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サンプリングされたマイクロブログデータ上での 

ユーザーコミュニティ復元手法の検討 
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あらましあらましあらましあらまし  特定の話題や対象に興味を持つユーザーのコミュニティをソーシャルメディア上から抽出すること

は企業の商品マーケティングやプロモーション活動において有用である．マイクロブログで発信されるメッセージ

の中には，ユーザー間のメッセージ返信，転送等のやりとりも多く存在するため，このユーザー同士の関連性をネ

ットワークとすると，その強連結成分は一種のユーザーコミュニティとして捉えることができる．しかしながら，

リアルタイムに膨大な数のメッセージが発信されるマイクロブログでは，全データを取得してネットワークを計算

することは現実的ではない場合がある．一方で，サンプリングされたデータを使用した場合，メッセージ数が削減

されて本来連結したはずのユーザーのコミュニティが分断されてしまう．そこで本研究では，マイクロブログ上の

ユーザー間のリンク関係の近さと，各コミュニティのユーザーが発信したメッセージ内容の類似性に基づいて，サ

ンプリングされたデータからユーザーの本来のコミュニティを復元する手法を提案する． 
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Abstract  User community recognition in social media services is important to identify hot topics or users' interests and 

concerns in a timely way when a disaster has occurred. In microblogging services, many short messages are posted every day 

and some of them represent replies or forwarded messages between users. We extract such conversational messages to link the 

users as a user network and regard the strongly-connected components in the network as indicators of user communities. 

However, using all of the microblog data for user community extraction is too costly and requires too much storage space 

when decomposing strongly-connected components. In contrast, using sampled data may miss some user connections and thus 

divide one user community into pieces. In this paper, we propose a method for user community reconstruction using the lexical 

similarity of the messages and the user’s link information between separate communities. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

Twitter[1]に代表されるマイクロブログサービスで

は，従来のブログ等のソーシャルメディアと比較して，

メッセージの送信頻度やリアルタイム性が高く，また，

他のユーザーのメッセージへの返信や転送等のユーザ

ーのやりとりも多く発信される．各企業も，ユーザー

からの生の声を収集できる場として大きく注目してお

り，ソーシャルメディアから得られる情報を顧客対応

や商品マーケティングにいかす動きも活発になってき

ている．  

企業の商品マーケティングやプロモーション活動

において，その企業の商品や扱う製品分野に興味を持

つユーザーのコミュニティをソーシャルメディア上か

ら抽出することは有用である．Guan ら [3]は，ある商

品を購入したユーザー達の一部は，ソーシャルメディ

ア上でも友人関係等の同一のコミュニティに属してい

る傾向があるという事実を示している．すなわち，例

えばある企業が自社の商品の宣伝をする時に，既に購

入済みのユーザーが多く存在するユーザーコミュニテ

ィに属している，かつその商品を未購入のユーザーを

対象としてキャンペーンを実施した方が，購入済みユ

ーザーの口コミ等の影響を受けて実際に購入してもら

える期待値が高いことが期待される．  

マイクロブログ上で，ユーザーのコミュニティを抽

出する手法の一つとして，我々はマイクロブログで発

信されるメッセージの中の，ユーザーをノード，ある



 

 

