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概要： 

近年, スマートフォンなどの携帯端末の急速な普及に伴い, 時間的, 空間的な縛りにとらわれるとことなく, 多く

の人たちとインターネット上でコミュニケーションをとる機会が増えている. その反面, 肥大化するコミュニティの
管理に対応できず, 精神的負担を抱えるという問題が指摘されている. 本研究では, ソーシャルネットワーキングサ
ービスの中でも利用者が多く, 人間関係の構築が容易である Twitter に着目し, 上記の問題を解決するシステムを提案
する. 提案システムは, 類似したユーザを自動で分類することで, 他のユーザに対するコミュニティ管理の負担軽減
を目指す. 本稿では発言内容に着目して分類する手法と, 人間関係に着目して分類する手法の二つを検討しそれぞれ
の違いについて紹介する. 
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Abstract:  

With the rapid spread of mobile terminals such as smartphones, the opportunity to communicate with many people on the 

Internet is increasing, regardless of temporal and spatial restraint. However, there is a problem that management of an enlarging 

community is difficult and could lead to mental burden. In this research, we focus on Twitter, which has many users among social 

networking services and easy to construct human relations, and proposes a system to solve the above problem. The proposed 

system aims to alleviate the burden of community management for other users by classifying similar users automatically. We 

examined two methods of classifying users by focusing on the contents of remarks and human relationships. From the 

experimental results, we discuss the characteristics of these proposed methods. 
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1. はじめに  

近年, 情報技術が発展するとともに, インターネットを

利用する人々が増えてきている. 中でもスマートフォンの

進化は著しく, 時間や場所に縛られることなくインターネ

ットを利用することができるようになった. 人々のインタ

ーネットの使用頻度が増えていく中, インターネットを利

用した様々なサービスも急増している. インターネットを

利用したサービスの中でもソーシャルネットワーキングサ

ービス(SNS)は, 人と人のつながりを促進させるサービス

で, これにより物理的距離に縛られることなく多種多様な

コミュニティを築くことが容易となっている. 

しかしながら, SNS の普及によりインターネット上にお

けるコミュニティの数は肥大化し, それらを管理すること

はユーザにとって精神的に大きな負担となってしまう. こ

うした問題は, 現代社会において, インターネットが普及
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し続ける上で回避しえないと考えられる. 本研究では, コ

ミュニティ管理に係るユーザの負担を解消する手法を提案

する. 

提案手法の実現および検証のために, SNS の一つである

Twitter を利用する. Twitter 上において, 肥大化した不特定

多数のユーザとのコミュニティを維持, 管理するためにユ

ーザの特徴を抽出し, それらを自動分類することを目的と

する. 

本稿では, 似た内容を発言するユーザは類似性が高いと

いう仮定に基づいた「発言内容を用いた手法」と, 共有の

友人を多く持つユーザ同士は類似性が高いという仮定に基

づいた「人間関係を用いた手法」を提案する. 実験結果か

ら，それぞれの手法の有用場面を明らかにする. 

本章の構成は以下の通りである. 2.で関連研究の紹介を

し, 3.で発言内容を用いた手法について説明し, 4.で人間関

係を用いた手法について説明し, 5.で 3, 4.の手法の有用性

を示す. 
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2. 関連研究 

Twitter を用いた LDA に基づくユーザの興味推定手法[1]

においては , ユーザの属性を推定する際に ,  Latent 

Dirichlet Allocation(LDA)という文書分類において使用され

る機械学習モデルを使用している. 与えられたツイートを

LDAにより分類し, 抽出されたトピックを特徴量として使

用することでユーザ分類を行う研究である. 

Twitter におけるコミュニケーション履歴解析によるユ

ーザフィルタリング[2]では, Twitter上で生まれるユーザ間

の人間関係をグラフで表現することで, ユーザ同士の興味, 

関心を提示するシステムを提案している. 例えば, Twitter

上でのユーザ間の関係は以下のように分類される. 

