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あらまし   Twitter において，ユーザは他のユーザをフォローすることで Tweet を取得する．しかし，ユーザがフォローし
ていないユーザも，ユーザが興味のある Tweetを発している可能性がある．本研究では，ユーザのフォローネットワークを利用
して，そのユーザの興味があり，意外である可能性がある Tweetの推薦を行う．フォローネットワークはユーザごとに固有であ
り，そのユーザの興味が強く反映されているので，興味深い情報が取得できると考えられる． 
キーワード   Twitter，Tweet，フォローネットワーク 

1. はじめに  
	 近年，スマートフォンや iPad 等の情報端末の普

及により，気軽にインターネットにアクセスできる

環境が整ってきており，それらを用いて自ら情報発

信をするユーザも爆発的に増加している．その影響

を受け，インターネット上には現在，今まで以上に

多種多様かつ膨大な情報が存在している．そうした

背景の下，膨大な情報の中から，ユーザが有用な情

報を，明示的にクエリを入力することなく，効率的

に取得する情報推薦の機能が重要になっている．	 

	 これまでにも情報推薦に関して活発な研究が行

われ，様々な提案が行われている．従来の情報推薦

手法は，内容ベースフィルタリングと協調フィルタ

リングの 2 種類に区別できる．内容ベースフィルタ

リングでは，ユーザの嗜好を表すプロファイルを明

示的または暗黙的な手法により取得し，ユーザのプ

ロファイルに合致した情報を提供する．一方協調フ

ィルタリングでは，ユーザの対象に関する評価に基

づいて，評価の類似性を利用して，未知の情報に対

する嗜好を推定し，推薦を行う．	 

	 従来の推薦手法の問題点の一つとして，ユーザの

潜在的な興味に基づいた情報の推薦が困難である

ことがあげられる．つまり，内容ベースフィルタリ

ングでは，取得されるユーザのプロファイルは基本

的に現在の嗜好を表しているため，ユーザ自身が自

覚していない潜在的な興味の発見につながる情報

を推薦できない．一方，協調フィルタリングでは，

類似した嗜好のユーザの評価に基づいて，潜在的な

興味の発見につながる情報推薦が可能となること

もある．しかし，新しい情報に関しては，ユーザの

評価が行われていないため，適切な情報推薦が行う

ことができないという問題（コールドスタート問題）

があることが知られている．	 

	 	 一方，近年，Twitter[1]に代表されるマイクロブ	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ログサービスが普及し，2011 年には日本国内で約 1760	 	 

万人が Twitter を利用するまでになった．	 

Twitter では，140 字以内の tweet と呼ばれる短

いテキストを投稿可能である．Twitter のユーザは，

タイムラインと呼ばれる，自身の掲示板を持つ．タ

イムラインには，自分が投稿した tweet が表示され

るだけではなく，自分がフォローした Twitter ユー

ザが投稿した tweet も表示される．自分が興味を持

つユーザをフォローし，自分のタイムラインを定期

的に閲覧することで，ユーザは興味がある人物の発

する情報を取得できる．自分がフォローしたユーザ

を自分のフォロウィーと呼び，自分をフォローして

いるユーザを自分のフォロワーと呼ぶ．	 

Twitter は，ユーザが,日記のように日々起こった

ことを tweet として投稿したり，広い範囲に向けて

情報を発信することを目的としたニュースや報道

に関する tweet を投稿したり，他者とのコミュニケ

ーションを目的にした tweet を投稿したりと，様々

な目的で使用されているが，代表的な利用目的とし

て情報収集がある．本研究では，Twitter を利用し

てユーザの潜在的な興味を喚起する情報推薦を行

う手法を提案する．Twitter では，ユーザがフォロ

ーしていないユーザの tweet に，ユーザが興味を持

つ tweet が数多く存在していると考えられる．しか

し，1 人のユーザが確認可能な tweet の数には限界

があり，それらを全てユーザが閲覧することは現実

的でない．本研究の目的は，ユーザがフォローして

いないユーザの tweet から，興味を持つ可能性のあ



 

 

る tweet を推薦することで，ユーザの新しい興味の

発見を促すことである．	 

 
 
 

