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概要：スマートフォンのアプリケーション利用履歴と友人関係情報より，インフルエンサを推定する手法
を提案する．本検討で推定するインフルエンサとは，周囲に直接影響を与えるユーザを指す．ユーザがア
プリケーションをダウンロードし実行する順番を個人間の影響度をパラメータとする確率モデルにより表
現する．ユーザ同士に友人関係がある場合にのみ情報伝達が起こり直接影響を与えうることに着目し，個
人間の影響度を直接影響とそれ以外の要素の混合として表す．ダウンロードの連鎖の発生確率密度はベー
タ分布とし，MCMC 法を用いて母数推定を行う．獲得された各個人の直接影響の大きさからインフルエ
ンサを推定する．約 160 人の大学生による実験を 3 カ月間行い得たデータを用いて，提案手法の正当性お
よび効果を確認する．行動が早いという先行性指標や既存の影響力推定手法よりも提案手法が優れている
ことが確認された．
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Abstract: This paper presents a statistical cascade model approach to identify inﬂuencers who actually
make changes to surrounding people on smartphone usage. The method assumes that a time series of users’
application download and activation can be represented by a probabilistic model which incorporates strength
of inter-personal inﬂuence as a key component. The model represents a probability of common application
download as a mixture of direct inﬂuence and other factors such as diﬀusion, by noticing that a direct inﬂuence can occur only among people who exchange information in person. The model employs beta distribution
for occurence probabilities of common application download. Strength of direct inﬂuence on each user is estimated by MCMC as a model paramter. To validate its ability, about 160 university students voluntarily
contribute to a mobile application usage monitoring experiment for 3 months. Empirical study conﬁrms its
ability and shows its better performance on identifying inﬂuencers compared with several existing methods.
Keywords: inﬂuencer, information diﬀusion, probabilistic model, MCMC

1. はじめに
1

2

3

a)

NTT ドコモ研究開発センター
R&D Center, NTT DOCOMO, Inc., Yokosuka, Kanagawa
239–8536, Japan
大阪大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technologies,
Osaka University, Suita, Osaka 565–0871, Japan
大阪大学サイバーメディアセンター
Cybermedia Center, Osaka University, Ibaraki, Osaka 567–
0047, Japan
katagirim@nttdocomo.co.jp

c 2012 Information Processing Society of Japan


マーケティングの研究から，人々の様々な行動（購買行
動や視聴行動等）は周囲から影響を受けていること，また
周囲へ与える影響度は人によって異なり，この影響度の強
い人（インフルエンサ）が存在するといわれている．この
インフルエンサを活用することによって，販売促進等の効
率を向上させることが可能であるため，インフルエンサを

75

情報処理学会論文誌

データベース

Vol.5 No.3 75–85 (Sep. 2012)

推定することは重要であり注目を集めている [1]．

されてきた．多くの研究は普及をマクロに扱うものであっ

影響の与え方には，直接の対人コミュニケーションによ

たが，近年になって個人単位の普及を扱う研究がなされる

るものからマスメディアを通じたものまで，多様な形態

ようになってきた [6]．インフルエンサの推定を行うため

が想定されるが，本論文では特に実世界における周囲（友

には，普及を個人単位に扱う必要がある．個人単位の普及

人，知人，家族等）に対する影響度が強い人を，利用履歴

を扱う研究としては，次のようなものがある．

の観察により推定する手法を提案する．本論文では，ス
マートフォンのアプリケーション利用における周囲へ与え
る影響を題材として，インフルエンサ推定を行う．スマー
トフォンは現在勃興期にあり，アプリケーションの取得・
利用行動の把握が今後に向け重要である．また，多様なア
プリケーションが出現しつつあるため，周囲へ与える影響
が観察されやすいと考えられる．しかしながら，提案手法

( 1 ) 個人間の普及確率を求める [7], [8]
( 2 ) 全体の普及を最大化する個人の集合を求める [9], [10]
( 3 ) 普及関係から行動を予測する [11], [12], [13], [14], [15],
[16]
( 4 ) 属性が類似している者同士で普及が増大する傾向（ホ
モフィリー）による効果と，直接的インフルエンスに
よるものとを区別する [17]

はスマートフォンの利用履歴以外であっても，ユーザ間の
連鎖に意味が考えられる対象に対して，広く適用可能であ

上記のうち，( 1 )〜( 3 ) は個人間の普及を扱っていて，普

る．以降本論文では特に断らない限り，実世界における周

及のなかから直接的インフルエンスを抽出することは意図

囲（immediate environment）にいる他の人（友人，知人，

していない．直接的インフルエンスを扱っているのは ( 4 )