 

1. Aさんは Bさんに興味がある 

2. Bさんは Aさんに興味がある 

3. Aさんと Bさんはお互いに興味がある 

4. Aさんと Bさんはお互いに興味がない 

 

このような人間関係をグラフとして表現する. さらに, ユ

ーザ間の発言のやり取りを利用して, 興味, 関心のあるユ

ーザを提示するシステムの実現を目指している. 

単語の特徴に着目した Twitter ユーザのリスト分類[3]で

は , 特徴抽出において取得したツイート内容を

Continuous-Bag-of-Words(CBOW)と呼ばれるニューラルネ

ットワーク言語モデルの一種を使用して学習する. この学

習方法を利用してユーザの特徴抽出を行う . また, ユーザ

をリスト分類する際は, Affinity Propagation(AP)法を使用し

ている. この研究では, 発言内容を CBOW で学習させるこ

とで得られる特徴は, LDAより得られた特徴量に比べて有

用性があることが示されている. 本研究では, 発言内容を

用いた分類手法はこの論文の手法に基づいている.手法の

詳細については 3.で詳しく説明する. 

 

3. 発言内容を用いた分類手法 

 発言内容を用いた手法の概要を図 1 に示す. Twitter の基

本は, 発言の投稿と閲覧である. このうち, ツイートとよ

ばれる短文投稿の内容をユーザの特徴として扱う. まず, 

メインユーザがフォローしている全てのユーザのツイート

を取得する. ここでのメインユーザとは, 本手法を使って

フォローしているユーザを分類する人のことを指す . 

Word2vec[4]を用いて取得したユーザのツイート内の単語

をベクトルで表現し, ユーザの特徴ベクトルを算出する .

ユーザの特徴ベクトルをもとに AP 法[5]でユーザを分類す

る.その分類結果を, 本提案手法の出力とする.ユーザの特

徴ベクトルについては 3.3 で説明する. 

 

図 1 発言内容を用いた手法の概要 

 

3.1 Word2vec 

Word2vecとは, 単語をベクトル化して表現する定量化手

法である. 例えば, ベクトル表現された単語の演算処理を

すると,  

 

「王様」-「男」+「女」=「女王」 

 

「パリ」-「フランス」+「日本」=「東京」 

 

といった結果が得られる.これらは膨大なテキストデータ

を学習することで得ることができ, 単語間の意味に基づい

た関係だと理解することができる. 学習方法として CBOW

と Skip-gramの二つが存在する. 今回は CBOW を使用する

こととする. 

 

3.2 CBOW 

CBOWとは, Neural Network Language Model をベースと

した, 前後の単語から対象単語を推測する学習モデルであ

る.CBOWの概要を図 2 に示す. 

 

図 2 CBOW学習モデルの概要[3] 
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図 2 のように , CBOW は単語が𝑤 (t-2), 𝑤 (t-1), 𝑤 (t), 

𝑤 (t+1), 𝑤 (t+2)のような順で存在するとき , 単語𝑤 (t)を

𝑤(t-2), 𝑤(t-1), 𝑤(t+1), 𝑤(t+2)から予測するモデルである .

入出力する CBOW の単語は全て 1-of-V 表現されている．

ただし, Vは単語数である. 射影層に入力される単語は d次

元ベクトルに射影される(ただし，d<V). 射影された d次元

のベクトルは誤差伝搬法によって学習され, 学習コーパス

上でその単語をよく表すベクトル表現となる. この学習さ

れたベクトルを単語ベクトルという. 

 

3.3 テキスト情報におけるユーザの特徴ベクトル[3] 

メインユーザがフォローしている全ユーザのツイート

を CBOWで学習して得た単語ベクトルを「全体の学習ベク

トル」と表現し, ユーザごとのツイートを CBOW で学習し

て得た単語ベクトルを「ユーザの学習ベクトル」と表現す

る. ユーザの特徴ベクトルは全体の学習ベクトルとユーザ

の学習ベクトルから算出する. 全体の学習ベクトルの t 番

目の単語ベクトルを𝑴(𝑤𝑡), ユーザの学習ベクトルの t 番

目の単語ベクトルを𝒎𝑖(𝑤𝑡)としたとき, ユーザ i の特徴ベ

クトルの t番目の要素𝑥𝑖𝑡は以下の式(1)で表される. 

