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あらまし 対象トピックの背景情報を把握するため，対象トピックに興味・関心を持つコミュニティについて調査す
ることは有用である．そこで，対象トピックへの興味・関心の強いブロガーコミュニティを自動判定する方式を提案
する．対象トピックに対する関心度の高いブロガーコミュニティを特定する方法としては，これまでの著者らの研究
においてコミュニティ総人数に対する，そのコミュニティ内での発言ブロガー数の割合を調査する手法を提案してい
る．しかしながら，対象トピックによっては判定できないケースが数多く存在するため，本稿では，対象トピックの
共起語集合と，ブロガーコミュニティの関連語辞書との類似度に基づいて判定する手法を提案すると共に，従来手法
との比較に基づく評価を行う．
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Abstract In order to know about the target topic，it is effective to investigate about community with interests

in the target topic．Therefore，we propose the method to determine the blogger community with interests in the

target topic．As a method of determining the blogger community with interests in the target topic ，there is a

method based on the percentage of number of the blogger is saying by community for the total number of people

by community，but the method may not be identified by the type of target topic．So，in this paper，we report

investigates the method to determine the blogger community with interests in the target topic based on examining

the overlap of word co-occurrence of target topic and word co-occurrence of community bloggers．
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1. は じ め に

近年，ブログサービスが普及し，一般ユーザでも手軽に自分
の意見をインターネットを通じて公開することが可能となった．
CGMと呼ばれる，このようなユーザ発信型コンテンツは，世
論を強く反映したものであり，これらを分析することで，ユー
ザの生の声を把握することも可能である．実際に自社製品に対
するユーザの反応を調査する目的で，多くの企業がブログを対
象とした評判分析を行っている．
我々もこれまでに，ブログ分析に基づき流行語の候補語の早

期発見を目指した研究に取り組んでいる [1], [2]．この研究では，
対象トピックへの関心度の高いブロガーコミュニティの判定を
精度良く行う必要があるが，現状では十分とはいえない．こ
の対象トピックに対する関心度の高いブロガーコミュニティを
特定する方法としては，あるコミュニティ総人数に対する，そ
のコミュニティ内での発言ブロガー数の割合を分析する手法を
採用している．すなわち，コミュニティ内の多くのブロガーが
その対象トピックについて言及しているのであれば，このブロ
ガーコミュニティは対象トピックへの関心度が高いと判定する
ものである．しかしながら，対象トピックによっては精度良く
判定できないケースが数多く存在するため，本稿では，対象ト
ピックの共起語集合と，ブロガーコミュニティの関連語集合の
類似度に基づいて，判定する手法を提案する．
あるトピックへの関心度の高いブロガーコミュニティを判定

する手法は，我々が取り組んでいる流行語候補の早期発見手法
に役立つだけでなく，例えば，あるトピックに関して関心が高
いブロガーコミュニティを把握することができれば，どのよう
なコミュニティに商品を訴求すればよいかということにも応用
することができる．以上を踏まえ，本稿では対象トピックへの
関心度が高いブロガーコミュニティの判定方式を提案すると共
に，その有効性について評価する．
以下，２章にて関連研究について述べる．３章にてブロガー

コミュニティの特定方法について述べる．４章にて対象トピッ
クへの興味・関心の強いブロガーコミュニティの判定方式につ
いて述べる．5章では従来手法と提案手法の比較評価について
述べる．最後に 6章で，まとめと今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

ブログ等の分析に基づくコミュニティ判定に関する関連研究
として以下が挙げられる．
横山ら [4]は，潜在的ディリクレ文法を用いて投稿記事のト

ピック推定を行い，正確な情報伝播をとらえたネットワークを
抽出する枠組みを提案している．松永ら [5]は，ブログ記事か
ら「興味の対象」を示すキーワードを抽出し、クラスタリン
グによりブロガーコミュニティを抽出している．谷口ら [6]は，
PageRank と Betweenness Clustering によりコミュニティの
抽出と分析を行っている．内田ら [7] は，Trackback を辿るこ
とでWeblog記事のネットワークを取得し，クラスタリングに
より各記事の本文の特徴語を抽出する手法を行なっている．大
塚ら [8]は，HITSアルゴリズムでは抽出しにくいページをオー

ソリティ，ハブに加え，中間ノードを導入した 3階層以上の多
階層のリンク構造を持つウェブコミュニティ抽出法を提案して
いる．
以上の通り，コミュニティの抽出や，コミュニティの分析に