ユーザーから他ユーザーへのメッセージ返信，転送等

のやりとりを枝としてネットワークを構築し，そのネ

ットワークから得られる強連結成分をユーザーコミュ

ニティとして定義する．  

しかしながら，日々膨大なメッセージが発信される

Twitter の様なマイクロブログを解析する場合に，計算

時間や，マシンリソース，データ取得 API の制限等に

より，サンプリングされたデータを利用して解析しな

ければならない状況がある．一方で，ユーザーやメッ

セージをサンプリングしたデータを使用する場合，情

報が削減されて本来連結したはずのユーザーのコミュ

ニティが分断されてしまう可能性が高まる．  

そこで本研究では，メッセージがサンプリングされ

たマイクロブログのデータを対象とした時に，マイク

ロブログ上のユーザー間のリンク関係の近さと，各コ

ミュニティのユーザーが発信したメッセージ内容の類

似性に基づいて，サンプリングされていない本来のユ

ーザーコミュニティを復元する手法を提案する．  

2. Twitter データデータデータデータをををを利用利用利用利用したしたしたしたユーザーコミュニユーザーコミュニユーザーコミュニユーザーコミュニ

ティティティティ抽出抽出抽出抽出  

2.1. Twitter 

Twitter [1] は，マイクロブログサービスを代表する

サービスであり，2006 年にサービス開始されてから，

2011 年には約 3 億のユーザーが利用している [4]．ユ

ーザーが発するメッセージは Tweet と呼ばれ，1 メッ

セージは 140 文字以内の文章で構成される．Twitter は

Follow と呼ばれる機能を有し，あるユーザーが他のユ

ーザーを Follow 登録することで，他ユーザーが発信す

るメッセージを自分の Twitter のホームページに表示

させることができる．自分を Follow しているユーザー

を，Follower と呼ぶ．また，ユーザー間でのメッセー

ジのやり取りとして Twitter には主に二つの特徴があ

る．  

Reply : あるユーザーが発信した Tweet に対して，

返信の Tweet を発信すること．Tweet の先頭に@user

名を挿入することで，そのメッセージは user 名宛の返

信扱いとなる．  

ReTweet(RT) : あるユーザーが発信した Tweet を再

発信すること．公式 RT と非公式 RT が存在し，公式

RT は再発信元のユーザー名で Tweet が発信され，非公

式 RT は再発信元 Tweet(再発信元のユーザー名を AA

とする )の先頭に”(再発信するユーザーのコメント ) RT 

@AA ” を挿入して再発信者の Tweet として発信する． 

2.2. Reply, RT からからからから構成構成構成構成されるされるされるされるユーザーネットワークユーザーネットワークユーザーネットワークユーザーネットワーク

のののの強連結成分分解強連結成分分解強連結成分分解強連結成分分解  

日々発信される Tweet の内訳をみると，Reply や RT

の Tweetも頻繁に発信されており，全体の 38%が Reply, 

9%が RT の Tweet であると観測されている [5]．  

そこで，1 ユーザーを 1 ノードとし，あるユーザーA

がユーザーB へ Reply の Tweet を送信した時，または

ユーザーA がユーザーB のメッセージを RT した時に

ノード Aからノード Bに有向の枝をはる．これにより，

ユーザーの Reply, RT の発信からネットワークが生成

される．  

我々は，このユーザー同士のネットワークから抽出

される強連結成分を一種のユーザーコミュニティとし

て捉える．強連結成分とは，ネットワークにおいて，

任意のノードから他の任意のノードへ有向枝を辿って

到達可能であることを表現する [7]．すなわち，強連結

成分を構成するユーザー群は，お互いにメッセージの

Reply や RT を頻繁に交わした履歴を持っており，何ら

かの会話を交わすような密な間柄であると推定される． 

例えば，抽出したコミュニティに属するユーザーの

Tweet の文章を構文解析して，そのコミュニティの特

徴となる語句を抽出し，それを各コミュニティへのラ

ベル付けに使用することで，自動的にコミュニティの

特徴を分類できる．また，ある企業が自身の企業に関

連する単語をキーワードとしてあげて，それらのキー

ワードを Tweet に含んでいるコミュニティを取得する

ことにより，その企業に関する何らかの話題を発信し

ていたコミュニティを得ることができる．   

2.3. Tweet データデータデータデータののののサンプリングサンプリングサンプリングサンプリング 

日々膨大なメッセージが発信される Twitter の様な

マイクロブログを解析する場合に，全データを対象と

せずにサンプリングされたデータを利用して解析しな

ければならない状況がある．例えば，一日あたり 6500

万件 [6]Tweet が配信される Twitter では，全データを取

得してネットワークを計算し，構文解析を実施するこ

とは計算時間を要する．また，Tweet データをストリ

ームで取得し続けるためには，ストレージや CPU リソ

ースも多く必要となる．また実際，一般に公開されて

いる無償利用可能な Twitter API [2] を使用する場合，

全データの約 1%しか取得することはできない．  

しかしながら，サンプリングされたデータを使用し

た場合，計算時間は削減されるがメッセージやユーザ

ー数も削減されるため，本来なら連結していたはずの

ユーザーのコミュニティが分断されてしまう現象が発

生する．次章では，分断されたコミュニティを可能な

限り復元する手法を提案する．  

3. サンプリングサンプリングサンプリングサンプリングされたされたされたされたデータデータデータデータからのからのからのからのユーザーユーザーユーザーユーザー

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの復元復元復元復元  

本章では，サンプリングされた Twitter データから抽

出したユーザーコミュニティを用いて，サンプルなし

の全 Twitter データから取得できるユーザーコミュニ

ティのユーザー集合を復元する手法について説明する． 



 