 

𝑥𝑖𝑡 = {
1 −  𝑠𝑖𝑚(𝑴(𝑤𝑡), 𝒎𝑖(𝑤𝑡))       (𝑤𝑡 ∈ 𝑊𝑖)

0                                                     (𝑤𝑡 ∉ 𝑊𝑖)
 

(1) 

𝑠𝑖𝑚(𝑴(𝑤𝑡), 𝒎𝑖(𝑤𝑡))は，全体の学習ベクトルとユーザの学

習ベクトルのコサイン類似度のことを示す. 全体の学習ベ

クトルは，メインアカウントがフォローする全てのユーザ

のツイートの単語から構成されている．したがって，メイ

ンアカウントがフォローしているユーザの学習ベクトル中

の単語は，必ず全体の学習ベクトルに含まれている. 全体

の学習ベクトルは単語の平均的な特徴を捉えており, ユー

ザの学習ベクトルと比較することによってユーザの全体と

は異なる特徴的な部分を抽出することができる. 式(1)は, 0

に近いほどユーザが全体と同じような単語の使い方をして

おり, 1 に近いほどユーザが全体とは異なった単語の使い

方をしていると考えられる.ユーザの特徴ベクトルの要素

数は全体の学習ベクトルの単語数と同じになる。 

また, 全体の学習ベクトルとユーザの学習ベクトルの類

似度を算出する前に, 双方の学習ベクトルに主成分分析を

施す.これに関しては 3.4 で説明する. 

 

3.4 主成分分析 

 主成分分析は, 多次元データの分散が大きい成分に注目

し, 分散が小さい成分を削減する手法であり,次元削減法

とも呼ばれている. 

本手法で使用する Word2vec によって得られる単語ベク

トル内の要素は，初期値に依存して順番が入れ替わる可能

性がある．したがって，Word2vecによって得られた単語ベ

クトルに対してコサイン類似度をそのまま利用することは

適切ではない．そこで，本手法では，得られた単語ベクト

ルに対して主成分分析を適用し，単語ベクトルの次元削減

の際に，分散が大きい主成分から順番に要素を並べていく．

各主成分の分散の大小を手がかりにして，単語ベクトル内

の要素の順番の入れ替わりに対処することを試みる． 

図 3 は, ある文章に対し，初期値が異なる CBOW 学習で

得た単語ベクトル群の同じ単語同士の類似度の平均(青),分

散(赤),標準偏差(緑)を示している. 縦軸が類似度,横軸は主

成分分析による削減した次元数を表す．ただし，単語ベク

トルが最も類似するとき，類似度は 0 になる．理想的には, 

単語ベクトルは，CBOW学習開始時に初期値が異なってい

たとしても同じ値になることが望ましい. つまり，本実験

において，類似度が最大となればよい. 図 3 の結果より，

主成分分析を施して単語ベクトルを 2～7 次元まで削減す

ることによって, 単語間の類似度が高くなっていることが

わかる. 本研究では次元数を 7 まで削減することにする. 

 

図 3 主成分分析を施した単語ベクトルの類似度グラフ 

 

3.5 AP法 

 ユーザの分類手法は Affinity Propagation 法(以下 AP 法)

を利用する[5]. AP 法はあらかじめクラスタ数を設定する

必要性がなく, ユーザ間のメッセージ交換により代表者を

決める.代表者以外のユーザは最も類似している代表者の

クラスのメンバとなり, それぞれのクラスが分類結果とな

る.メッセージは responsibilityと availabilityという 2種類を

用いる.これらのメッセージは similarityから算出する. 