2. 関連研究  
これまでにも，Twitter に関して多数の研究が行われ

ている．  
	 田中ら［2］は，Twitter においてユーザが，他のユ
ーザをフォローする際の意図を，「内容指向」，「ユーザ

指向」，「相互性」の 3 種類に分類し，自動的に分類す
る手法を提案している．内容指向のフォローとは，「発

信するユーザによらず，tweet の内容が知りたい」とい
う要求に基づくフォローである．ユーザ指向のフォロ

ーとは，「そのユーザの tweet だから内容を知りたい」
という要求に基づくフォローである．相互性のフォロ

ーとは，「コミュニケーションを取るためのフォローで

あるか」という指向である．  
	 伊藤ら [3]は，特定の tweet と，それに関連する tweet
に関して，それらの投稿日時の広がりとそれらを投稿

したユーザの分布に基づくスコアを tweet に付加する
ことにより，tweet を分類する手法を提案している．分
類対象とした tweetに関連する tweetの投稿日時の広が
りが狭い場合，ニュースやイベントなどに関連した内

容である可能性が高く，広い場合は「おはよう」「お腹

すいた」というような日常的な内容である可能性が高

いとしている．また，特定のユーザ間で tweet されて
いる場合は，趣味に関する話題など，グループ内での

コミュニケーションに関連した tweet である可能性が
高く，それとは逆に幅広いユーザ間でツイートされて

いる場合は，より一般的な内容に関する tweet である
可能性が高いとしている．  
	 有光ら [4]は，twitter において断片化されているユー
ザ体験 (就職活動等 )に関する情報をキーワード列で表
現し，tweet の時系列性や語の関連性およびユーザ体験
を構成する行動の遷移を考慮して，ユーザ体験単位で

tweet をまとめて検索，組織化する手法を提案している．
例えば「就職活動」というユーザ体験は，「エントリー」，

「説明会」，「面接」，「内定」という行動から特徴付け

られる．一般的に，「エントリー」が済んだら「説明会」

に参加し，「面接」を受けて「内定」に至るという大ま

かなプロセスがあるため，これらのキーワードが，こ

の順で登場する tweet を抽出することで，目的のユー
ザ体験の候補の抽出ができるとしている．  

 
	 

3. アプローチ  
ユーザがフォローするユーザは，有名人であったり，

サッカー，スマートフォンについての情報を発信する

ような特定の分野に詳しい人であったり，情報発信を

している訳ではないが，「面白い」風刺のような tweet 

図 1：有用でないツイートの例	 

	 

	 

	 

図 2:推薦対象となる tweet	 

 
を発信する人であったり，友人であったりと，多岐に	 

渡る．また，類似の情報を発信するユーザでもその表

現方法には個人差があり，その言い回しも違っている．

ユーザがフォローしていないユーザの中にも，ユーザ

が興味を持つ tweet を発信しているユーザが数多く存

在していると考えられる．	 

ユーザは基本的に，興味のある情報を得るために他

のユーザをフォローする．Twitter にはリツイートと

いう自分のフォロウィーのお気に入りの情報を自分の

フォロワーに見せる機能等があり，自分の tweet がフ

ォロウィーの tweet に影響されることが多い．そのた

め，ユーザがフォローしていないユーザの中でも，フ

ォロウィーのフォロウィーの tweet は，ユーザにとっ

て潜在的興味を持つ可能性が高いと考えることができ

る．このフォロウィーのフォロウィーのを本研究では

「潜在的興味フォロウィー」と呼ぶ．	 

	 現在の日本における一日あたりの tweet 数は，約 2

億件にも登る．フォロウィーのフォロウィーの tweet

のみを考えても，例えば各ユーザに 100 人の friends

がいると仮定すると，潜在的興味フォロウィーは

10,000 人，その各ユーザが一日 10tweet すれば，推薦

候補となる tweet は 10 万 tweet にもなり，全てをユー

ザの tweet をタイムラインに提示するのは現実的では

ない．	 



 

 