関する研究は行われているが，コミュニティの抽出と分析に基
づく対象トピックに対するコミュニティの関心度を算出する研
究は行われていない．

3. 潜在的ブロガーコミュニティの特定

本研究で扱うブロガーコミュニティは，ブロガーの意識にか
かわらず，同じトピックについて興味や関心を持つブロガー集
合を指す．したがって，SNS等でユーザが明示的に登録するよ
うなコミュニティとは異なり，潜在的なブロガーコミュニティ
を特定する必要がある．また，提案手法では，対象トピックの
共起語集合とブロガーコミュニティの関連語辞書の比較から，
関連の深さを調べるため，コミュニティ内のブロガーが記事に
書かれたキーワードを重要視し，ブロガー同士の面識等は考慮
しない．よって，過去に投稿したブログ記事の履歴から，ブロ
ガー毎の興味度の強さを分析することで，潜在的ブロガーコ
ミュニティを特定する．なお，このコミュニティ特定手法は，
著者らが過去に行った技術「ブロガーの熟知度分析 [3]」に基づ
いている．以下にこの技術について説明する．

3. 1 潜在的ブロガーコミュニティ名および関連語辞書の作成
潜在的なコミュニティ名は，自動抽出と拡充した独自シソー

ラスに基づき，ブログでよく言及されるトピックを用いて作成
する．作成した各潜在的コミュニティ名との共起度が高い 400

語の語句を抽出する．なお，共起語の選定には自らの生活体験
を表すような語句を優先的に採用し，不適切な語句を排除する
ことにより，実体験に即したブログ記事を記述するブロガーを
分類できる精度を上げている．
次に，潜在的ブロガーコミュニティ毎に共起語で構成された

関連語辞書を作成する．各潜在的ブロガーコミュニティに対し
て，一定期間内のブログ記事を対象とし，そのコミュニティ名
であるキーワードとの共起度が高い 400語の語句を抽出する．
なお，共起語の選定は半自動で行ってる．共起語候補を自動的
に抽出した後に，最終的にはすべての辞書に対して人間の目で
確認し，共起語として不適切な語句を排除しているため，関連
語辞書の選定精度は 100%と考えて良い．
共起語の選定に関しては，自らの生活体験を表すような語句

を優先的に採用することで，実体験に即したブログ記事を記述
するブロガーを分類しやすくしている．具体的には，商用ブロ
グの多い特定のカテゴリに対して，生活者の実体験を示す語彙
を増やすために，共起条件を手動で追加した．例えば，「温泉」
のカテゴリに対して，「温泉＋行った」「温泉＋宿泊した」など
の共起条件を用いることで，実際に温泉に行ったブロガーが書
いた記事から実体験に即する語彙を抽出した．手動で設定した
共起条件の数は，カテゴリごとに大きく異なるが，商用ブログ
やスパムブログの多い「温泉」カテゴリのケースでは，50個の
共起条件を設定している．



3. 2 ブロガー興味度スコアに基づくコミュニティの特定
興味度スコアの算出方法を説明する．基本的な考え方として

は，対象となる潜在的ブロガーコミュニティに関連するキーワー
ドを含んだ記事の投稿数に基いて算出する．なお，各ブロガー
は潜在的ブロガーコミュニティごとに異なる複数の興味度スコ
アを有する．つまり，あるブロガーが「経済」と「政治」に関す
る潜在的ブロガーコミュニティに属する場合，このブロガーは
「経済」に対する興味度スコアと「政治」に関する興味度スコ
アを別々に有することになる．ここで，対象コミュニティgi に
対する，あるブログ記事 ek の関連度スコアを relevancegi(ek)

とすると，以下のように表すことができる．

relevancegi(ek) =

n∑
j=1

αij · βji · γij (1)

ただし，n はこの潜在的ブロガーコミュニティgi の共起語
数であり，今回は n = 400 である．αij は潜在的ブロガーコ
ミュニティgi の共起度順位 j 番目の共起語 ωij の重みであり，
αij = (n− j + 1)/nで表される．これは，各共起語の共起度以
上に，共起度順位の高い語句の重みを大きくするためのもので
ある．共起度順位１位の重みは 400/400，2位の重みは 399/400

となり，400位の重みは 1/400となる．βij は潜在的ブロガー
コミュニティgi の j 番目の共起語 ωij の共起度である．そして，
γij は順位 j 番目の共起語 ωij が該当記事 ek 内に存在するかど
うかを表現する変数であり，存在する場合 1，存在しない場合
0の値をとる．
共起度の算出法としては，単純頻度，tスコア，MI スコア，