家族等）に対して影響を与える個人をインフルエンサと呼

のみであるが，直接的インフルエンスとホモフィリーの効

ぶ．この定義は Katz らによりオピニオン・リーダの定義

果の比率を明らかにすることが狙いであるため，個人間の

として示されたもの [2] で，現在でもインフルエンサの定

直接的インフルエンスの発生確率を個別に明らかにするこ

義として変わらずに広く使われている [3]．さらに，個人の

とができない．Goyal らは文献 [7] において，個人間の普及

周囲に対して及ぼす具体的な影響行為をインフルエンスと

のうち友人間の部分のみを取り出し，その時間差が基準よ

呼ぶ．また，2 人が友人，知人，家族等の関係であるか否

り小さいものを直接的インフルエンスと見なす手法を述べ

かを示す情報のことを友人関係情報と呼ぶことにする．

ているが，その妥当性について検証が十分なされていない．

一方，人々が新しい事物を採用する行動には，個人によ

このため 4 章で提案手法と比較しその妥当性を議論する．

りその時期（先行性）に違いがあることが Rogers により

また，応用の観点から類似・関連する研究として，Pan

示されている [4]．Rogers は，先行性によって 5 つのカテ

らによるスマートフォンアプリケーションの利用予測 [11]，

ゴリ（イノベータ，アーリーアダプタ，アーリーマジョリ

Richter らによる電話の解約予測 [18] がある．Pan らの研

ティ，レイトマジョリティ，ラガード）に分類した．イノ

究は種々のソーシャルグラフ（友人関係情報）が得られる

ベータが新しい事物を最も早く採用する層であり，ラガー

ときに利用予測能力が最適となるような友人関係情報を得

ドは最も遅く採用する層である．購入履歴，利用履歴を観

る取り組みである．また Richter らの研究では，過去の通

察することにより，イノベータやアーリーアダプタ等の先

話履歴から密なつながりを持つと思われるグループを抽出

行者を把握することは容易である．しかしながら，先行し

するとともにその中でのインフルエンサを通話履歴のパ

ているからといって，他者の行動に影響を及ぼしていると

ターンから推定し，それらの特徴により解約予測ができる

は限らないことに注意が必要である．Rogers はこれについ

と主張している．双方とも，個人間の影響を扱う研究であ

ても指摘しており，インフルエンサは偏りはあるものの，

るが，Pan らの研究は直接的インフルエンスの抽出を意図

イノベータからレートマジョリティ/ラガードにかけて分

していない．Richter らの研究は，通話という直接観測さ

布すると述べている．このため，先行度からのインフルエ

れる友人関係からインフルエンサを抽出しているが，本論

ンサ推定は困難である．

文ではスマートフォンのアプリケーション利用履歴という

ここで，新しい事物が人々によって採用されていくこと
を普及（diﬀusion）と呼ぶことにする．インフルエンサが

間接観測から推定するという問題を扱っており，彼らの手
法は適用することができない．

与えた影響により起こる普及を直接的インフルエンス，直

本論文では，利用履歴からインフルエンサを推定するこ

接的インフルエンス以外により生じる普及を特に拡散的普

とを目的とする．前述したように，利用履歴からユーザの

及と呼ぶことにする．文献によっては拡散的普及を含んだ

先行性は把握できるが，インフルエンサは同定することが

普及のことをインフルエンスと呼ぶ場合があるが，本論文

できない．そこで，友人関係が既知であるとして，友人に

では明確に区別して用いる．

対する普及には直接的インフルエンスが拡散的普及に追加

普及に関する研究は，Katz らの研究 [2] に端を発し，

されることをモデルとして表現し，これにより各人の直接

Rogers のイノベータ理論 [4]，Bass の普及モデル [5] 等を

的インフルエンスの強さを統計的に推定しインフルエンサ

基礎として，特に経済学・社会学において多くの研究がな

を抽出することを試みる．筆者の知る限りにおいて，類似

c 2012 Information Processing Society of Japan
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の手法は公知文献として発表されていない．より具体的に

軸は時間を表している．円で囲まれた数字は，その時刻に

は，下記の枠組みによるインフルエンサの推定手法を本論

数字が示すアプリケーションを，対応するユーザがダウン

文では提案する．

ロードし初めて実行したことを意味する．以降，本論文で

• 観測（入力）

は特に断らない限りダウンロードして初めて実行したこと

– 利用履歴：スマートフォン・アプリケーション・ダウ

を「ダウンロードした」と略して表現する．個々のアプリ
ケーションについて，時間の経過にそってダウンロードし

ンロード履歴

– アンケート結果：友人であるか否かの情報（友人関

たユーザを追跡することによりダウンロードの連鎖が得ら
れる（図中の実線の矢印）．各アプリケーションのダウン

係情報）

• 推論対象（出力）

ロード順序に着目すると，この例ではユーザ 2 は明らかに

– 各個人の直接的インフルエンスの強さ
• 推論手法

ユーザ 1 の先行者であり，またユーザ 3 はユーザ 1 の追随
者であることが分かる．

– 普及の発生を，ベータ分布としてモデル化
– 拡散的普及と直接的インフルエンスの組合せにより
普及発生の分布パラメータをモデル化

– マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法を用いたベ

筆者らは，このような連鎖の発生する確率を，すべての
ユーザ間において求めることによって，各ユーザが将来ダ
ウンロードするアプリケーションを予測できることを示し
た [13]．本検討においては，連鎖の発生する確率を同様に