そこで，本研究では，潜在的興味フォロウィーが提示	 

する	 tweet	 の中で，ユーザの新しい興味の発見につな

がる	 tweet	 を選別し，推薦する．しかし，ユーザの潜

在的な興味そのものを同定する	 ことは困難である．そ

こで，我々は，潜在的興味フォロウィーが発する tweet

の内，以下の	 3	 種類の tweet を除外し，提示する候補を

限定する． 

	 1. 	 ユーザが興味をもたないと思われる tweet	 

	 	 2.	 ユーザにとって意外性がないと思われる tweet	 

	 	 3.	 他人への情報提供を目的としていない tweet	 

上記の３種類の tweet を除外するために，われわれ

は，ユーザにとって「興味がある tweet」，「意外性

のない tweet」，「有用でない tweet」の３種類の tweet

を自動的に抽出することを考える．	 

一般的に twitter では，ユーザは，日常で起こった

ことを tweet したり，タイムラインに現れる気になっ

た tweet のリツイートを行う．そこで，ユーザ自身が

発した tweet をユーザにとって「興味がある tweet」

であると考える．	 

ユーザは，興味を持ったユーザをフォローし，その

tweet をタイムラインで閲覧するので，タイムライン

に現れる tweet は，ユーザにとって既知であると考え

ることができ，これを，ユーザにとって「意外でない

tweet」であると考える．	 

また，潜在的興味フォロウィーが全て，他人への情

報提供を目的とした	 tweetをするとは限らない．潜在

的興味フォロウィーのtweetの中には，図1に示すよう

に「今日は○○を食べた」というような，個人の日常

に関する感想を記述したtweet	 が含まれることも多い．

そのような	 tweet	 を，ユーザにとって「有用でない

tweet」と定義する．	 

定義したtweet集合の全容を図2で示す．本研究では，

この「興味があるtweet」，「意外でないtweet」，「有

用でないtweet」の３つを用いて，推薦対象のフィルタ

リングを行う．以下に，フィルタリングする手法につ

いて述べる．	 

	 

4. 処理手順  
本研究では，単純ベイズ分類を用いて tweet のフィ

ルタリングを行う．  
まず，TwitterAPI を用いて，推薦候補となる tweet，

興味がある tweet，意外性のない tweet，有用でない tweet
をそれぞれ取得する．取得した tweet から形態素解析
で単語を抽出し，単語の出現確率を基に tweet の学習
データを作成する．  
ある tweet(tweet)が，興味がある tweet(興味 )に分類

される条件付き確率 P(興味 |tweet)は，ベイズの定理に
基づいて以下の式によって表現される．  

	 

	 

図3：単語集合	 

	 

 

! 興味 !"##! =
! !"##! 興味 ! 興味
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ここで，条件付き確率 P(tweet|興味 )は以下の式で計算
できる．  
 

Ｐ !"##! 興味   =    ! ! 興味   ×
!∈W

   1 − ! ! 興味
!∉W

 

 
ここで W は， tweet に含まれている全ての単語集合を
表す．ここで，P(w|興味 )は，興味がある tweet に単語
w が含まれる条件付き確率を表し，学習データを利用
して以下の式によって求める．  
 

P w 興味 =
twf w,興味
twf 興味

  

 
ここで， twf(w,興味 )は，学習データ集合中で，単語 w
を含み，かつ，ユーザが興味を持つツイートの数であ

る．一方， twf(興味 )は学習データ中でユーザの興味を
持つツイートの総数である．  

	 twf(w,興味 )および twf(興味 )を求めるためには，学習
データ中でユーザが興味を持つ tweet の集合を指定す
る必要がある．これは，これは，ユーザによって異な

ると考えられ，利用者が明示的に指定することは現実

的ではない．そこで，我々は，ユーザが自分で発した

tweet は自分に興味がある tweet であると仮定し，以下
の式によって求めることとした．  
 
 
 



 

 

表 1：上位 5 件の tweet 
 
 

twf(w,興味 ) = twf(w,自分の発した tweet) 
  

twf(興味 ) = twf(自分の発した tweet)  
 
同様にして，意外でない tweet，有用でない tweet の

確率も以下の式で求めることができる．  

! 意外でない !"##!

=
! !"##! 意外でない ! 意外でない

! !"##!
 

 

! 有用でない !"##!

=
! !"##! 有用でない ! 有用でない

! !"##!
 

この確率を利用して，意外な tweet である確率，有
用な tweet である確率を求める．意外な tweet である確
率，有用な tweet である確率は以下の式で求めること
ができる．  

! 意外 !!""#   = 1 − ! 意外でない !"##!  
 

! 有用 !"##!   = 1 − ! 有用でない !"##!  