LogLog スコアなど多くの尺度が提案されている．単純頻度で
は，常識的なごを抽出するのに対して，特徴的な語を上位にお
く tスコアやMI スコアでは，納得できるごがなくなる傾向が
これまでに行った実験で見られた．そのため，本手法では，そ
れらの中間の尺度 LogLog スコアを採用している．ブログ記事
の相互数を N とし，キーワード xと周辺語 y の出現回数をそ
れぞれ Nx と Ny とする．xと y の共起回数を Nxy とすると，
LogLog スコアの算出式は下記である．

LogLog score = log
Nxy · N
Nx · Ny

· logNxy (2)

次に，対象潜在的ブロガーコミュニティgi に対するブロガー
bの興味度スコアを knowledgegi(b)とすると，以下のように表
すことができる．

knowledgegi(b) =
l

n
· log(m)

m
·

m∑
k=1

relevancegi(ek) (3)

ただし，ek はブロガー b が投稿した記事である．m はブロ
ガー bが対象期間何に投稿した記事数である．lはブロガー bが
対象期間内に投稿した記事に出現した共起語数である (l <= n)．
したがって，l/nはブロガー bが使用した共起語の全共起語に
対する網羅率である．log(m)/mでは，関連性の低い記事を大
量に投稿した場合に，そのブロガーの興味度が高くなってしま
う問題に対して，記事数の増加の影響を緩和させている．
最終的に対象となる潜在的ブロガーコミュニティに対する興味

度スコアが，設定した閾値を超えれば，その潜在的ブロガーコ
ミュニティはそのブロガーが属するものと判定する．

4. 対象トピックへの興味・関心の強いブロガー
コミュニティの判定方式

本方式では，対象トピックの共起語集合とブロガーコミュニ
ティの関連語辞書の重なりに基いて対象トピックと関連の深い
ブロガーコミュニティを判定する．以下，4.1節にて，ブロガー
コミュニティの中領域グループの再構成，4.2節にて，対象ト
ピックに対する関心度の算出について述べる．

4. 1 ブロガーコミュニティの中領域グループの再構成
「ブロガーの熟知度分析 [3]」で作成されたブロガーコミュニ
ティは約 13,000件の小領域グループが存在するが，各グループ
のトピックが細かすぎるため，小領域グループをさらにグルー
プ化することで，中領域グループを形成し，この中領域グルー
プレベルでのブロガーコミュニティ関連語辞書を作成する．な
お，どのように小領域グループを中領域グループへ対応を行う
のかは，「ブロガの体験熟知度に基づくブログランキングシステ
ム [3]」で使用した分類を用いる．
関心度を求めるパターンとしては，対象トピックの共起語集

合と小領域グループ時点でのブロガーコミュニティの関連語辞
書の関心度を算出し，中領域グループごとに集計した平均値
を，その中領域グループレベルでの関心度とする場合と，対象
トピックの共起語集合と作成した中領域グループのブロガーコ
ミュニティの関連語辞書で関心度を算出する場合を検討する．
中領域グループのブロガーコミュニティの関連語辞書の作成

手法は，以下の４パターンを検討する．
関連語辞書作成パターン 1

中領域グループレベルごとに，対象小領域グループのブロガー
コミュニティの関連語辞書のキーワードの出現回数を求め，出
現回数の多い上位 400語をその中領域グループでのブロガーコ
ミュニティの関連語辞書とする．
関連語辞書作成パターン 2

中領域グループレベルごとに，対象小領域グループのブロガー
コミュニティの関連語辞書のキーワードの共起度を求め，共起
度の高い上位 400語をその中領域グループでのブロガーコミュ
ニティの関連語辞書とする．
関連語辞書作成パターン 3

中領域グループレベルごとに，対象小領域グループのブロガー
コミュニティの関連語辞書のキーワードの共起度を求め，各対
象小領域グループの共起度順位の高い順に，その中領域グルー
プに所属する対象小領域グループの数を考慮して選出した 400

語を，その中領域グループでのブロガーコミュニティの関連語
辞書とする．
関連語辞書作成パターン 4

関連語辞書作成パターン 1および関連語辞書作成パターン 2で
作成した各 400 語のうち，それぞれの上位 200 語を抽出して
作成した関連語辞書を，中領域グループでのブロガーコミュニ
ティの関連語辞書とする．



