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あらまし  近年，deviantART，Behance のように，自分が制作したアート作品を公開し，他の人の作品を鑑賞可能

なアート SNS が人気を集めている．一般的に，アート SNS のユーザは，SNS 上に投稿された全ての作品を鑑賞す

るわけではなく，何らかの手段によって絞りこまれた一部分の作品のみを鑑賞する．アート SNS 上でユーザが良質

な作品を見つける方法はいくつあるが，膨大な作品の中から自分の好みに合うものを発見することは困難である場

合が多い．一方，アート SNS では，ユーザの過去の履歴や行動に基づき，作品を推薦するシステムがある．しかし，

推薦された作品は類似しているものが多くなるという欠点がある．この問題を解決するために，我々は，ユーザに

とって発見性が高い作品の推薦手法を開発する．本手法では，作品の投稿ユーザと閲覧ユーザとの関係性が，その

作品の推薦価値を推定するための重要な手がかりになるという仮説の下，閲覧ユーザのフォロー関係に基づいて投

稿ユーザの質を推定し，ユーザから投稿ユーザの作品にアクセスする経路に基づき，ユーザにとっての発見性の高

い作品を抽出し推薦する． 
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1. はじめに  

 近年，deviantART や Behance に代表されるアート

SNS が多くのユーザを獲得している．アート SNS と

は，様々なジャンルのクリエイターのためのコミュニ

ティであり，彼らが自分の作品を示し，意見を交換す

るための場である．アート SNS では，絵画作品に限ら

ず，様々なジャンルの作品が投稿できる．アート SNS

では，個々の作品やポートフォリオ（作品集）を展示

する機能だけではなく，一般的な SNS と同じように，

ユーザがお互いフォロー，評価，またコメントするこ

とができる．近年，プロフェッショナル，アマチュア

を問わず，多くのクリエイターがアート SNS を利用す

るようになり，作品数が増大し，さらに作品の分野が

多岐に渡るようになり，魅力的な SNS サービスとなり

つつある．  

アート SNS では，ユーザが作品と出会う方法はいく

つある．一般的な方式は，閲覧した作品の中から気に

入った作品のクリエイターをフォローすることである．

フォローしたクリエイターが新しい作品を投稿すると，

フォロワーに通知されて，ユーザは配信される作品を

閲覧する．つまり，他の SNS と同様に，ユーザが気に

入った SNS ユーザ (作者 )をフォローして，フォローし

たユーザが制作したコンテンツやそのユーザが関わる

活動についての情報がユーザに届く仕組みである．ア

ート SNS を利用するユーザは，多くのユーザをフォロ

ーするのは一般的である．しかし，ユーザがフォロー

する作者の数が多くなると，通知される作品の数も大

きくなる．また，アート SNS では毎日に膨大な作品が

投稿される．deviantART や Behance を例とすると，毎

日約 16 万の作品が投稿され，1 ヶ月間に約 5,600 万の

閲覧数がある．そのため，ユーザがすべての作品を丁

寧に鑑賞することが困難である．そうした背景のもと

で適切な作品を適切なユーザに推薦することが重要な

課題になった．  

また，アート SNS の使い方は，ユーザの目的によっ

て異なるが，閲覧するだけのユーザであっても，クリ

エイターであっても，質が高く，新鮮な驚きをもたら

してくれる作品を提供することがアート SNS にいて

重要である．現在，アート SNS では，ユーザの履歴や

プロファイルに基づいて，作品を推薦する機能を提供

しているが，推薦された作品は，ユーザの好みに合致

しているものの，似ているばかりの作品に偏って提示

されてしまうという欠点がある．  

 上記の問題を解決するために，我々はアート SNS 上

のフォロー関係に基づいて，ユーザにとって発見性の

高い作品を推薦する手法を開発することを目的とする．

本研究では，アート SNS で取得したデータを利用して，

ユーザのフォロー関係のグラフを作成する．そしてグ

ラフマイニングアルゴリズムを用いて，選好度が高い

ユーザを計算する．具体的には，本研究では発見性が

高い作品を，作品のユーザに対しての適合度と，ユー

ザにとっての意外性という，２つの側面から捉える．  

本研究の構成は次通りである．２章で関連研究を示

し，３章で発見性が高い作品を発見する手法について

説明する．４章に評価実験の結果を示し，５章に結論

を述べる．  

 

2. 関連研究  

推薦システムには，大きく分けて協調フィルタリン

グと内容ベースフィルリングの２つの手法がある [1]．



 

 