イズ統計による未知母数の推定

基本として，インフルエンサが推定できるように連鎖発生

本論文の主張点は以下の 2 点である．

の確率を直接的インフルエンスによるものと拡散的普及

• 友人関係情報を利用し，利用履歴の分析からインフル

によるものの組合せとして表現することによって，モデル

エンサを推定する手法の提案．具体的には個人間の影

を拡張する．以降の説明で用いる表記をまとめて表 1 に

響度を直接的インフルエンスとそれ以外の要因の組合

示す．

せで表し，ダウンロードの連鎖はこれをパラメータと

アプリケーションダウンロードの連鎖は，ユーザ i が各

するベータ分布に従うとする確率モデルによる，直接

ユーザ j に対して持っている連鎖発生確率 pi→j に従って

的インフルエンスの強さの統計的推定方法として実現．

生起すると仮定する．ユーザ i がアプリケーション a をダ

• 大阪大学 160 人・3 カ月分のスマートフォン利用履歴

ウンロードした場合，その後はいつでも当該アプリケー

からのインフルエンサ推定結果とアンケート結果との

ション a を未ダウンロードのユーザ j に対して連鎖を起こ

照合による提案手法の有効性の確認．

そうとする．周囲に対する連鎖を起こそうとする試行はベ

以下，2 章で提案するモデルおよび未知母数の推定手法

ルヌーイ試行としてモデル化する．このため，試行の成功

について説明する．3 章では実験で利用するデータについ

回数は二項分布となり，観測から推定される成功確率の確

て説明する．4 章では評価実験の内容および結果と考察を

率密度分布はベータ分布となる．

述べ，5 章でまとめを述べる．

2. アプリケーション・ダウンロードのモデル
2.1 ダウンロードの連鎖

また，観測される利用履歴から，ユーザ i が利用履歴の
期間中にダウンロードしたアプリケーションの数 Ai  お
よび，ユーザ i がダウンロードした後にユーザ j がダウン
ロードしたアプリケーションの数 Ai→j  が得られる．こ

本論文で取り扱う利用履歴はスマートフォン利用履歴で

れによりユーザ i がユーザ j に対して連鎖を起こそうとす

あり，これはアプリケーションのダウンロード/実行記録

る試行の成功確率 pi→j の最尤推定結果（期待値）に相当

として観測されるものである．図 1 は，ユーザが各アプ

する観測値 yi→j が次式により得られる．

リケーションをダウンロードし初めて実行した時間関係の
一例を示したものである．図では 3 人のユーザ（user 1，

2，3）および 5 つのアプリケーションを扱っており，水平

yi→j =

Ai→j 
Ai 

(1)

2.2 直接的インフルエンスと拡散的普及
図 1 の例において，日常的にこの 3 人がよくコミュニ
ケーションをとっていて，このような連鎖が頻繁に観察さ
れる場合には，ユーザ 2 → 1 → 3 の順で影響が与えられて
いる可能性が示唆されるものの，ユーザ 2 がイノベータで
あり，ユーザ 3 がラガードである場合のように，友人関係
がなくてもユーザ 2，1，3 の順で先行性が高いため見かけ
図 1

ダウンロードの連鎖

Fig. 1 Cascades on application download.

c 2012 Information Processing Society of Japan
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表 1 表記一覧

Table 1 Notation.
表記

意味

pi→j

ユーザ i からユーザ j に対する連鎖の発生確率

qi→j

ユーザ i からユーザ j に対する拡散的普及による連鎖の発生確率

vi
α, β

ユーザ i が周囲に直接的インフルエンスを与える強さを示すパラメータ
ベータ分布におけるパラメータ

Beta(x|α, β) =
γ, θ

− x)β−1

α,β から変換により得られるベータ分布のパラメータの別表現
γ=

Ai

Γ(α+β) α−1
x
(1
Γ(α)Γ(β)