4. 2 ブロガーコミュニティの対象トピックに対する関心度
の算出

本方式では，対象トピックの共起語集合とブロガーコミュニ
ティの関連語辞書の重なりに基いて関心度を算出する．具体的
には，2つのキーワード群がどの程度類似しているかを関心度
として算出する．例えば「AKB48」トピックの共起語として
「アイドル」や「歌手」が得られた場合，関連の深いブロガーコ
ミュニティ（中領域グループ）である「アーティスト」や「女
性スター」の関連語辞書内にも「アイドル」や「歌手」といっ
たキーワードを含んでいる可能性が高いと考えられるためであ
る．対象トピックの共起語集合，ブロガーコミュニティの関連
語辞書における共起度ランキングにはそれぞれ表 1に示すよう
な順位点を用いた．なお，関心度の高さは，以下で表現される
コサイン類似度を使用する．

Sim(
−→
T，−→C ) =

∑N

i=1
(ti · ci)∣∣−→T ∣∣ ∣∣−→C ∣∣ (4)

ただし，−→
T は対象トピックの共起語集合の順位点を値とした

特徴ベクトル，−→
C はブロガーコミュニティの関連語辞書の順位

点を値とした特徴ベクトルである．ti はベクトル −→
T における i

番目の要素，ci は −→
C における i番目の要素である．N は −→

T 及
び −→

C の共通するキーワード数であり，今回は 0～400である．

表 1 関心度で用いる共起度ランキングに対する順位点算出方法
共起度順位 順位点

1 400

2 399

3 398

.

.

.
.
.
.

399 2

400 1

5. 対象トピックと関連度の高いコミュニティ判
定方式に関する評価実験

評価実験として，「対象トピックの共起語集合とブロガーコ
ミュニティの関連語辞書の重なりを調査する手法」(提案手法)

と，「コミュニティ総人数に対する，そのコミュニティ内での発
言ブロガー数の割合を調査する手法」(従来手法)を用いて，6

つのトピック (女子会/AKB48/K-POP/スマートフォン/An-

droid/Facebook)に対する関連の深いブロガーコミュニティの
判定結果（ランキング）を比較する．なお，提案手法では，対
象トピックの共起語集合と小領域グループ時点でのブロガーコ
ミュニティの関連語辞書の関心度を算出し，中領域グループご
とに集計した平均値によってランキングを算出する．
比較評価尺度として，対象トピックと関連が深いブロガーコ

ミュニティの理想ランキングの上位 10件をどの程度の含める
ことができたかを示す適合率と，DCG及び nDCGを算出す
る．DCGは減損累積利得と呼ばれ，順位を含めて正解データ
のランキングをどれだけ再現できるのかを評価する．すなわち，
単純に理想ランキングに含まれるだけではなく，順位も合致し

ている程高く評価できる指標である．なお，nDCG とは，正
規化減損累積利得であり，理想ランキングのDCGの値を 1と
して正規化したときの値である．また，DCGでは表 1に示す
ような利得スコアを用いた．DCGおよび nDCGの算出式を
以下に示す．

DCGp = rel1 +

p∑
i=2

reli
log2 (i + 1)

(5)

nDCGp =
DCGp

IDCGp
(6)

ただし，reli は，ランキング i番目のアイテムの利得スコア
である．また，pは，ランキングを考慮する件数を示しており，
今回の実験では p = 10 である．なお，IDCGp は，理想的な
DCGp の値を示す．すなわち，ランキング上位であれば，高い
重みでスコアを加算することができるため，スコアの高いラン
キング上位のアイテムを上位にランキングできればDCGの値
は高くなる．

表 2 DCG で用いる利得スコア算出方法
順位 利得スコア
1 10

2 9

3 8

.

..
.
..

9 2

10 1

5. 1 アンケート調査に基づく理想ランキングの作成
対象トピックと関連が深いブロガーコミュニティの理想ラ

ンキングを作成するために，被験者 13人のアンケート調査を
行った．アンケートでは，従来手法と提案手法で得られた各ブ
ロガーコミュニティ30件，計 60件の中から重複を除いたブロ
ガーコミュニティより，対象トピックと関連が深いと考えられ
るブロガーコミュニティを 1位から 10位まで選出してもらう．
ここで，被験者 13人によって選出されたブロガーコミュニティ
の順位の平均が高い順に集計し，その上位 10件を実験で使用
する理想ランキングとした．

5. 2 各ランキングの評価
理想的なランキング，提案手法によるランキング，従来手法

によるランキングのそれぞれを表 3～8に示す．下線は，理想
ランキングに適合していないブロガーコミュニティを示す．ま
た，6つの各トピック (女子会/AKB48/K-POP/スマートフォ
ン/Android/Facebook)に対する比較評価結果を表 9,10に示す．
表 9，10より，「スマートフォン」トピック，および「Android」