協調フィルタリングは，ユーザの行動履歴を取得し，

履歴が類似している他のユーザ群を抽出し，そのユー

ザ群に共通して好まれるアイテムを推薦するものであ

る．一方，内容ベースのフィルタリングは，利用者の

行動履歴からユーザのプロファイルを作成し，アイテ

ムも同様に特徴の抽出を行い，その両者の類似度を求

め，類似度が高いものを推薦するという手法である．

推薦に関する初期の研究では，利用者の嗜好に一致し

たアイテムを推薦することが研究の主眼であった．こ

の時の問題として，推薦の結果が偏ってしまう，利用

者の嗜好に一致した推薦を行うことが必ずしも，利用

者の満足度を向上させるわけではないといったものが

ある．このため，近年では，単にユーザの嗜好に一致

するだけではなく，推薦の結果に目新しいさや意外性

などを加えようとする試みがある [1]．SNS における推

薦システムの目新しさや意外性を向上させる方法とし

て，福島らは [2]ソーシャルメディア上の行動履歴の性

質に注目し，セレンディピティな要素を加えた推薦シ

ステムを提案している．彼らは作成したユーザプロフ

ァイルと，収集した記事データについているタグの共

起グラフから利用者本来ならば興味を持つ内容である

が，ユーザプロファイルには表れていない特徴を抽出

する．しかし，アート SNS では投稿されるコンテンツ

は作品（画像）であるため，そのような場合に適用で

はない．  

 

3. 提案手法  

3.1. アプローチ  

アート SNS では，ユーザと作品の出会う方法は気に

入ったユーザをフォローして，通知されてきた作品を

閲覧するのが一般的である．したがって，本研究では，

発見性が高い作品を発見するために，まず，発見性が

高いクリエイターを発見することを考える．  

対象ユーザにとって発見性が高いクリエイターは，

二つの特徴を持つと考えられる．一つはユーザにとっ

て選好度が高いこと，もう一つはユーザにとって意外

性が高いことである．つまり，選好度が高く，意外性

も高いクリエイターは，ユーザに推薦するべきである．

ここで，クリエイターをフォローし，作品を閲覧する

ユーザを「閲覧ユーザ」と呼び，作品を投稿するユー

ザを「クリエイターユーザ」と呼ぶ．本手法は，以下

の二つの段階から構成される．  

 対象とする閲覧ユーザに関するフォロー関係

に基いてグラフを作成する．そして，ウェブペ

ージに対するマイニングアルゴリズムを用い

て，閲覧ユーザにとって選好度が高いクリエイ

ターユーザとして抽出する．  

 抽出したクリエイターユーザのグループに基

づき，閲覧ユーザを出発点として，他のクリエ

イターユーザまでリンクを辿ってアクセスす

る確率を求める．確率が低いクリエイターユー

ザを意外性が高いクリエイターユーザとして

抽出する．  

3.2. 選好度が高いクリエイターユーザの定義と計

算  

本研究で開発する手法では，ユーザに対して，質が

高く，好みや注目する分野に沿っている作品を提示す

ることが重要である．本研究では，そのような作品を

選好度が高い作品と呼ぶ．閲覧ユーザにとって選好度

が高いクリエイターユーザを抽出するために，我々は

ウェブページに対するマイニングアルゴリズムを利用

する．  

インターネット上では，ウェブページとウェブペー

ジの間にハイパーリンクを通して関連付けられる．そ

のようなハイパーリンクの関係と SNS 上にあるフォ

ロー関係は，リンク元をフォロワーと考え，リンク先

をフォロウィーと考えることで，同様の構造を有して

いると考えられる．  

本研究では，選好度が高いクリエイターユーザを発

見するために，ウェブページのリンク構造に基づいた

マイニングアルゴリズムの一つである HITS を用いる

[4]．HITS アルゴリズムは，ウェブページのリンク関係

の分析に関する代表的なアルゴリズムの一つである．

HITS は膨大なウェブページの中にユーザの検索クエ

リに関連した質の高いページ（Authority）と，多くの

質が高いペーシにリンクするページ（Hub）を見つける

ために開発された．  

HITS アルゴリズムを Web ページ検索結果のランキ

ングに適用する場合には，Authority 値が高いページは

重要な情報を持つと考えられるため，検索エンジンは

Authority 値に基いてランク付けして，ユーザに返す．

それに対して，本研究では．ユーザのフォロー関係に

基づきグラフを作成する．そして，グラフに対して

HITS アルゴリズムを用いて，Authority 値大きいクリ

エイターユーザを求める．Authority 値が高いクリエイ

ターユーザは選好度が高いクリエイターユーザである

可能性が高いと考える．  

HITS アルゴリズムは以下の仮説に基いて設計され

ている．  

 優良なオーソリティほど，優良なハブからの被リ

ンクを多く受けている  

 優良なハブほど，優良なオーソリティに発リンク

している  

以上の仮設に従って，我々は以下の仮説を設定した．  

 優良なクリエイターユーザほど，多くの優良な閲

覧ユーザからフォローされる  



 

