20 人の Twitter ユーザはまず自分が
興味ある分野の数あるいは興味があるトピックの数を

答えてもらう。そして、20 人のユーザは本論文の提案
手法を通じて、それぞれの嗜好を推測し、結果を記録

する。表１に示したように、対象ユーザに対して、推

測のすべての結果の数と正しい結果を記録する。  
4.2	 実験結果の評価  
本論文の提案手法は適合率（ precision）、再現率

（ recall）、F 値（F-measure）の三つの指標を通じて評
価を行う。適合率は、推測された結果の正解率を表す。

再現率は推測された正確な結果のうち、実際に正確な

結果の割合を表す。F 値は適合率と再現率をの調和平
均である。この三つの指標は情報検索の有効性を示す

指標である。  
本研究では、各実験対象に対して、それぞれの適合

率、再現率、F 値を算出した。表１の「興味ある分野
数」は対象ユーザが事前に記入した内容である。「正し

い推測」は対象ユーザに対して、本研究の提案手法に

よる推測結果のうちの正しい結果の数である。「全部の

推測」は提案手法で推測された結果の数である。  
表 1 の結果により、全被験者の適合率の平均値は

0.82、再現率の平均値は 0.75、F 値の平均値は 0.77 で
ある。  

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = |{;<=<><?@	ABCD}∩{;<@;G<><A	ABCD}|
|{;<@;G<><A	ABCD}|

   (3) 

 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = |{;<=<><?@	ABCD}∩{;<@;G<><A	ABCD}|
|{;<=<><?@	ABCD}|

   (4) 
 

𝐹 −𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2	 O;<CGDGB?	・;<CP==	
O;<CGDGB?Q;<CP==

    (5) 
 

5. 考察  
本稿で述べた実験は、3 章で提案した手法により、

対象 Twitter ユーザの嗜好を発見し、推測するものであ
る。そして、アンケートと数値を組み合わせて、推測

の結果が正確かどうかを判断した。さらに、提案手法

で発見した嗜好ランキングと被験者の実際の好みの順

番が一致するかどうかを比較した。前節の評価実験で

述べたように、最終的な結果は必ずしも良いとは言え

ないため、まだ改善すべき点が多くあると考えている。 
 
 



 

 

本研究では、対象の Twitter ユーザのフォロー内容か  
ら、様々な Twitter 特有の要素を利用しているが、フォ
ローされたユーザの間の関連性はまだ考慮していない

状態である。実際の Twitter の使用経験によると、
Twitter ユーザは、興味を持っている分野の中で複数の
アカウントをフォローする傾向がある。例えば、ある

対象ユーザが Jack Wilshere と Mesut Özil の二人のア
カウントをフォローしている場合、この二人ともサッ

カー選手である。さらに、同じアーセナルというサッ

カーチームのチームメートである。このような情報を

先に抽出できれば、対象ユーザがサッカーのトピック

が好きだと推測できるだけではなく、より正確にアー

セナルというサッカーチームのトピックが好きだと推

測できると考えている。すなわち、フォローリスト中

のアカウントの間の関係を有効に利用すれば、推測の

精度を向上できると考えている。  
 

6. おわりに  
本論文では、Twitter ユーザの情報をもとに、LDA ト

ピックモデルを利用して、ユーザの嗜好を発見する手

法を提案した。対象ユーザが Twitter のタイムライン内
容を利用し、ツイート・リツイート・リプライ内容、

「いいね」内容とプロファイル情報を利用して、重み

付けする。重み付けを行う際、絵文字、ハッシュタグ

など Twitter 特有の要素も考慮する。最後にランキング
されたトピックリストから閾値を決定し、対象ユーザ

が何に最も興味を持つかを発見する。  
現在、本研究はまだ多くの改善の余地がある。本論文

で述べた Twitter の略語の認識と扱い以外に、今後の課
題はまだいくつか残っている。評価実験中の閾値の決

定が適切かどうかはまだ検証していない。これについ

ては、他の決定手法も考えられるため、今後はそれら

の手法を試し、比較してから決定する予定である。ま

だ、ハッシュタグ中で連続する単語を区切って処理す

れば、精度を一層向上できると考えられる。これは今

後の課題の一つとして、手法を検討していく予定であ

る。  
 

参	 考	 文	 献  
[1] https://www.statista.com/statistics/272014/glo
balsocial-networks-ranked-by-number-of-users/, 
2018.10 
[2] Blei, David M., NG, Andrew Y., JORDAN, Michael I., 
“Latent dirichlet allocation”, Journal of machine Learning 
research, pp.993-1022, 2003 
[3] Albert Bifet, et al. “Detecting Sentiment Change in 
Twitter Streaming Data”, Workshop and Conference 
Proceedings 17, pp.5-11, 2011 

表１実験評価  



 

 

[4] PAK, Alexander; PAROUBEK, Patrick. Twitter as a 
corpus for sentiment analysis and opinion mining. 
In: LREc. 2010. p. 1320-1326. 
[5] 齋藤準樹 , 湯川高志 , “ソーシャルブックマークを
基にした Twitter ユーザの興味語抽出・推薦手法の提
案と評価”, 情報処理学会研究報告：情報基礎とアクセ
ス技術 , pp.1-8, 2011 
[6] Zhao, W. X., Jiang, J., Weng, J., He, J., Lim, E. P., Yan, 
H., & Li, X., “Comparing twitter and traditional media 
using topic models”, In European Conference on 
Information Retrieval, Berlin, Heidelberg, pp.338-349, 
2011 
[7] 佐々木謙太朗 , 吉川大弘 , 古橋武 , “Twitter におけ
るユーザの興味と話題の時間発展を考慮したオンライ
ン学習可能なトピックモデルの提案 ”, 情報処理学会
論文誌数理モデル化と応用 , pp.53-60, 2014 
[8] 古賀裕之 , 谷口忠大 , “潜在トピックに着目した  
Twitter 上のユーザ推薦システムの構築 ”, ヒューマン
インタフェースシンポジウム , pp.867-872, 2010 
[9] http://scikit-learn.org/stable/, 2018.11 

[10] Wang Yu, 前田亮 , “トピックモデルを用い Twitter 
フォロー情報からのユーザ嗜好の推測手法の提案”, 
第 10 回データ工学と情報マネジメントに関するフォ
ーラム , 2018, 3 
[11] https://emojipedia.org/stats/, 2019.01 