 

3.1. Tweet のののの内容内容内容内容のののの類似度類似度類似度類似度  

本来同じコミュニティに属するユーザー同士は，同

じ話題について Tweet を発信していたために，Twitter

の文章の中には類似する語句が多く出現すると予想さ

れる．たとえば，一眼レフカメラに興味があるコミュ

ニティでは，カメラやレンズの種類の名前やカメラの

専門用語等が多く含まれると考えられる．そこで，抽

出した各コミュニティのユーザーの Tweet 内容を構文

解析して得られる語句から特徴ベクトルを生成する．

特徴ベクトルを生成するにあたり，Tweet データ全体

で頻繁に使用されるような語句は，各コミュニティの

特徴付けには適さないと考えられるため，TFIDF 法に

よってそれらの語句の重要度を下げることにより，各

コミュニティ内で主に頻出する語句の重要度をあげる． 

以上の手順で取得した各コミュニティの特徴ベク

トル同士の類似度をコサイン類似度を利用して計算し，

あらかじめ設定したある閾値よりも高い類似度となっ

たコミュニティ同士を合体させることにより，コミュ

ニティを復元させる．  

3.2. コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ間間間間のののの Follow ユーザーユーザーユーザーユーザーのののの類似度類似度類似度類似度  

Twitter には，Reply, RT から生成されるネットワー

クとは別に，ユーザーの Follow 関係からのネットワー

クが存在する．我々が抽出するコミュニティは Tweet

のやりとりが密である友人関係の様なコミュニティで

あるため，各コミュニティに属するユーザーは，交友

関係も類似している可能性が高く，各ユーザーの

Follower や Following ユーザーの重複度が高いと考え

られる．そこで，分断されたコミュニティの各ユーザ

ーの Follower のユーザーリストを比較して，あらかじ

め設定したある閾値よりも高い類似度となったコミュ

ニティ同士を合体させることにより，コミュニティを

復元させる．  

3.3. 提案手法提案手法提案手法提案手法  

3.1 と 3.2 において，分断されたコミュニティの近さ

を測定して復元する手法を提案した．ところで， 3.1

だけを適用した場合 ,偶然同じ内容のメッセージが発

信されているが，実際に交友関係は存在しないネット

ワーク同士が復元される可能性がある． 一方 3.2 にお

いては，実際に交友関係のあるコミュニティ同士かも

しれないが，異なる趣味や興味をもつ，まったく別の

話題を話しているコミュニティが復元される可能性が

ある．そこで提案手法としては 3.1 と 3.2 の類似度を

かけあわせた結果をもとにしてコミュニティを合体さ

せる．以下に提案手法適用の手順を示す．  

1. サンプリングされた Twitter データから，Reply, 

RT のメッセージを抽出し，ユーザーをノード，

メッセージの送受信ユーザー間を枝としてネ

ットワークを生成する  

2. 生成されたネットワークから強連結成分を抽

出し，それらをコミュニティとする  

3. 2.で抽出されたコミュニティ毎に，Tweet の構

文解析を実施し，各コミュニティに頻出する語

句をもとに特徴ベクトルを生成する  

4. コミュニティ間の特徴ベクトルの類似度を計

算する  

5. 2.で抽出された各コミュニティに属するユーザ

ーの，Follower ユーザーのリストをコミュニテ

ィ毎に生成する  

6. コミュニティ間のユーザーリストの，ユーザー

の重複率を計算する  

7. 4.で計算した類似度と，6.で計算した重複率の

結果をかけあわせて，コミュニティ間の類似度

を計算する  

8. コミュニティ間の類似度が，あらかじめ設定し

た閾値よりも高い類似度となったコミュニテ

ィ同士は，本来同一のコミュニティであったと

みなして合体する  

4. 実験実験実験実験とととと検証検証検証検証  

サンプリングされた Twitter データからのコミュニ

ティの復元精度について，Twitter 実データをもとに実

験，検証を行う．  

4.1. 実験実験実験実験データデータデータデータ 

本実験では，一般に公開されている Twitter API[2]

