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１．はじめに
実世界では，知人関係を辿ることで，すべて
の人物がおよそ 6 人以内で間接的に繋がるとい
うスモールワールド現象[1]が存在する．また，
ソーシャルメディアの普及により，Web 上には，
知人関係や所属などの人物情報が幅広く記載さ
れている．これらの背景から，Web 上の人物情
報を用いて，任意の 2 人が何人を介して繋がっ
ているのかを検索できるアプリケーション[2][3]
の開発やネットワークの解析[4][5]が行われてい
る ． し か し ， こ れ ら は ， 特 定 の SNS （ Social
Networking Service）内の知人関係や映画の共演
関係のみを用いるなど，対象となるネットワー
クが限定的である．そのため，より実世界に近
い大規模なネットワークを用いることが望まれ
ている．そこで，知人関係の形成は，所属と深
く関連付くことから，共通の所属情報を保持す
る人物同士を知人関係とみなすことで，複数の
SNS のネットワークやその他 Web 上のサービス
を結合する．そして，結合したネットワークを
用いて，任意の人物や人物を介した所属の関係
を検索できるアプリケーションを開発する．本
論文では，人物と所属をまとめて万象と呼び，
所属は，出身校，勤務先，グループ名と共演作
品名などの人物と関連の深いキーワードとする．
なお，開発には，手軽に素早くゲーム感覚で利
用できるように Windows Phone を用いた．
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図 1 本システムの概要
２．研究の概要
本研究では，Web 上に記載されている人物の
知人関係と所属情報を用いて，Windows Phone 上
で任意の万象の関係を検索できるアプリケーシ
ョンを開発する．本システムの概要を図 1 に示
す．入力データは，2 つの任意の万象とし，出力
データは，2 つの万象の関係とする．本システム
は，1）人物情報分析機能と 2）万象関係探索機
能により構成される．
２．１ 人物情報分析機能
本機能では，知人関係や所属などの人物情報
を抽出し，人物情報データベースを構築する．
本機能は，知人関係抽出処理，所属情報抽出処
理と知人関係形成処理により構成される．まず，
知人関係抽出処理では，SNS 内の明示された知
人関係を抽出する．次に，所属情報抽出処理で
は，出身校，勤務先，グループ名と共演作品名
な ど の 人 物 と 関 連 の 深 い 所 属情報をパターン
マッチングにより抽出する．この際，人物を特
定するための情報として，人物の名前，生年月
日，職業やその他人物に関連するキーワードも
抽出し，Windows Phone での情報提示に用いる．
最後に，知人関係形成処理では，共通の所属情
報を保持する人物を網羅的に関係付けることに
より，知人関係を形成する．本機能で抽出また
は形成した情報は，人物情報データベースに登
録する．
２．２ 万象関係探索機能
本機能では，構築した人物情報データベース
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を参照し，入力された万象の関係を探索する．
本機能は，知人関係探索処理と万象関係形成処
理により構成される．まず，知人関係探索処理
では，入力された万象に該当する人物または所
属情報を保持する人物を取得し，取得した 2 人
の知人関係を探索する．次に，万象関係形成処
理では，探索した知人関係がどのように関係し
ているのかを判定し，万象関係を形成する．
３．実証実験と考察
複数の異なるサービスのネットワークを結合
する上で，人物の所属情報を用いることの有用
性を実証するための実験を行った．実験は，mixi，
Facebook と Wikipedia を対象として，任意の人物
の関係を探索した場合における探索失敗数と平
均経路数を求めた．なお，平均経路数は，人物
の数であり，探索には，万象関係探索機能の内，
知人関係探索処理のみを用いた．Windows Phone
上での実行イメージを図 2 に示す．
３．１ 実証実験
本実験では，知人関係のみを考慮した場合と，
知人関係と所属情報を考慮した場合に形成され
るネットワークを用いて，2 人の人物の関係の探
索 失 敗 数 と 平 均 経 路 数 を 求 めた．対象とする
サービスの組み合わせは 2 種類あり，1 種類目が
mixi と Facebook で，2 種類目が mixi，Facebook
と Wikipedia である．なお，実験データは，任意
のユーザから始まる 3 階層までの知人関係とし
て，mixi ユーザの 185,508 人，Facebook ユーザの
22,075 人と Wikipedia の人物の 135,721 人を用い
た．また，探索対象は，実験データから無作為
に選出した 2 人の人物を用い，各ネットワーク
に付き 1,000 回試行した．
３．２ 結果と考察
実験結果を表 1 に示す．ネットワークの形成
に SNS 内の知人関係のみを用いた場合，所属情
報を用いた場合に比べ，探索失敗数が多くなっ
た．これは，SNS 内の知人関係が各サービス内
で完結し，サービスを跨がる人物の関係が探索
できないためであった．それに対し，本研究で
は，所属情報を用いて複数のサービスのネット
ワークを結合することで，探索失敗数を大きく
削減できた．また，Wikipedia は，SNS のような
明示的な知人関係が存在しないため，所属情報
を用いて知人関係を形成することが有用である
と考えられる．検索に失敗した 2 件について詳
細を確認すると，入力された人物が保持する所
属情報の共通性が低く，ネットワークから孤立
していたためであることが分かった．この問題
は，より多くの所属情報を用いることや所属間
の関連性を考慮することで改善できると考えら
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ネットワークの
形成に用いた
人物情報

実験結果

mixi, facebook

mixi, facebook,
Wikipedia

失敗数 平均経路数 失敗数 平均経路数

SNS 内の知人関係

211

4.88

711

4.88

SNS 内の
知人関係と所属情報

0

5.11

2

6.83

れる．また，実験に用いたネットワークの平均
経路数がおよそ 6 人以内であるため，複数の
ネットワークを結合した場合においてもスモー
ルワールド性が存在すると考えられる．
４．おわりに
本研究では，Web 上に記載されている知人関
係と所属情報を用いて，任意の万象の関係を検
索できる Windows Phone アプリケーションを開
発した．本アプリケーションでは，SNS 内の知
人関係に加え，人物の所属情報の共通性を用い
てネットワークを結合することで，複数の異な
るサービスにおいても，万象の関係を検索する
ことが可能となった．今後は，本研究で用いた
サービス以外の人物やより知人関係の形成に深
く関わる所属情報を考慮し，より実世界に近い
万象の関係を検索可能な Windows Phone アプリ
ケーションの開発を目指す．
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