各ユーザ間の類似度を similarity と表し,  s(𝑖, 𝑗)と表記す

る. similarity は「値が大きいほど類似度が高い」という条

件を満たすならば, どのような指標を用いてもよい .今回

の場合, similarityは 4.3.3 で説明した 𝑥𝑖𝑡 とする. 

responsibilityはユーザ kがユーザ iの代表者としてどれく

らい適切かを表すメッセージであり, 以下の式で求める.s.t 

 

𝑟(𝑖, 𝑘) ← s(𝑖, 𝑘) － max𝑘′s.t.𝑘′≠𝑘{𝑎(𝑖, 𝑘′) + 𝑠(𝑖, 𝑘′)} 

 

i が k 以外のユーザから高い評価を得ている場合, i から k

への responsibilityの値は小さくなる. 
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 availabilityはユーザ iが代表者候補 kのクラスタのメンバ

としてどれくらい適切かを表すメッセージであり, 以下の

式で求める. 

𝑎(𝑖, 𝑘) ← min {0, 𝑟(𝑘, 𝑘) +  ∑ max {0, 𝑟(𝑖′, 𝑘)}𝑖′s.t.𝑖′∉𝑖.𝑘 } 

 

𝑎(𝑘, 𝑘) ← ∑ max {0, 𝑟(𝑖′, 𝑘)}𝑖′s.t.𝑖′∉𝑖.𝑘  

 

ユーザ kが他のユーザから高評価であるほど, kから i へ

の availabilityの値は高くなる. 

代表者は responsibilityと availabilityの反復計算を行うこ

とで求める.代表者となるユーザは以下の式を満たす. 

 

𝑟(𝑘, 𝑘) + 𝑎(𝑘, 𝑘) > 0 

 

そして, 以下の二つユーザちらかの条件を満たした時点で

終了とする. 

 

・一定回数, 代表者となるユーザが変化しなかった場合 

・反復回数が一定以上に達した場合 

 

代表者以外であるユーザ i は, 𝑟(𝑖, 𝑘) + 𝑎(𝑖, 𝑘) が最大とな

るユーザ kを代表者とするクラスタに所属する. 

 

4. 人間関係を用いた分類手法 

 Twitter 上での人間関係はフォローで表すことができ

る.Twitter上のシステムでは, Aさんが Bさんをフォローす

る場合, A さんのホーム画面に B さんの投稿内容が表示さ

れる.ここで, A さんは B さんに興味があると解釈して , 

Twitter 上での人間関係を構築していく.この人間関係を考

慮してユーザ分類を行っていく. 概要を図 4 に示す. 

 

図 4 人間関係を用いた手法の概要 

 

 図 5にあるように, I(自分)と友人であるA, そしてAと友

人である Bがいた時, IとBとの間に新しい友人関係が発生

しやすい傾向がある.これをトライアディック・クロージャ

(Triadic closure)[6]という. 

 

図 5 トライアディック・クロージャの例 

 

 トライアディック・クロージャは,共有の友人を持つ場合, 

二人の間に友人関係を築く傾向があるというものである.

この考えを Twitter 上の人間関係に置き換えると,共通の興

味・関心のあるアカウントをフォローしている場合,二人の

間に似た興味・関心がある可能性があると解釈することが

できる. A と B の興味・関心の類似度は，以下の式で表す

ことができる. 

𝑠𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) =
A と Bの共通フォロー数

A のフォロー数
 

この類似度のすべての組み合わせによって，ユーザの特徴

ベクトルは作成される. メインアカウントのフォロー数が

Nのとき, ユーザ Aの特徴ベクトルは以下の式で表す. 

 

 𝑨 =  (𝑠𝑖𝑚(𝐴, 1), 𝑠𝑖𝑚(𝐴, 2), … , 𝑠𝑖𝑚(𝐴, 𝑁)) 

 

分類手法に関しては発言内容を用いた分類手法と同様, AP

法を用いることにする. 

 

5. 実験 

 本実験で発言内容を用いた分類手法と人間関係を用いた

分類手法の有用性を示す. なお発言内容を用いた手法に関

する設定は以下の通りである. 

 

・ 1 アカウントの取得ツイートは 1500 

・ 取得するツイートにリツイートは含めない 

・ Word2vec による学習において出現回数 10 未満の単語

は取り除く 
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・ 学習結果として出力される単語のベクトルは 40次元 

・ 主成分分析による次元削減の次元数は 7 

 

 また, 鍵付き(非公開)アカウントについては発言内容, 

フォローアカウントが取得できないため対象外とした.主

成分分析と AP法については Pythonの機械学習ライブラリ

である scikit-learn[7]で実装されているものを使用する. 