 

 優良な閲覧ユーザほど，多くの優良なクリエイタ

ーユーザをフォローする  

アート SNS では，質が高い作品が多くの評価と閲覧数

が得られる．ここで優良なクリエイターユーザは，そ

のような作品を投稿することにより，多くのフォロワ

ーや作品に対する評価数が持ていると考える．  

3.3. 意外性が高いクリエイターユーザの定義と計

算  

閲覧ユーザに意外性が高い作品を提示するために，

意外性が高いクリエイターユーザを発見することが重

要である．閲覧ユーザが多くのクリエイターユーザを

フォローすると，すべてのクリエイターユーザの作品

を丁寧に鑑賞することも難しくなる．そのようなユー

ザやまたそれらの作品が大量な作品の中に埋もれてし

まう可能性が高くなる．つまり，そのようなクリエイ

ターユーザにアクセスすることが難しくなる．本研究

では，閲覧ユーザから，コンテンツへのアクセスしに

くさを意外性と定義する．  

本研究はアクセスしにくいクリエイターユーザを

発見するために，閲覧ユーザからクリエイターユーザ

までの最短距離を求める．  

 

 

 

図１ :アート SNS におけるフォロー関係の例  

 

 

図１にフォロー関係の例を示す．丸い点はユーザを

示し，矢印はフォロー関係を示している．フォロー関

係のグラフに基づき，閲覧ユーザ A を出発点にして，

他のユーザまでアクセスする時の距離を求める．その

中で，一番離れているクリエイターユーザがアクセス

しにくいユーザだと考えられる．したがって，そのよ

うなアクセスしにくいユーザ達が投稿する作品と出会

うのが困難だと考えられる．  

閲覧ユーザが多くのクリエイターユーザをフォロ

ーすると，それらの一つ一つが丁寧に鑑賞される確率

が低くなる．つまり，閲覧ユーザが多くのユーザをフ

ォローすることによって，それらのユーザにアクセス

しにくくなる．ここで，グラグ上にあるエッジの重み

をユーザのアクセス数にするのは妥当だと考えられる． 

 

Weight = フォロワーの数  

 

図１を例とすると，以下の図２のようになる  

 

図２：フォロー関係の重み付けの例  

 

ダイクストラ法 [8]とは，ノード間の移動コストが全

てゼロ以上の正の値で与えられた重み付きグラフにお

いて，任意の２点間を結ぶ最小コストの経路を効率良

く求めるアルゴリズムである．本論文で提案する意外

性が高いユーザを計算する手法において，このダイク

ストラ法を用いる．以下に処理手順を示す．なお，𝑤𝑗

はスタート節点（ノード）𝑠から節点 𝑗までのコスト，𝑝𝑗

は節点 𝑠と節点ｊの最短距離ルートの中での節点 𝑗の一

つ前の節点である．Sはラベル付き集合であり，Tはラ

ベル無し集合である．Mはすべての節点の集合である．

𝑑𝑖𝑗は節点 𝑖と節点 𝑗間のコストであり，節点 𝑖から節点 𝑗に

直接訪問する際のコストであり，両者の間にリンクが

存在しない場合には，𝑑𝑖𝑗は無限大になる．  

 

Step0:  

S={s}; T = M − S; 𝑤𝑗 =  𝑑𝑠𝑗  (j∈T,節点 s から節点 j に

直接リンクが存在する場合 ) or 𝑤𝑗= ∞(j∈T，節点 s

から節点 j に直接リンクが存在しない場合 ) 

Step1:  

Tの中に節点 iを探す．ここで，節点 sから節点 iまでの

コストは最短である．そして，見つけた節点 iを集合

Sに入れる．（節点 sと直接繋がる節点 jも考慮する）．

もし𝑑𝑠𝑖 = min(𝑑𝑠𝑗) 節点 𝑗と節点𝑠は直接繋がる．節点

𝑖を集合𝑆の要素とする．つまり，  

S = {s, i};  T = T − {i};  pi = s 

Step2:  