トピックでは従来手法よりも，提案手法の方が良好な結果が得
られた．また，「AKB48」トピック，「K-POP」トピック，およ
び「Facebook」トピックでは，提案手法の適合率は高くない
が，nDCGの値が高く，これは，理想ランキングの上位がうま
く適合していることが分かる．しかし，「女子会」トピックでは，
どちらの手法にも良い結果が得られなかった．これは，「女子



会」トピックと関連が深いと考えられる「恋愛・結婚」コミュ
ニティや「美容」コミュニティに対し，「魚介」コミュニティや
「アウトドア」コミュニティなど，関連が深いと考え難いブロ
ガーコミュニティが出現しているため，「女子会」トピックにつ
いて知っているブロガーに，コミュニティの偏りが少なかった
可能性，または，アンケートに基づく理想ランキングの作成に
おいて，被験者に偏りがあった可能性が考えられる．

表 3 「女子会」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 恋愛・結婚 魚介 酒
2 美容 買い物 家族
3 スイーツ 紅茶 グルメ
4 酒 コーヒー 顔文字
5 仕事・バイト アウトドア 中華料理・韓国料理
6 ファッション 写真 恋愛・結婚
7 グルメ 顔文字 アウトドア
8 学校生活 キッズ コーヒー
9 趣味 手芸・工芸 日本の地域
10 ダイエット フルーツ 紅茶

表 4 「AKB48」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 女性スター お笑い 女性スター
2 音楽 女性スター アーティスト
3 アーティスト 日本の業界 音楽
4 TV・ラジオ 男性スター 男性スター
5 インターネット 買い物 韓国スター
6 著名人 TV・ラジオ TV・ラジオ
7 日本の業界 アウトドア お笑い
8 ファッションモデル アーティスト 舞台
9 写真 光学機器 映画
10 ファッション 趣味 アニメ・コミック

表 5 「K-POP」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 韓国スター 韓国スター 韓国スター
2 アーティスト お笑い 音楽
3 音楽 語学 アーティスト
4 女性スター 男性スター 女性スター
5 男性スター 光学機器 TV・ラジオ
6 TV・ラジオ 女性スター 世界の地域
7 著名人 アーティスト 舞台
8 エンタメ 日本の業界 お笑い
9 インターネット 買い物 男性スター
10 ファッション 映画 映画

6. お わ り に

本論文では，対象トピックへの関心度の高いブロガーコミュ
ニティ判定方式として，対象トピックの共起語集合 400語と、
ブロガーコミュニティの関連語辞書の共起度の上位 400語の重
なりを調査する手法を提案した．また，コミュニティ総人数に
対する，そのコミュニティ内での発言ブロガー数の割合を調査

表 6 「スマートフォン」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 携帯電話 買い物 携帯電話
2 パソコン アウトドア パソコン
3 インターネット 自動車 インターネット
4 カメラ 魚介 カメラ
5 コンピュータ DIY AV・情報家電
6 写真 写真 コンピュータ
7 AV・情報家電 仕事・バイト ゲーム
8 ゲーム 光学機器 ゲーム機
9 生活家電 顔文字 写真
10 音楽 日本の業界 生活家電

表 7 「Android」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 携帯電話 コンピュータ 携帯電話
2 インターネット AV・情報家電 パソコン
3 パソコン 日本の業界 コンピュータ
4 コンピュータ 携帯電話 インターネット
5 カメラ ゲーム AV・情報家電
6 AV・情報家電 自動車 ゲーム機
7 写真 お笑い カメラ
8 ゲーム 買い物 著名人
9 音楽 パソコン ゲーム
10 生活家電 ゲーム機 日本の業界

表 8 「Facebook」トピックにおける各ランキング結果
順位 理想ランキング 従来手法 提案手法
1 インターネット 日本の業界 インターネット
2 写真 買い物 携帯電話
3 パソコン 魚介 パソコン
4 携帯電話 アウトドア 写真
5 世界の地域 写真 顔文字
6 学校生活 語学 恋愛・結婚
7 仕事・バイト 仕事・バイト 語学
8 カメラ 家計 職業・職種
9 社会 芸術 家計
10 行事・季節 動物 著名人

表 9 理想ランキングに対する従来手法と提案手法の適合率
検証トピック 理想ランキング 従来手法 提案手法
女子会 1 0 0.3

AKB48 1 0.4 0.4

K-POP 1 0.4 0.6

スマートフォン 1 0.1 0.9

Android 1 0.5 0.7

Facebook 1 0.2 0.4

平均 1 0.267 0.55

する手法との比較によって，提案手法の有用性を示した．
本方式では，ブロガーコミュニティの関連語辞書に含まれる

キーワードによって，精度が変わるため，今後は，未検証の関
連語辞書作成パターンで実験を行う予定である．
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