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ソーシャルネットワークにおける
共通の友人に着目した実世界イベント検出・分類手法
佐藤 翔野†1,a)

米澤拓郎†1,b)

中澤 仁†1,†2,c) 川崎 仁嗣†3,d)
徳田 英幸†1,†2,g)

太田 賢†3,e)
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概要：近年，SNS 上の情報を使い実世界のイベントを検出・分類する研究が盛んに行われている．既存の
研究ではテキスト解析が主であり，発言にイベントに関する内容が含まれていないと，解析が不可能であ
るという問題が存在する．本研究では，Twitter 上の位置情報付き発言を用いて，ある空間に存在する人々
の興味を抽出し，それに基づいた実世界イベントの検出と分類を試みる．提案手法では，空間内のユーザ
群の「共通の友人」を分析し，その友人の属性情報を解析することにより，ユーザ群の興味を抽出する．

ルタイムに実世界イベントを検出・分類可能とすることで，

1. はじめに

イベント推薦や交通ナビゲーションシステムへなどの応用

スマートフォンやソーシャルネットワーキングサービス

が期待されている．

(SNS) の普及により，多くのユーザが GPS の搭載された

SNS 上の位置情報付き発言を使用してイベント検出・分

デバイスを所有し，様々な時間や場所で情報へのアクセス

類するための手段として主にテキストマイニングを使用す

および発信が可能となった．SNS はインターネットを介し

る場合が多い．しかし，位置情報付き発言には必ずしもそ

て個人間のコミュニケーションを促す社会的要素を含んだ

のイベントに関連するテキストが含まれているとは限ら

メディアであり，日本における 2014 年 9 月時点での主な

ない．このような発言のことを本研究ではノイズと呼ぶ．

ソーシャルメディアの利用率は，57.1%*1

と過半数を超え

発言内容がノイズのみである場合，テキスト解析ではイベ

ている．このような技術の発達および普及により，多くの

ントの検出は不可能となってしまう．既存研究では話題ト

ユーザが GPS を用いた位置情報と紐付いた実世界の情報

ピック検出やバースト検出を試みている [2][3] が，ノイズ

をリアルタイムに SNS 上に投稿することが可能になって

は考慮されていないため，検出可能なイベントは位置情報

いる．本研究では，このような SNS 上の投稿に位置情報

つき発言が多数収集可能な大規模イベントに限られてい

が付加されたもののことを位置情報付き発言と呼ぶ．位置

る．またユーザの位置情報付き発言の空間的・時間的履歴

情報付き発言は，その場所に起因する実世界上での出来事

からイベント検出を試みる研究 [4][5] も存在するが，これ

（実世界イベント，以下イベントと呼ぶ）について投稿され

らの手法はイベントの検出こそ可能であるが，具体的なイ

ることが多い．そのため，位置情報付き発言を収集し，解

ベントの分類等は位置情報だけからは難しい．これらの問

析することにより情報空間から実世界のイベントを検出・

題を解決するため，本研究では，テキスト解析および位置

分類する研究が盛んに行われている [1][2]．SNS からリア

情報の履歴解析のアプローチではなく，空間内のユーザ群
の「共通の友人」に着目したイベント検出・分類手法を提
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案する．具体的には，Twitter を用いて位置情報付き発言
を収集し，特定の空間内に存在しているユーザ群の「共通
の友人」のランキングを作成する．ランキングに登場する
「共通の友人」の多くは，多くのフォロワーを有するアカウ
ントであることが想定されるため，そのアカウントの属性
を関連する Wikipedia から抽出し，それをユーザ群の興味
として用いる．本研究では提案した手法に基づきイベント
の分類を可能とするインタラクティブな Web ツールの設
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表 1

計・実装を行った．実装したツールを元にイベントの分類
実験を行った結果，趣味性が高いイベントに関しては分類
が可能であることが明らかとなった．
本論文の構成は以下の通りである．まず２章で位置情報