を用いて取得したデータをもとに実験した．この API

を用いた場合，全 Tweet データを取得することができ

ないが，本実験では，正解率の検証が実施できるよう

に，この API から取得できたデータをもとに生成した

コミュニティを正解コミュニティとみなす．さらに

Tweet をサンプリングした状態のデータを対象にして，

コミュニティ復元の実験を行う．  

Twitter データは，ストリームで流れる Tweet の中か

ら，震災関連の以下のキーワードを含む Tweet を取得

した：”地震 災害  被災  買占め  買占  高騰  行列  節

電  節約  買い溜め  売り渋り  物価  値上げ  便乗値上げ  

停 電  送 電 停 止  需 給 逼 迫  詐 欺 ”． 収 集 期 間 は

2011/03/16 から 2011/04/03 である．収集したツイート

数は合計約 100 万件となった．   

4.2. 実験内容実験内容実験内容実験内容  

収集した Twitter データから，約 20%, 50% ランダム

に Tweet を削除してサンプリングした状態において強

連結成分のコミュニティを抽出する．100%のデータで

抽出したコミュニティのうち，20%,50%削減した時の

コミュニティではユーザー数が 5 割以上失われている

コミュニティを分断されたコミュニティとする．  

サンプリングされたデータで抽出したコミュニテ

ィを対象に 3 章で述べた復元手法を実施して，分断さ



 

 

れたコミュニティのうち何%復元できたかを測定する．

データの削減により，コミュニティに属するユーザー

の存在自体が削除されてしまっている場合があるが，

その時は，もとのコミュニティのユーザー数の 8 割以

上のユーザー数のコミュニティとして復元できていれ

ば成功とみなすこととした．  

また，比較として， (1) 3.1 節の Tweet 内容の類似度

の指標のみを用いて復元した場合と， (2) 3.2 節のコミ

ュニティ間の Follow ユーザーの類似度のみを用いて

復元した場合と， (3) 提案手法の，コミュニティ復元

成功率と， false-positive(偽陽性 )率を測定する．  

本実験において“コミュニティ”とは，3 ユーザー

以上で構成されている強連結成分とする．実際のコミ

ュニティ構成人数としては少ないかもしれないが，す

でに API でサンプリングされた状態のデータを実験

では 100%のデータとみなしているために，3 ユーザー

や 4 ユーザーの規模で構成されるコミュニティが多く

を占めていたためである．全データがそろった Twitter

から取得できるコミュニティを正解集合として実験す

る場合は，コミュニティとみなす最低ユーザー数をも

う少し多くするべきである．  

4.3. 実験結果実験結果実験結果実験結果  

4.3.1. 強連結成分抽出強連結成分抽出強連結成分抽出強連結成分抽出  

まず，実験データをサンプリングする前の状態で強

連結成分の抽出を行った (図 1)．ユーザー数 10140 人の

巨大なコミュニティが一つ抽出された他は，20 人以下

のユーザーのコミュニティが抽出されている．  

 

Size 

(ユーザー数 ) 

強連結成分の数  

2 3263 

3 456 

4 119 

5 41 

6 22 

7 5 

8 8 

9 2 

10 3 

11 1 

17 1 

10140 1 

図 1  抽出された強連結成分の分布  

 