 
同様にして，有用な tweet である確率も求めること
ができる．対象となる tweet に対して，これらの確
率を計算し，意外であり，興味があり，有用である

tweet を推薦する．単語集合の概念図を図 3 に示す． 
 

5. 予備実験  
5 . 1 実験手順 	 

	 提案手法の予備実験を行った．予備実験では，

Twitter API を用いて，Twitter 上から「潜在的興味
tweet」  
を 248,488 件，「興味のある tweet」を 3191 件，「意
外でない tweet」を 754 件取得した．ユーザは筆者自
身のアカウントとした．取得した tweet の本文を形
態素解析し，名詞のみを抽出してデータベースを作

成し，「潜在的興味 tweet」がユーザにとって興味が
ある確率を求めた．確率をもとにランキングした上

位 5 件の tweet を表１に示す．  
 
5 . 2 	 実験結果と考察 	 

 
実験の結果は必ずしもユーザが興味を持つと思われ

るツイートが取得されたとは言えない．その理由と

して，上位の tweet には全て単語数が多いというこ
とがわかる．つまりこの結果は，確率 P(tweet)が上
手く取得できていないことを示している．  
ここで  

! !"##! =    !(!)	 ×	 (1 − ! ! )
!∈!!∈!

 

であり，各々の単語の確率は  

!(!|興味 )
P(w)

 

と表すことができる．この確率上位 10 件の単語は以下
のようになった．  

1 今日  6 完全  
2 今  7 アンケート  
3 研究  8 画像  
4 明日  9 強力  
5 お願い  10 簡単  

表２ :上位 10 件の単語  
 

この結果から，興味がある単語が上手く取れていな

いことがわかる．これは，一般的な語の重要度が高く

なっているためと考えられる．今後は，そのような一

般的な単語の重要度を下げることで，定義したそれぞ

れの tweet の差別化をしていく必要がある．具体的に
は ,語の一般度を計るために ,Twitter 上の全てのユーザ
の tweet が時系列順に表示されるパブリックタイムラ
インの tweet を取得し ,その中で頻繁に現れる単語と同

1 TPP 賛成派	 言論人：池田信夫、谷内正太郎  、花
岡信昭、大前研一、伊藤元重、田嶋陽子、高野孟、

福田和也、田久保忠衛  、森本敏、小泉純一郎、
西村ひろゆき、田原総一郎、大宅映子、松原聡、

太田弘子、石川和男、長谷川幸洋他。  
2 三浦展、藤村龍至編著『3・11 後の建築と社会デ

ザイン』（平凡社新書）の見本ができました。参

加者は山本理顕、島原万丈、大月敏雄、中村陽一、

藤村正之、松原隆一郎、家成俊勝、松隈章、永山

祐子、広井良典、山崎亮、大野秀敏。11 月 15 日
出荷開始です。 twitpic.com/7c0cjr 

3 2676|TPP 賛成派	 言論人：竹中平蔵、星浩、櫻井
よしこ  、辛坊治郎、高橋洋一、阿比留瑠比、松
本健一  、財部誠一、屋山太郎、勝間和代、猪瀬
直樹、古賀茂明、三宅久之、古森義久、田勢康弘、

岸博幸、堀江貴文、田中直毅、田村秀男、伊藤洋

一  （続く  
4 名古屋の難読地名：主税町、水主町、橦木町、御

器所、振甫、五女子、志段味、鴻仏目、小碓町、

味鋺（尾張名古屋大百科より） / 答え：ちからま
ち、かこまち、しゅもくちょう、ごきそ、しんぽ、

ごにょうし、しだみ、こうぶつめ、おうすちょう、

あじま  
5 日経プラス 1 は大学学食ランキング。関東 1 位は

東洋大学白山キャンパス、関西 1 位は京都大学吉
田キャンパス。関東 2 位以下：立教大池袋、中央
大多摩、神奈川大横浜、国学院大渋谷。関西：同

志社大今出川、立命館大衣笠、関西学院大西宮上

ヶ原、関西大千里山  twitpic.com/70g2lt 



 

 

じ単語の重要度を下げる，また，Google でキーワード
検索をし，検索結果が一定数より多い単語の重要度を

下げる等が挙げられる．  
 

6. まとめ  
本論文では，フォローネットワークを利用することに

よって，ユーザにとって，興味があり，意外であり，

有用である tweet の推薦を実現する手法を提案した．
予備実験の結果からは期待した結果が得られなかった

が，解決するべき問題点が明らかになったため，その

問題点を解決することで手法を改善していく予定であ

る．  
	 当面の課題として，実験に用いるデータ集合から，

一般的であると思われる単語の重要度を下げる等の工

夫を行い，最適化することが挙げられる．さらに今回

の予備実験では，「潜在的興味 tweet」の興味がある確
率のみを確かめたが，意外である確率，さらに有用性

がある確率を含めた実験を行い，より精度の高い推薦

を実現していく．  
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