実世界イベント検出・分類の 2 種類の手法
位置情報付き発言の
位置情報の空間的・

前提

テキスト解析

時間的解析

・位置情報付き発言

・位置情報付き発言

が存在する

が存在する

付き発言を用いた実世界イベント検出・分類についての問

・発言内容がイベン

題意識を説明し，関連研究を紹介した後，本研究の目的と

トに言及している

アプローチを述べる．３章でイベント参加者の共通の友人

イベント検

を解析することで，ユーザ群の興味を推定する手法につい

出

て述べる．４章では，本手法を用いた解析ツールの設計と
実装について述べ，５章でそのツールを用いた解析結果と

イベント分

○

○

○

×

類

考察を述べる．最後に６章で本研究のまとめと今後の展望
を述べる．

局発言内容の分析を行う必要がある．
これら２つの手法の特徴をまとめたものを，表 1 に示す．

2. 位置情報付き発言を用いた実世界イベント
の検出と分類

イベントの推薦などのアプリケーションを構築するため

本章では，まず問題意識を述べた後，本研究の関連研究

となる．位置情報の空間的・時間的解析では必要となる前

について述べる．その後，本研究の目的について述べる．

提は１つで良いが，イベントの具体的な分類は難しい．一

には，イベントの検知だけでなく，イベントの分類が重要

方，テキスト解析の手法では，発言内容がイベントに言及

2.1 問題意識

しているという前提が必要であるが，蛭田らによると，あ

これまで提案されている実世界イベント検出・分類手法

る空間に関係のある発言は位置情報つき発言全体の 55.93

は，大きく分けて（１）位置情報付き発言内容のテキスト

％に過ぎないという報告 [1] もあり，分類可能なイベント

解析，
（２）位置情報の空間的・時間的解析，の２種類に分

は大幅に限られることが想定される．よって，イベントの

類される．両者の手法に共通している大前提として，実世

検知・分類を少ない前提条件で行うためには，既存手法と

界イベントが発生している空間で位置情報付き発言が存在

は異なるアプローチが必要である．

すること，が挙げられるが，それに加え，それぞれの手法
には追加の前提や，それに伴う利点・欠点が存在する．
位置情報付き発言内容のテキスト解析手法では，発言内

2.2 関連研究
2.2.1 位置情報付き発言内容のテキスト解析

容を解析し，実世界イベントの名称や規模の推測が行われ

位置情報付き発言のテキストを解析する既存研究とし

る．同手法ではイベントの検知および分類が可能となって

て，Ishikawa ら [2] は，ある地域のある時間において発生

いるが，追加の前提として，発言内容にイベントに関する

するホットトピックの検出のため，Twitter と Wikipedia

内容が含まれる必要がある．しかし，位置情報付き発言に

を使って作成した意味的辞書と位置情報付き発言を用いて

は必ずしもそのイベントに関連するテキストが発言されて

バースト検出を行い，ホットトピックを検出している．ま

いるとは限らない．例えば音楽のイベントに参加している

た，金子ら [3] は位置情報付き発言の内，画像を添付して

ユーザであっても「このあとなに食べよう」のように，イ

投稿されている発言に注目し，特定の地域での投稿をリア

ベントに関するテキストを発言していない場合も多く存在

ルタイムに監視し前日と比べ出現頻度が上昇したキーワー

する．このようなイベントに関係のない発言を本研究では

ドを含む位置情報付き発言の画像の解析を行うことによ

ノイズと呼ぶ．ノイズを含んだ発言をそのまま利用してし

り，イベントの特徴的な画像を抽出している．つまりこれ

まうと判定結果にもノイズが多くなってしまう．また，発

らの研究はイベント検出・分類に成功していると言えるが，

言がノイズしか含まれていない場合，イベント検知・分類

ノイズとなる位置情報付き発言を考慮していない．そのた

は不可能となる．

め，イベントの 判定結果もノイズが多くなってしまう．ま

一方，位置情報の空間的・時間的解析では発言内容は考

た発言がノイズだけであった場合，分析をすることすら不

慮せず，ある空間内の発言数の時間的遷移などを用いてイ

可能になる．

ベント検出を行っている．この手法では発言内容は用いな

2.2.2 位置情報の空間的・時間的解析

いため，前述したノイズの影響を受けることなく，イベン

位置情報の空間的・時間的解析をする既存研究として，

トの検出が可能となる．一方で，位置情報の遷移だけでは，

Lee ら [4] は，位置情報付き発言の増加率によるイベント検

具体的なイベントの名称・属性などの分類は難しい．よっ

出の手法を提案している．特定の空間内の通常時の位置情

て，同手法ではイベントの検知は可能であるが，実際にそ

報付き発言の数を推測し，通常時よりも位置情報付き発言

のイベントがどういうものであるか推測するためには，結

が多く投稿された時に，イベントが発生したとしている．
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また藤坂ら [5] はあるイベントへ参加していると推測され