集合𝑇の中に節点 𝑗の𝑤𝑗を更新する．  

𝑤𝑗 = min(𝑤𝑗 , 𝑤𝑖 + 𝑑𝑖𝑗)  

もし𝑤𝑗の値が変化したら𝑝𝑗 =  𝑖とする．  

Step3:  



 

 

𝑆 =  𝑆 ∪ {𝑖};  𝑇 = 𝑇 − {𝑖};  

集合𝑆の中に集合𝑇の節点が全部含まれるまで  Step2 

を繰り返していく．  

 

3.4. 推薦内容の決定  

上で計算した，選好度と意外性に基づいて推薦する

ユーザを決定する．  

例えば、図３のように，ユーザのフォロー関係に基

づいたネットワークに対して，閲覧ユーザにとって選

好度が最も高いクリエイターユーザを求める．そして，

選好度が最も高いクリエイターユーザグループの中に，

閲覧ユーザにとって意外性が最も高いクリエイターユ

ーザを抽出する．そのようなクリエイターユーザを推

薦内容として、閲覧ユーザに推薦する．  

 

 

 

 図３：推薦内容の決定のイメージ  

 

 

 

4. 実験評価  

本論文では，提案手法が，発見性が高い作品を発見

することができるかを検証するために，実際のアート

SNS を例とした実験を行った．  

4.1. 実験方法  

アート SNS サイト Behance 内の１名のユーザを対象

にして，そのユーザがフォローしているユーザのデー

タとそれらのユーザのフォロワーとフォロウィーのデ

ータを収集した．収集したデータの総数は 43,179 件で

ある．これらのデータを用いて提案手法の検証を行っ

た．  

収集したデータを用いて，ユーザのフォロー関係を

表すグラフを作成した．グラフに対して HITS アルゴ

リズムを用いて，Authority 値と Hub 値を求めた．そし

て，Authority 値が最も高い９点のクリエイターユーザ

に対して，ダイクストラアルゴリズムを用いて，閲覧

ユーザ A からのアクセスしにくさを求めた．  

4.2. 実験結果  

結果を表１に示す．表 1 では，Authority 値が最も高い

９点のクリエイターユーザを降順に上から下に並べて

いる．  

 

表１：重みを考慮しない場合の結果  

 

 

ダイクストラアルゴリズムを用いて，閲覧ユーザを出

発点としてそれぞれのクリエイターユーザまでのアク

セスする確率を加えた結果は表２のようになる．  

 

 

 

表２：重みを考慮した場合の結果  

 

4.3. 考察  

表１はグラフに対して Authority を求めた結果であ

る．Authority 値が最も高い９点のクリエイターユーザ

を降順に左から右に並べていく．表１により，Authority

値が高いユーザが閲覧ユーザにとって選好度が高いユ

ーザだと考えられる．つまり、その中に、８番と９番

のクリエイターユーザの Authority 値が小さいため、閲



 

 

覧ユーザにとって選好度が低いクリエイターユーザで

ある可能性が高い．  

表２はダイクストラアルゴリズムを用いて，閲覧ユ

ーザを出発点としてそれぞれのクリエイターユーザま

でのアクセスする確率を加えた表である．Authority 値

が最も大きい 3 名のクリエイターユーザは，選好度が

高いクリエイターユーザであると考えられるが，それ

らのアクセスする確率がとても高いので，閲覧ユーザ

からアクセスしやすいクリエイターユーザだと考えら

れる．いわゆる，それらが投稿した作品は閲覧ユーザ

にとってアクセスし易く，埋もれてしにくい作品であ

る．一方，５番目のクリエイターユーザまでのアクセ

スする確率は低く，それらの作品は閲覧ユーザにとっ

てアクセスしにくいと考えられる．つまり，それらの

作品は閲覧ユーザにとって意外性が高い作品である確

率が高いだと考えられる．つまり，本システムの中に，

５番目のユーザが閲覧ユーザにとって一番選好度が高

く，発見性が高いクリエイターユーザであることだと

考えられる．  

 

5. まとめ  

本研究ではアート SNS における大量な作品の中に

ユーザにとって発見性が高い作品の推薦手法を提案し

た．  

これはアート SNS のみならず，他のコンテンツ投稿

型サイトにも応用可能性がある．例えば，YouTube の

ような大量に動画が投稿される場において，本稿と同

様な効果が期待できる．  

今後，提案手法を用いて，より大量なデータを用い

て，実際に提案手法により発見性が高い作品が発見で

きるかを検証する。そして、本システムで抽出された

クリエイターユーザは閲覧ユーザにとって適切である

かの評価実験を行う予定である．  
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