α
,
α+β

θ =α+β

ユーザ i がダウンロードしたアプリケーションの集合

Ai→j

ユーザ i がダウンロードし，その後ユーザ j がダウンロードしたアプリケーションの集合

yi→j

Ai のうち Ai→j に含まれるアプリケーションの比率

tij

ユーザ i とユーザ j の間の友人関係の有無

si

ユーザ i の先行度

ra,i

ユーザ i がアプリケーション a をダウンロードした実験協力者中の順位

ta,i

ユーザ i がアプリケーション a をダウンロードした時刻

τij

Ai→j に含まれるアプリケーションの，ユーザ i と j におけるダウンロード時刻差の平均

ua

アプリケーション a をダウンロードした実験協力者の人数

布で表されると仮定する*1 ．

から観測される連鎖には，このように直接的インフルエン
スによる連鎖とそれ以外の要因による連鎖（拡散的普及に

( 3 ) 拡散的普及の起点側・終点側の密度分布は，相互に全

よる連鎖）が混在していると考えることができる．拡散的

体確率分布の上で独立であることを仮定し，任意の起

普及による連鎖は，先行しやすさを相対的に表現したもの

点，終点の組における拡散的普及の近似計算を可能と

ともいえる．また，友人関係のない相手には直接的インフ

する．

ルエンスは発生しえないことから，友人以外に対する普及

( 4 ) 各ユーザには，固有の周囲に与える直接的インフルエ

と友人に対する普及との差異には，直接的インフルエンス

ンスの強さを示す値があり，拡散的普及の発生確率に

の強さが反映されていると考えられる．

相手が友人であれば加算され，またその強さは相手に

本論文ではベイズ統計の枠組みを用い，上記の連鎖を作

依存せずどの友人に対しても等しく作用することを仮

りだすメカニズムとして確率モデル（生成モデル）を設定

定しモデル化する．

し，観測された標本に基づいて確率モデル中の未知母数を

上記の考え方 ( 1 )〜( 4 ) に従い，確率モデルを定式化す

統計的に推定する．真の確率モデルは未知であるので，こ

る．まず，ユーザ i から j に対する拡散的普及による連鎖

こでは直接的インフルエンスと拡散的普及の組合せにより

の発生確率 qi→j は，考え方 ( 1 ) により密度分布をベータ

普及が発生するという仮説に基づいた確率モデルを設定す

分布としてモデル化するので分布パラメータ αqi→j ，βqi→j

る．そして，実験により得た実際の観測データを用いて未

を用いて式 (2) として表現される．

知母数の 1 つである直接的インフルエンスの強さを統計的

qi→j ∼ Beta(αqi→j , βqi→j )

に推定し，その結果をインフルエンサの正解データと照合

(2)

観測 yi→j は，式 (1) より各 i，j の組に対して単一の値

することにより仮説（モデル）の妥当性を検証する．

しか得られないため，観測 yi→j から直接的にベータ分布

2.3 確率モデル

のパラメータ αqi→j ，βqi→j を得ることができない．これ

本論文で提案する，普及（連鎖）の発生メカニズムとし

に対して，考え方 ( 2 )，( 3 ) を用いることで，式 (3) によ

ての確率モデルを得るうえでの，基本的な考え方は次のと

り qi→j を近似として得ることができる．ここで，qi→∗ は

おりである．

ユーザ i の起点側の拡散的普及の発生確率を，q∗→i は終点

( 1 ) ユーザ i から j への普及および拡散的普及をベルヌー

側を，さらに q∗→∗ はすべてのユーザ間における拡散的普

イ試行としてモデル化（近似）する．またその発生確

及の発生確率を示す．

率（試行の成功確率）の密度分布はベルヌーイ試行と

qi→j =

の親和性からベータ分布で表す．

（終点側）かの密度分布を持ち，その分布はベータ分

c 2012 Information Processing Society of Japan


(3)

ベ ー タ 分 布 の 確 率 密 度 分 布 の 式 (Beta(x|α, β) =

( 2 ) 各ユーザは各自の特性として，どのような確率で拡散
的普及を起こす（起点側）および拡散的普及を受ける

qi→∗ × q∗→j
q∗→∗

*1

3 章で説明する収集データに関して，非友人に対しての yi→j の
分布の特性を分析し，拡散的普及の起点側・終点側の密度分布を
近似的にベータ分布で表すことの妥当性は確認済みである．
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− x)β−1 ) を用いて式 (3) を展開し，式 (2)

2.4 未知母数の推定

の分布パラメータ αqi→j ，βqi→j を式 (4)，式 (5) から得る

2.3 節で述べた確率モデルに基づき，観測を用いて未知

ことができる．これにより拡散的普及による連鎖の発生確

母数のベイズ推定を行い，各人の直接インフルエンスの強

率 qi→j のモデル化を終える．

さ vi を求める．このときに，確率モデルから代数的に解
を得る困難さを回避するため，マルコフ連鎖モンテカルロ

αqi→j = αqi→∗ + αq∗→j − αq∗→∗

(4)

βqi→j = βqi→∗ + βq∗→j − βq∗→∗

(5)

次に，考え方 ( 1 )，( 4 ) に従い拡散的普及と直接的イン
フルエンスを組み合わせて普及発生確率 pi→j のモデルを
ベータ分布で表現する．まず，ユーザ i の直接的インフル
エンスの強さを表す変数 vi および友人関係の有無を示す変
数 tij を導入して，普及のベータ分布のパラメータを，別表
現 (γpi→j , θpi→j ) を用いて式 (6)，式 (7) でモデル化する．
式 (6) は，分布の期待値（平均値）である γpi→j を，拡散的
普及の期待値 γqi→j に対して友人関係のある相手の場合は
直接的インフルエンスにより vi が加算されるものとして
表現している．また式 (7) は，分布の先鋭度 θpi→j が，拡
散的普及の先鋭度 θqi→j と同じ値を持つことを表している．

（MCMC）法 [19] を用いる．

MCMC 法では，式 (12) に示すベイズの定理を用いて各
未知母数に対し，確率モデルに従い事後分布（P (Ω|x)）と
一致する分布特性を持つ擬似乱数列を生成する．式中で

Ω は未知母数を，x は観測を示す．生成された擬似乱数列
を大数の法則に基づき解析することで，未知母数の値（分
布）を推定することができる．擬似乱数列生成のためには，
式 (12) の右辺の各項のうち，P (x|Ω) と P (Ω) を与える必
要がある．P (x|Ω) は尤度関数であり確率モデルそのもの
である．P (Ω) は未知母数の事前分布である．なお，分母
の P (x) は観測のみで与えられる規格化定数である．