3.1 ユーザ群の興味推定手法

るユーザ達の移動履歴を分析することで，そのイベントの

本手法を実現するために，ある空間におけるユーザ群

影響範囲を推定している．さらに藤坂らはイベントの詳細

の共通の友人がどのような属性であるのかを抽出する必

を知るためにテキスト解析を行っているが，実際ノイズを

要がある．まず考えられる方法として，Twitter アカウン

多く含んでおりイベントに関するキーワードをうまく抽出

トに設定されたプロフィールを利用することが想定され

できていない．このように，位置情報の遷移だけではイベ

る．しかし，アカウントのプロフィールを記述している

ントの検出こそは可能がだ，具体的なイベントの名称・属

ユーザは限られているため，属性情報の抽出には不十分で

性などの分類は難しい．また，詳細を知るために発言内容

ある．例えば，ミュージシャンのきゃりーぱみゅぱみゅの

の解析を行うとノイズの影響を受けてしまう．

Twitter のプロフィールでは「無敵」としか書いておらず

2.2.3 その他のアプローチ

（2015 年 2 月時点），属性情報としては利用不可能と考え

河野ら [6] はイベント参加者の多様性を意味する「大衆

られる．そこで本研究では，「共通の友人として上位に位

性」を定義し，位置情報付き発言を行っているイベント参

置付けられるアカウントは著名なアカウントであり，著名

加者がフォローしているユーザを解析することにより「大

なアカウントであればインターネット上の情報を用いて分

衆性」に基づきイベントの分類する手法を提案している．

類することが可能である」という仮定のもと，属性抽出の

彼らはテキストを解析せずにイベントを分類しているが，

手法を構築する．具体的には，そのアカウントに紐付けら

分類指標としてイベントが万人受するものかという「大衆

れる Wikipedia*2 のカテゴリ階層を利用してアカウントの

性」のみとなっており，詳細なイベントの属性までは解析

分類を行う．事前調査では 8 つの異なる実世界イベントに

できていない．

対し，イベント参加者内での共通の友人のフォロー数でラ
ンキングを作成し上位１０名を確認したところ，すべての

2.3 目的
以上のことより，イベントの検知・分類を少ない前提条

ユーザが Wikipedia に関連付けられる著名なユーザであっ
た．よって，Wikipedia のカテゴリ属性に基づく分類を試

件で行うためには，既存手法とは異なるアプローチが必要

みる．

である．したがって本研究の目的は，位置情報付き発言を

3.1.1 Wikipedia を用いたユーザのカテゴライズ
Wikipedia は誰もが無料で自由に編集に参加できるイン

用いて少ない前提条件でイベントの検出・分類する手法を
実現することである．

3. アプローチ

ターネット百科事典である．Wikipedia に存在するすべて
の語にはその語に属するカテゴリが存在し，また各カテゴ
リは１つ以上の上位カテゴリに属するという階層構造に

本研究の目的を達成するために，本稿では空間内に存在

なっている．本研究では，Wikipedia に存在する「百のカ

するユーザ群の「共通の友人」を抽出・解析し、そのユー

テゴリ」を階層構造の第一層のカテゴリとする．その第一

ザ群の興味を推定し，イベントの分類に用いる手法を提案

層のカテゴリから１ステップで辿ることのできるカテゴリ

する．イベントに参加しているユーザは，そのイベントに

を第二層，さらに第二層から１ステップで辿ることのでき

関する話題に興味を持っており，それは SNS 上の友人に反

るカテゴリを第三層とし，それ以降の階層も同様にする．

映されていると考えられる．例えば事前調査として，「入

そのため，共通の友人に関連する Wikipedia 上のページに

間基地航空祭」が行なわれている場所で位置情報付き発言

割り振られている各カテゴリーから，幅優先で第一層カテ

を行っていたユーザの共通の友人を抽出したところ，「防

ゴリのいずれかに到達するまで再帰的に探索を行う．第一

衛省 航空自衛隊」や「防衛省 海上自衛隊」
，
「陸上自衛隊」

層カテゴリを発見した場合，発見された百のカテゴリに対

のように軍事に関するアカウントが多くフォローされてい

してポイント (カテゴリポイント) を１ Point 割り振る．ま

るという結果が得られた．すなわち，
「入間基地航空祭」イ

た，同じ距離に第一層カテゴリを複数発見した場合は，発

ベントに参加しているユーザは，常日頃から軍事に興味を

見した各カテゴリに対し 1Point を割り振る．全てのポイ

持っており，軍事に関する著名なアカウントをフォローし

ントを集計し，カテゴリ名とポイントをペアとした集合を，

ていると考えられる．この情報を用い，本研究ではある空

その共通の友人の属性として利用する．このカテゴリ分類

間内のユーザ群が持つ「共通の友人」がどのような属性な

手法を，共通の友人として抽出されたアカウントの上位１

のかを解析することにより，イベントに参加しているユー

０件のアカウントに対して適応して行う．

ザ群の興味として用い，それをその場所のイベントの属性

3.1.2 ランキング補正

情報として利用可能とする手法を構築する．本手法を用い

最終的なイベントの分類を行うため，共通の友人の上位

ることで位置情報付き発言自体のテキスト分析を行う必要

１０件の属性情報を集計し，それをユーザ群の興味として

がないため，位置情報付き発言が存在する，という仮定だ
けでイベントの分類が可能となる．
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用いる．ただし，共通の友人のランキングの順位の違いに
よる影響を考慮するために，カテゴリポイントに補正をか
ける必要がある．まずイベント参加者内でのフォロー率 f
を以下の式で定義する．