 

5.1 実験その１ 

 図 6 は，発言内容を用いた分類手法を著名人,企業,クラ

ブチーム,サービスなどの公式アカウントに対して適用し

た結果である. 横軸は，縦軸と同様に「浦和レッズオフィ

シャル」から順に「セガ公式アカウント」までのアカウン

トを示す. アカウント群の色は本手法の結果の分類グルー

プであることを示しており , 青, 赤, 緑, の順を交互に配

色している. 1番目の青と 4番目の青は別のグループである. 

枠内の中心部分に配色されている黄色の部分は，本手法に

より得られる類似アカウントを示している.正解データと

して 5 人の被験者に類似アカウントをグループ分けして

もらい, それぞれの結果を枠内の数字で示している. 

実験の結果，本手法ではサッカークラブと野球チームが

分割されたが，被験者の中には同じスポーツグループとし

てグループ分けしている人もいた. また,グループ 8 に関し

ては上手く分類できていないように見受けられる. コンビ

ニ,飲食店,ゲーム会社なども上手く分類できておらず課題

が残る結果となった. 

 

5.2 実験結果その２ 

 次に, 被験者 3 人のアカウントを用いて実験を行った. 

被験者のアカウントには公式アカウントの他に一般ユーザ

のアカウントなども含まれている. 被験者のアカウントに

対して, 発言内容を用いた手法,人間関係を用いた手法, そ

れぞれ適用した結果を見てもらい，以下の質問に 1～5 の 5

段階(5 が最良)で評価してもらった. 

 

1. グループ数は妥当か 

2. 一般ユーザアカウントのみに着目したとき, 各クラス

に対してジャンル,内容にまとまりはあるか 

3. 公式や情報拡散目的のアカウントに着目したとき, 各

クラスに対してジャンル, 内容にまとまりはあるか 

 

 

図 7 発言内容を用いた手法の評価 

図 6 公式アカウントに対し発言内容を用いた分類手法の適用結果 
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図 8 人間関係を用いた手法の評価 

 

 図 7 より, 発言内容を用いた手法は公式アカウントや情

報拡散目的のアカウントに有効であることがわかる. これ

は,ツイートの内容に一貫性があるため , 内容にまとまり

がある分類が可能であると考えられる. 一般ユーザは興

味・関心が変わってしまうため, 発言内容に一貫性がなく，

分類が上手くいかないという結果になった.反対に, 図 8 よ

り人間関係を用いた手法は, 発言内容を用いた手法と比べ

て一般ユーザに有効である可能性がある一方, 公式アカウ

ントや情報拡散目的のアカウントに対しては有効とは言え

ない結果となった. 以上より, 公式アカウントや情報拡散

目的のアカウントに対しては発言内容を特徴量として用い, 

一般ユーザに対しては人間関係を特徴量として用いること

が有効であることが伺える. よって, この二つの利点を考

慮したハイブリット手法により, さらに分類結果の精度が

向上できると考えられる. 

質問 1 に関しては，安定した評価が得られていない. AP

法ははじめにクラスタ数を指定する必要がないため, 2 グ

ループにしか分けられないという結果もあれば，細分化さ

れすぎているという結果もあった．クラスタリング手法に

関しては改善の余地があると考える.  

 

6. おわりに 

 

 本稿では，提案手法である「発言内容を用いた手法」と

「人間関係を用いた手法」において，それぞれの有用場面

の可能性を明らかにした. 今回の実験に基づいてさらに被

験者の数を増やし, 有用場面における信頼性の向上を目指

したい. 信頼性が十分に得られる結果となれば, 二つの手

法を組み合わせたハイブリット手法を用いることで，分類

結果における評価向上を目指せると考えられる . また, ク

ラスタリング手法に関して, 複数の属性を持つアカウント

のために重複を許すような分類手法を考える必要がある. 
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