Web のリンク構造上で強連結成分分解を実施すると，

一つだけ巨大な成分が構成されることが確認されてい

るが  [7][8]，我々が対象にした Twitter の Reply, RT リ

ンク構造からの強連結成分分解も同様の現象となった．

正田ら [9]は，Web リンクの強連結成分に対してリンク

間に距離概念を導入することにより，強連結成分の細

分化を行っている．本研究においても，同様のしくみ

により巨大な強連結成分を細分化できることが期待さ

れるが，今回はこれ以上は細分化せずに実験を行った．  

4.3.2. コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ復元復元復元復元  

次に，サンプリングされたデータを対象にしてコミ

ュニティ復元の成功率の測定を行った．  

図 2 に，実験データの 80%のデータからコミュニテ

ィ復元を実施した時の結果を示す．全データの 80%ま

で削減した時に分断されたコミュニティの数 (23)に対

する，復元成功したコミュニティ数の割合となってい

る．また， false-positive が表すのは，本来コミュニテ

ィではなかったユーザー同士が誤って復元されたコミ

ュニティの割合である．  

(1)の Tweet内容の類似度のみの復元がもっとも正解

率が低く， (2)の Follow ユーザーの類似度のみの復元

では約 20%のコミュニティが復元成功率であったが，

誤って復元されたコミュニティも 47%と高く，単純に

follower のユーザーの重複が高いだけで，実際に tweet

のやりとりが無いユーザーがコミュニティとみなされ

てしまっている．本手法は 30%の成功率で最も高く，

false-positive は 13%であった．  
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図 2  全データの 80%のデータを使用した時の 

コミュニティ復元成功率  

 

次に全体の 50%のデータからコミュニティを復元し

た時の結果を図 3 に示す．   
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図 3  全データの 50%のデータを使用した時の 

コミュニティ復元成功率  

分断されたコミュニティ数は 13 であった．各手法



 

 

とも，図 2 と同じような傾向であり，本手法は，成功

率 70%, false-positive は 7%と最も精度の高い結果を示

している．  

5. 関連研究関連研究関連研究関連研究  

World Wide Web 上のホームページのリンク構造や

Blog のトラックバックリンクからネットワークを生

成してクラスタリングする研究がこれまでに多く存在

する．ネットワーク構造のマイニング手法として，

Newman 法 [10] ではネットワークから抽出したクラス

タのモジュール性を評価する指標 modularity を計算す

る．modularity が高い程クラスタ内でのつながりが強

く，この modularity が最大  (極大 ) になるようにネッ

トワークを分割してコミュニティを発見している．ま

た，コミュニティ内のリンク数は密になるという仮定

のもと，最大流アルゴリズムを用いて，リンク構造が

密な部分を抽出する研究がある  [11]．いずれも無向グ

ラフの解析となっており，本研究で用いたデータセッ

トで抽出した場合，RT が一方的に伝播したようなコミ

ュニティも抽出されてしまう可能性がある．本研究で

目標としているのは，友人関係のような密なやりとり

が存在するコミュニティであるため，どのノードから

も任意のノードにたどりつけるようなコミュニティを

抽出するために強連結成分の分解を実施した．  

 

6. まとめまとめまとめまとめとととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題  

マイクロブログからユーザーコミュニティを抽出

するための一手法として，ユーザー間のメッセージの

返信や転送のやり取りにより形成されるユーザーのネ

ットワークを構築し，その中から抽出された強連結成

分のネットワークをユーザーのコミュニティとして定

義した．このコミュニティを抽出するにあたり，日々

膨大なメッセージが発信される Twitter の様なマイク

ロブログを解析する場合に，計算時間や，マシンリソ

ース，データ取得 API の制限等により，サンプリング

されたデータを利用して解析しなければならない状況

がある．  

しかしながら，ユーザーやメッセージをサンプリン

グしたデータを使用する場合，情報が削減されて本来

連結したはずのユーザーのコミュニティが分断されて

しまう可能性が高まるため，本研究では，Twitter の

Tweet がサンプリングされたデータを対象とした時に，

サンプリングデータから抽出した各コミュニティの

ユーザーが発信したメッセージ内容の類似度と

Twitter の Follow ユーザーの類似度に基づいて，

コミュニティを復元する手法を提案した．  

Twitter の実データを利用した実験にて，本手法によ

り，サンプリングにより分断されたコミュニティが，

false-positive 率を低くおさえて，高い復元率となるこ

とを示した．  

今後の課題として，関連研究で述べたように，コミ

ュニティ抽出の手法はこれまでに多く研究されており，

Twitter 上のコミュニティの定義のしかたにより最適

な抽出手法が変化すると考えられる．したがって，本

手法のみならず，他の手法を用いることによってどの

ようなコミュニティが抽出されるのかを比較検討して

いきたい．  
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