f=

イベント参加者内での被フォロー数
イベント参加者数

そしてランキング補正後のカテゴリポイント CP を以下の
式で定義する．
図 1

CP = カテゴリポイント × f
3.1.3 ユーザ群の興味抽出
上述した１位から１０位の共通の友人の補正後カテゴリ
ポイント CP をすべて足し合わせ，各第一層カテゴリの総

発見・登録することができる．

( 1 ) Google Maps を操作し，任意の場所を表示．
( 2 ) Google Maps 上のピンをクリックすることで位置情報
付き発言を表示．

合カテゴリポイントを算出する．これをユーザ群の興味と
し，タグクラウドとして表示する．

イベント登録ツール

( 3 ) イベントを発見したら，円で位置情報付き発言を囲む．
( 4 ) イベントに名前をつけて保存する．

4. 設計と実装
本研究では本手法を適用し，インタラクティブに実世界
イベントを解析可能な Web アプリケーションの設計・実

この機能画面を図 1 に示す．イベント登録の際，イベント
名と円の範囲内の位置情報付き発言を行ったユーザの ID
情報とテキスト情報がデータベースに保存される．

装を行った．同アプリケーションは以下の機能を有する．

• 位置情報付き発言を収集し，地図上に発言を表示する

4.3 イベント解析機能
イベント登録機能により登録されたイベントを上述した

機能

• 地図上の位置情報付き発言からイベントを登録する
機能

• 発見されたイベントの解析を行う機能
以下，それぞれの機能の設計・実装の詳細について述べる．

手法により，解析を行う．この機能を図 2 に示す．まず図

2 のセレクトボックスよりイベントを選択すると，その後
選択されたイベントの共通の友人のランキング１０位まで
が表示される．表示方法は「RAW」
「百のカテゴリ」
「All」
の３段階用意した．「RAW」では Wikipedia から取得され，

4.1 位置情報付き発言の収集・表示機能
本研究では位置情報付き発言を収集するために，Twitter
の Streaming API*3 を用いた．Twitter Streaming API は

Twitter 上で投稿される発言をリアルタイムで取得する仕
組みである．本研究では対象を日本全国としたため，緯度
経度が日本国内を含むように設定をして位置情報付き発言
を収集し，データベースに保存を行う．Web アプリケー
ションでは保存された位置情報つき発言を，任意の日・時
間帯を指定して Google Map*4 上に表示を行う．

4.2 イベント登録機能
本稿では，イベントが検出された後の分類を主眼を置く．
将来的には同手法でのイベントの自動検出を目指すが，本
論文ではまずは分類を目的とする．そのため，本解析ツー
ルにおいては自動ではなく，利用ユーザに手動でイベン
トを発見・登録を行ってもらう機能を実装した．Google

Maps 上にマッピングされた位置情報つき発言から，イベン

第一層カテゴリに対応づける前のカテゴリを表示する．さ
らに「百のカテゴリ」では「RAW」カテゴリをそれぞれ
第一層カテゴリに対応づけた後のカテゴリをタグクラウド
で表示する．また「All」ではランキング 1 位から 10 位の
「百のカテゴリ」をマージし，イベント全体としてのカテゴ
リをタグクラウドで表現する (図 3)．タグクラウドに関し
ては，フォントの大きさによって，そのユーザやイベント
の属性を強く表している．

5. 評価
5.1 実験内容
本提案手法によるイベント分類がどの程度可能かどうか
を検証するため，日本イベント産業振興協会 *5 によって定
義された 16 区分のイベントのうち 13 区分のイベント 16
種類を本ツールで解析した．解析ツールにより，イベント
に参加していると考えられるユーザを抽出し，イベントを
タグクラウドで表示した。