P (Ω|x) =

P (x|Ω)P (Ω)
P (x)

(12)

2.3 節の確率モデルについて母数推定する場合，推定対

γpi→j = γqi→j + vi × tij

(6)

象の未知母数は vi ，γqi→∗ ，γq∗→j ，γq∗→∗ ，θqi→∗ ，θq∗→j ，

θpi→j = θqi→j

(7)

θq∗→∗ である．また入力として与える情報は，利用履歴か

ここで，tij は次式で与えられる．

1 if ユーザ i がユーザ j と友人関係にある
tij =
0 それ以外

(8)
式 (6)，式 (7) のパラメータ γpi→j ，θpi→j を αpi→j ，βpi→j
の形に変換し，普及発生確率 pi→j を表すモデルとして
式 (9) を得る．

母数の事前分布である．具体的に，MCMC 法向けの記述
言語である BUGS 言語 [20] を用いて，2.3 節で述べた確
率モデルおよび未知母数の事前分布を記述した例を次に示
す．例では添え字を展開するための構文等一部を省略して
いる．母数推定は次のような手順で行う．モデル定義，未
知母数の事前分布に加えて観測値等の必要な入力情報を与
え，未知母数の初期値を乱数により生成させる．その後，

MCMC サンプリングによりマルコフ連鎖を生成し未知母



pi→j ∼ Beta (γqi→j + vi × tij ) × θqi→j ,



1 − (γqi→j + vi × tij ) × θqi→j

ら得られる観測値 yi→j と友人関係情報 tij および各未知

数の 1 つである直接的インフルエンス vi の擬似乱数列を

(9)

生成する．得られた擬似乱数列より初期値の影響を避ける
ため先頭から burn-in 標本数分を棄却し，それ以降の擬似

ここで，γqi→j ，θqi→j は次式で与えられる．

乱数列の平均値（期待値）を vi の推定値とする．

αqi→j
αqi→j + βqi→j
αqi→∗ + αq∗→j − αq∗→∗
=
αqi→∗ + αq∗→j − αq∗→∗ + βqi→∗ + βq∗→j − βq∗→∗

γqi→j =

model{
# 観測される確率変数
p[i,j] ~ dbeta( alpha_p[i,j], beta_p[i,j] )
qi[i]

~ dbeta( alpha_qi[i], beta_qi[i] )

qj[j]

~ dbeta( alpha_qj[j], beta_qj[j] )

qw

~ dbeta( alpha_qw, beta_qw )

(10)
θqi→j = αqi→j + βqi→j

# t_ij=0 友人以外のみ
# t_ij=0 友人以外のみ

= αqi→∗ + αq∗→j − αq∗→∗ + βqi→∗ + βq∗→j − βq∗→∗

# t_ij=0 友人以外のみ

(11)
以上により，提案する確率モデルに基づいて直接的イン

# 未知母数とその事前分布
v[i] ~ dnorm(0.0, 0.1)

フルエンスの強さ vi を推定することは，観測 yi→j および

gamma_qi[i] ~ dbeta(1.0, 19.0)

入力情報 tij を用いて，観測 yi→j を式 (9) の pi→j の観測

gamma_qj[j] ~ dbeta(1.0, 19.0)

と見なした際の最も尤度の高い vi を統計的に求めること

gamma_qw

~ dbeta(1.0, 19.0)

theta_qi[i] ~ dgamma(1.0, 0.02)

と定式化される．
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図 2 ダウンロード履歴の累積レコード数

Fig. 2 Cumulative amount of collected log records.

実験端末においてアプリケーションを実行すると，モニ
theta_qj[j] ~ dgamma(1.0, 0.02)
theta_qw

タソフトウェアが検知し時刻とともに記録する．記録され

~ dgamma(1.0, 0.02)

た利用履歴は端末上で匿名化処理を行い，3G ネットワー
ク経由でサーバに集められる．各利用履歴レコードは，時

# 確率モデル
alpha_p[i,j] <beta_p[i,j]

gamma_p[i,j]

* theta_p[i,j]

<- (1-gamma_p[i,j]) * theta_p[i,j]

刻，匿名化したユーザ ID，実行された Android アプリケー
ション ID の 3 項組で構成されている．

gamma_p[i,j] <- gamma_q[i,j]+v[i]*t[i,j]
theta_p[i,j] <- theta_q[i,j]

上記で収集されたアプリケーション実行の履歴レコード
の中から，各ユーザにおいて各アプリケーションの初回実

gamma_q[i,j] <- alpha_q[i,j]/(alpha_q[i,j]+beta_q[i,j])

行分のレコードのみを抽出する．図 2 に実験開始からの

theta_q[i,j] <- alpha_q[i,j]+beta_q[i,j]

利用履歴から抽出された初回実行履歴の累積レコード数を

alpha_q[i,j] <- alpha_qi[i]+alpha_qj[j]-alpha_qw

示す．アプリケーションダウンロードが開始 3 日間で急速

beta_q[i,j]

<- beta_qi[i] +beta_qj[j] -beta_qw

alpha_qi[i]

<-

gamma_qi[i]

* theta_qi[i]

分かる．そこで 2011 年 2 月 1 日から 2011 年 4 月 30 日ま

alpha_qj[j]

<-

gamma_qj[j]

* theta_qj[j]

での履歴を利用した．さらに，利用者数が 3 未満のアプリ

alpha_qw

<-

gamma_qw

* theta_qw

beta_qi[i]

<- (1-gamma_qi[i]) * theta_qi[i]

beta_qj[j]

<- (1-gamma_qj[j]) * theta_qj[j]

した．これらの処理を行い，最終的に 3,383 レコード（155

beta_qw

<- (1-gamma_qw)

ユーザ，291 アプリケーション）を利用した．

* theta_qw

に立ち上がり，その後 90 日間程度で飽和していることが

ケーションは有効な連鎖が得られないため，対象から削除

}

3.2 友人関係情報

3. 収集データ
3.1 利用履歴
大阪大学と共同でスマートフォン利用に関するモニタ実
験を行った．約 160 人の大学生が実験協力者として参加し
た．利用状況をモニタする実験用ソフトウェアを実験用に

端末貸与終了時に実験協力者に対してアンケート調査を
行い，実際の友人関係を調査した．前述のとおり実験協力
者はグループで応募する形態としたため，得られた友人関
係情報は，いくつかの集団から構成されるデータセットと
なっている．
友人関係は具体的に次の方法により得た．友人であるか

R
用意したスマートフォン（Xperia
）にインストールし，

ないかの曖昧性を排除するために，アンケートの中に「相

実験協力者に貸与し 6 カ月にわたり自由に使用するよう指

手と話したことがあるか」という設問を設け，相手として

示して利用履歴を収集した．実験協力者は学生に対して広

は回答者が所属する応募グループのメンバリストを示した．

く公募した．募集および応募受付の際には実験の趣旨およ

グループ内の各人を相手とした場合の回答を各々求め，こ

び概要を説明し，データの取扱い（個人情報保護）および

の結果を友人関係として用いた．ある実験協力者から相手

研究目的の利用について許諾を得られる方のみ受付けを

として指定されているにもかかわらず，その実験協力者を

行った．また，実験協力者間に一定数以上の友人関係を確

相手として回答しない場合が生じたが，その 2 人の間には

保するために，50 人以下のグループ単位で応募することと

友人関係があるものとしてデータを補正して使用した．

した．
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友人数ヒストグラム

Fig. 3 Histgram on number of friends.

図 5

友人間における普及アプリケーション数のヒストグラム

Fig. 5 Histgram on number of diﬀused applications.

サの正解データとして用いた．
友人関係のあるユーザ i，j 間で i → j に普及が観測され
たアプリケーションの数（{a ∈ Ai→j ; tij = 1}）を集
計したヒストグラムを図 5 に示す．図中 ∗ はインフルエ
ンサの正解データとしたアンケートの（紹介者 → 回答者）
の分布を示したものである．インフルエンサであっても普
及アプリケーションの数が多い傾向は認められない．直接
的インフルエンスによるダウンロードは，これらの一部も
図 4

友人関係情報の一例

Fig. 4 An example of friend graph.

には，3.3 節で説明する各インフルエンサの分布を ∗ で表
示している．前述のとおり，実験協力者はいくつかの集団
から構成されており，集団内は友人関係が密であることか
ら，分布はべき乗法則を満たしていない．また，インフル

しくは全部であり，頻度は大きくないことに注意が必要で
ある．ここでは，アンケート回答の信頼度は高いと考え，
紹介者からの回答者への直接的インフルエンスが観測中に
存在することを前提とした．また，インフルエンサ調査ア
ンケートへの未回答者が相当数存在するため，正解データ
はインフルエンサの一部であり他にもインフルエンサは存
在する可能性が高いことに注意する．

エンサと友人数には，顕著な相関は認められない．
図 4 は，例として 50 人のグループで応募した集団の友
人関係情報をグラフとして図示したものである．図中の
ノードはユーザを表し，エッジは友人関係を示している．
このグループの内訳は 3 系統の友達つながりと申告されて
おり，この系統が図によく表れている．

3.3 インフルエンサ
実験協力者に対する追加アンケートを 2011 年 11 月に行
い，実際のインフルエンサを調査した．調査は，他の誰か
から紹介されたことがきっかけでダウンロードして使って
みたアプリケーションがあった場合，誰からの紹介であっ

4. 実験
4.1 ユーザの先行性
まず，ユーザの先行性について確認する．ここでは，ユー
ザ i の先行性の指標として si を式 (13) により定義する．た
だし ra,i は，ユーザ i がアプリケーション a をダウンロー
ドした実験協力者中の順位を，ua はアプリケーション a の
実験協力者中のユーザ数を，Ai  は Ai に含まれるアプリ
ケーションの数を示す．

ra,i
a∈Ai (1 − ua +1 )
si =
Ai 

(13)