ト発見・解析対象としての登録を直感的に行えるインター
フェースを実装した．ユーザは以下の手順で，イベントを
*3
*4

http://dev.twitter.com
https://maps.google.co.jp
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5.2 実験結果・考察
それぞれのイベントごとの解析結果を図 4 に示す。本稿
*5

http://www.jace.or.jp/
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図 5

図 2 イベント解析結果表示（100 のカテゴリ）

さよなら原発集会分析結果（100 のカテゴリ）

ベントか低いイベントかを判定できないため、これは今後
の課題とする。以下，分類が正しく行えたかどうか判断が
難しい個別のイベントに関して，考察を行う．

• さよなら原発集会
図 5 にさよなら原発集会の共通の友人トップ 10 を示
す。1 位から 9 位までのユーザは反原発活動に精力的
なユーザであるが、ユーザ群の興味をうまく推定する
ことができなかった。これは、抽出された共通の友人
は反原発活動以外でも著名な方々であり、Wikipedia
による解析でより有名な活動のカテゴリに関連付けら
図 3

イベント解析結果表示（ All）

れたと考えられる。例えば、坂本龍一氏は反原発活動
家ではあるが、さらに有名なのは音楽家としての活動

では，初期評価として，対象となるイベントの解析の結果

である。実際図 5 の坂本龍一氏の分析結果には音楽カ

得られた属性のタグクラウドに，イベントの特性が含まれ

テゴリが一番強く推定されている。

ているかどうかを，著者らが主観的に判断した．その結果，

• さっぽろ雪まつり

１６種類の評価対象イベントのうち，「FujiRockFestival」

さっぽろ雪まつりにて抽出されたユーザの 10 人中 8

「AKB ライブ国立競技場」
「コミックマーケット」
「全国高

人は初音ミク *6 関連のプロデューサーや企業、声優の

校サッカー選手権大会決勝」
「入間基地航空祭」
「東京アニ

アカウントであった。それ故、イベントのタグクラウ

メアワードフェスティバル」については，それぞれイベン

ドには音楽や北海道 (初音ミクは北海道の会社が開発)

トの特性・カテゴリがタグクラウドに反映されていると考

が強く現れている。これは、さっぽろ雪まつりに「初

えられ，イベントの属性を正しく導出できたと考えられる。

音ミクの雪像」があり SNOW MIKU*7 というイベン

興味の推定に成功した６つのイベントの共通点は、趣味性

トが開催されているためである。そのため、さっぽろ

が高いイベントであると言える。コミックマーケットには

雪まつりのタグクラウドとしては興味の抽出に失敗し

アニメやゲームが趣味なユーザが、全国高校サッカー選手

ているが、SNOW MIKU のタグクラウドとしては興

権大会にはサッカーが趣味なユーザが、入間基地航空祭に

味の抽出に成功していると言える。

は自衛隊が好きなユーザが参加するだろうと容易に推察で
きる。しかし神田祭に参加するユーザは特定の趣味を持つ

5.3 今後の課題

ユーザでなく多様なユーザが参加するため、ユーザ群の興

本研究では主観的な評価しか行えていないため、今後さ

味を簡単に導き出すことはできない。本研究は、共通の友

らにイベントの数を増やすとともに，客観的な分析を行っ

人を用いてイベントに参加するユーザ群の興味によりイベ

ていく。さらに、本研究では共通の友人の属性の推定に

ントを分類する手法であるため、このような参加するユー

WIkipedia を用いたが、Twitter のユーザの属性を推定す

ザが多様な趣味性の低いイベントは抽出することはできな

*6

かった。現段階での実装では、イベントが趣味性の高いイ

*7
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図 4

解析対象イベントと解析結果

る研究は他にも榊ら [7] や小坂ら [8] のように機械学習や
リストを使った手法も存在するためこれらの手法の適用の
検討も重要である。加えて、本稿ではイベントの分類のみ

[2]

を行ったが、本研究の目的にはイベント検知も含まれてい
る。今後，タグクラウドに含まれるカテゴリの変化を捉え

[3]

ることで，ある空間におけるイベントの検出が可能となる
と考えられる．
[4]

6. まとめ
本研究では、位置情報付き発言を用いて，
「位置情報つき
発言が実世界イベントが発生している場所に存在する」と

[5]

いう前提条件のみでイベントの検出・分類を可能とするた
め、空間内に存在するユーザ群の「共通の友人」を抽出・

[6]

解析し、そのユーザ群の興味を推定し, イベントの分類に
用いる手法を提案した. 提案した手法に基づきイベントの
分類を可能とするインタラクティブな Web ツールの設計・

[7]

実装を行った. その結果、本手法は趣味性が高いイベント
に適応が可能であるということがわかった。

[8]

geotagged tweets，Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, pp. 956-963 (2012).
Ishikawa. S, Arakawa. Y, Tagashira. S and Fukuda. A:
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