たかを直接尋ねる形で回答を得た．回収できた有効回答は

利用履歴を用いて各ユーザの先行性を算出した結果のヒ

44 人分（回収率 28%）であり，他の実験協力者からの紹介

ストグラムを図 6 に示す．これにより，アプリケーション

によりアプリケーションをダウンロードしたことがあった

ダウンロードにおける先行性分布も，Rogers が文献 [4] で

のは 24 人，回答から得られたアプリケーションの紹介者

示した採用者分布曲線と符合することが確認できる．図 6

は 18 人であった．この中からアプリケーションの利用履

には，アンケートにより明らかになったインフルエンサの

歴を確認し，回答者と紹介者の間に共通のアプリケーショ

位置を ∗ で示している．先行性が高いこととインフルエン

ンが 2 本以上確認できた紹介者（14 人）を，インフルエン

サであることが必ずしも一致しないことが分かる．
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ンスの強さ vi のヒストグラムを示す．図 6 と同様に，イ
ンフルエンサの位置を ∗ で示した．図 6 の先行性 si の場
合と比較して，インフルエンサは vi の値が大きい部分に分
布することが観察され，より良く推定できていることが認
められるとともに，仮説として設定した確率モデルについ
て一定の妥当性が確認できる．

4.3 他手法との比較
図 6

ユーザの先行性 si のヒストグラム

Fig. 6 Histgram of relative position on application downloads
si .

本節では，提案手法のインフルエンサ推定能力を，いく
つかの既存手法と比較し実験的に評価する．Goyal らは文
献 [7] において，個人間の普及のうち友人間のみを取り出
し，その時間差が基準より小さいものを直接的インフル

MCMC 法による母数推定の詳細設定

エンスと見なす手法を述べるとともに，inf luenceability

Table 2 Details on MCMC experiments.

（影響の受けやすさ）として各ユーザの実行アイテムのう

表 2

項目

値

ち周囲の友人からの直接的インフルエンスによると見な

生成マルコフ連鎖数

3

されるアイテムの比率を提案している．ここでは，この

1 連鎖あたりの総生成標本数

12,000

inf luenceability の考え方を応用し，各ユーザの実行アイ

1 連鎖あたりの burn-in 標本数

6,000

テムのうち友人に対して直接的インフルエンスを与えた比

vi ∼ N (0, 0.1)

率を inf luentiality （影響の与えやすさ）として次式によ

γqi→∗ ∼ Beta(1.0, 19.0)
γq∗→j ∼ Beta(1.0, 19.0)
未知母数の事前分布

γq∗→∗ ∼ Beta(1.0, 19.0)
θqi→∗ ∼ G(1.0, 0.02)
θq∗→j ∼ G(1.0, 0.02)
θq∗→∗ ∼ G(1.0, 0.02)

り算出し比較対象とする．ただし ta,i はアプリケーション

a をユーザ i がダウンロードした時刻を表す．
inf luentialityi

 {j ; tij =1} {a ∈ Ai→j ; 0 ≤ ta,j − ta,i ≤ τij }
=
Ai 
(14)

a∈Ai→j (ta,j − ta,i )
(15)
τij =
Ai→j 
さらに，Goyal らが提案している代表的なモデルである

(1) 時間差を考慮しないモデル（Static Model: ST と表記）
，
(2) 時間差を考慮するモデル（Discrete Time Model: DT
と表記），を取り上げ，各々について (a) ベルヌーイ試行
ベース（B と表記）
，(b) Jaccard 係数ベース（J と表記）
，を
実装して比較する．Goyal らのモデルは，個々の友人に対
図 7

直接的インフルエンスの強さ vi 推定結果ヒストグラム

Fig. 7 Histgram of estimated strength on direct inﬂuence vi .

する直接的インフルエンス確率を個別に与える．しかし，
インフルエンサを推定するうえで，特定の友人に強い直接
的インフルエンスを及ぼすことが重要であるのか，あるい

4.2 インフルエンサの推定
2.3 節で述べたモデルに基づき，3 章で説明したデータ

は友人全体に平均的に直接的インフルエンスを及ぼすこと
が重要であるのか明らかでないため，ここではその最大値

を用いて，2.4 節で示した MCMC 法により，各ユーザの周

（MAX と表記）および平均値（MEAN と表記）を算出し，

囲への直接的インフルエンスの強さ vi を推定した．表 2

それぞれを直接的インフルエンスを表す指標として扱う．

に実行した MCMC 法による推定の詳細条件を示す．未知

インフルエンサ推定能力の比較として，提案手法によ

母数の事前分布は，予備実験を行い，各変数のとりうる範

り推定された直接的インフルエンスの強さ vi ，先行性 si ，

囲を観察し，その結果を勘案し無情報事前分布となるよう

inf luentialityi ，Goyal らのモデルによる直接的インフル

に設定した．事前分布の影響については 4.4 節で議論す

エンスを表す指標について，上位 k 番目までに正解インフ

る．MCMC 法による母数推定には WinBUGS [21] を用い，

ルエンサが被覆される率の推移（recall@k ）を算出した．

R
R
2.93 GHz の Intel
Xeon
CPU のワークステーションで

得られた結果を図 8 に示す．提案手法については異なる乱

表 2 に示した規模の標本生成に 20 時間程度を要した．

数系列を用いて 3 回推定を行い得られた被覆率の平均を示

図 7 に，MCMC 法により推定された直接的インフルエ
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している．Goyal らのモデルは，図 8 (b) の凡例において
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(a) 先行性，Inﬂuentiality との比較
図 8

(b) Goyal らのインフルエンス確率モデルとの比較
正解被覆率の比較

Fig. 8 Results on recall@k.
表 3

上述の表記を組み合わせて表している．
図 8 より，inf luentialityi は先行性とほぼ同様の特性を
示し，直接的インフルエンスをうまくとらえられていない

事前分布パラメータの設定

Table 3 Parameters on prior distributions.
γqi→∗ , γq∗→j ,

θqi→∗ , θq∗→j ,

設定

vi

γq∗→∗

θq∗→∗

表 2 の設定

N (0, 0.1)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.02)

設定 1

N (0, 0.01)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.02)

設定 2

N (0, 0.05)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.02)

設定 3

N (0, 0.2)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.02)

い性能を示しており，その優位性が確認できる．ここで比

設定 4

N (0, 0.1)

Beta(0.5, 9.5)

G(1.0, 0.02)

較したモデルはいずれも普及の発生確率を基本として，時

設定 5

N (0, 0.1)

Beta(2.0, 38.0)

G(1.0, 0.02)

刻差の大小および友人関係の有無を用いて直接的インフル

設定 6

N (0, 0.1)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.01)

エンス候補を選別し，その強さを推定している．この方法

設定 7

N (0, 0.1)

Beta(1.0, 19.0)

G(1.0, 0.04)

ことが分かる．また，Goyal らのモデルは，最大値を用い
る場合より平均値を用いた場合の方が良い被覆率を示す傾
向が見られるが，それ以外には顕著なモデル間の差は認め
られない．いずれのモデルに対しても，提案手法がより良

では混在する直接的インフルエンスと拡散的普及を十分に
区別できないことが示唆された．
提案手法においても，一部のインフルエンサについては

vi の値が十分大きい値として推定されなかった．原因とし
て，vi の値を相手 j によらず一定としてモデル化している
ため，友人関係のある相手の中でもごく少数の相手にのみ
影響を及ぼしていて，他の相手にはほとんど影響を及ぼさ
ないような場合，結果的に vi が大きく推定されなかったこ
とが想定される．これに対し，仮に vi を相手 j ごとに異な
る値を持つように vij としてモデルを拡張すると，未知母
数の数が飛躍的に増加してしまい，母数推定が困難となる．
これは提案モデルの限界であり，異なるアプローチによる
解決が必要である．また，友人関係のある相手が特定の嗜
好に偏っているような場合，1 章で触れたホモフィリーに
よる効果が顕在化し，拡散的普及と友人における普及の乖
離が大きくなり，直接的インフルエンスは強くないにもか
かわらず vi が大きく推定されてしまう場合も想定される．

4.4 事前分布の影響
提案手法では，MCMC 法による母数推定を行ううえで，
表 2 に示すように，未知母数の事前分布をパラメータとし
て設定する必要がある．事前知識がある場合はそれを事前
分布として表現し，事前知識がない場合は事前分布が影響
を及ぼさないように無情報となるように設定する（分散に
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十分大きい値を設定する等）ことが，MCMC 法において
は一般的である [19]．今回は事前に複数の仮の設定で推定
を行い，その結果を勘案し事前分布が無情報となるように
パラメータを設定した．例として，図 7 の vi の推定結果
ヒストグラムを参照すれば，利用した事前分布である平均

0，分散 0.1 の正規分布は，十分大きな分散を持つ分布で
あることが確認できる．本節では事前分布の設定により結
果がどの程度影響を受けるかを実験的に明らかにし，提案
手法の頑健性の一面を評価する．表 2 に示した事前分布パ
ラメータを基準として，vi の分散，拡散的普及の期待値 γ
（γqi→∗ ，γq∗→j ，γq∗→∗ ）の事前分布（ベータ分布）の先鋭
度，拡散的普及の先鋭度 θ（θqi→∗ ，θq∗→j ，θq∗→∗ ）の事前
分布（ガンマ分布）のパラメータ β を，表 3 に示すように
各々変化させ，MCMC 法を用いてインフルエンサを推定
して得られた正解被覆率を図 9 に示す．vi の分散を 0.01
（表 2 の値の 1/10）にした場合（設定 1）は，著しく被覆率
が悪化した．分散を 0.01 に設定すると，先に見た図 7 の
分布を勘案すれば，事前分布がもはや無情報といえない程
度に分散が小さくなり，この影響により被覆率が悪化した
ものと考えられる．これに対して vi の分散が 0.05 以上で
はほぼ無情報となり，設定 2 および設定 3 では被覆率に大
きな差が表れていない．その他のパラメータについても一
定の影響が観察されるが，提案手法の優位性を損なうよう
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