
ソーシャルネットワークとは

ソーシャルネットワーク（Socia l

Network）は，昔から社会科学者に

よって研究されてきました（1）．彼らは，

ソーシャルネットワーク中の人々の役

割を理解すること，人々がどのように

つながっているか，情報が人々の間に

どう広がっていくか，に特に興味を

持っています．実際ソーシャルネット

ワークは，人と人の間のインタラク

ションとコミュニケーションに大きな影

響を与えます．

近年，オンラインソーシャルネット

ワーキングは，爆発的な成長を遂げま

した．Webユーザは自分の意見，写

真，音楽や動画をSNS（Social Net-

working Service）の上で共有して

います．Twitterのようなサービスは，

リアルタイムの情報を広めるための重

要なツールとなっています（2）．

ソーシャルネットワークマイニング

ソーシャルネットワークマイニング

（ Social Network Mining） とは，

データマイニングの技術を用いて，大

規模なソーシャルネットワークを分析

する分野です．これが重要であり注目

されている背景は，いくつかの理由が

あります．例えば，大規模なソーシャ

ルネットワークを分析することで，さ

まざまな状況における人間の社会的行

動を理解することができます．ネット

ワークにかかわる人々の役割を分析す

ることで，情報がネットワーク内でど

う広がるか，誰が一番ほかの人に影響

力を持っているかを理解することが

できます（図１）．さらに，ソーシャル

ネットワークの中には膨大な情報があ

るため，そのときその状況で一番適

切な情報を推薦することができれば，

ソーシャルネットワークマイニングで

ユーザを助けることができます．

ある１つのソーシャルネットワークを

分析する際には，３つの研究観点があ

ります．

① このソーシャルネットワークの

特徴は何か．

② このソーシャルネットワークを

理解するために，どんなモデルを

構築すれば良いか．

③ このソーシャルネットワークの中

の人をどのようにサポートするか．

①の課題に対しては，あるソーシャ

ルネットワークのいろいろな特徴を識

20周年を迎えたコミュニケーション科学

NTT技術ジャーナル 2011.918

ソーシャルネットワークの研究課題と
今後の展望

近年の急激なグローバル化に伴い，国を超えた人々のつながりはより強く
深いものになってきました．そのような背景の中，ソーシャルネットワーク
マイニングはますます重要な技術になってきています．本稿では，ソーシャ
ルネットワークについての研究課題とNTTコミュニケーション科学基礎研究
所の最近の研究成果を紹介します．

おうよう せいみん※ い わ た ともはる

歐陽 靖民　/岩田 具治

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

ソーシャルネットワーク コミュニケーション データマイニング

図１　ソーシャルネットワークマイニングで一番影響力を持っている人を探す 
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別することを試みます．例えば，この

ソーシャルネットワークの中の人が，ど

んな行動をとっているかや，メッセー

ジを交換しているか，あるいは，アイ

テムを共有しているのかといったことで

す．また，このソーシャルネットワーク

中の人と人の距離の分布，クラスタや

コミュニティが存在するかといったこ

とを分析することで，そのソーシャル

ネットワークの特徴が分かると，その

中で情報が流れる様子や社会的な関係

の変化を理解することができます．写

真共有サイトであるFlickrやマイクロ

ブログであるTwitterに対してはこのよ

うな研究がいくつかあります（2）,（3）．

②については，ソーシャルネット

ワークの特徴を理解すれば，そのネッ

トワーク内の人の行動や情報が流れる

様子を説明する数理モデルを構築する

ことができます．適切なモデルによっ

て，そのソーシャルネットワークの将来

の変動を予測できます．例えば，もと

もと関係のない２人の間に社会的な関

係が構築される確率や，新しい人がこ

のソーシャルネットワークに入るとき，

その中の誰と友だちになる可能性が高

いか，また，人の行動やコミュニケー

ションの理由や意図も分かるようにな

ります．

③については，あるソーシャルネッ

トワークを解析して，そこから得られ

た知識を活用し，そのソーシャルネッ

トワーク内で人と人とのコミュニケー

ションをサポートできれば良いことで

す．例えば，ある人の過去の行動に基

づいて，次にどんな行動をするか予測

できたり，人と人の間のつながりの強

さを推定することができます（図２）．

また社会的な関係に基づいて，ネット

ワーク内の人たちにより適切な行動を

推薦することができます．

以上に述べた３つのステップは，
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図３　ソーシャルネットワークマイニングのライフサイクル 
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図２　ソーシャルネットワークマイニングで 
　　　　人と人の間のつながりの強さを推定する 



ソーシャルネットワークマイニングのラ

イフサイクルともいえます（図３）．ま

ずソーシャルネットワークサイトがつく

られて，その中のソーシャルネットワー

クがだんだん大きくなって，データを集

めます．これを使って，このソーシャ

ルネットワークの特徴を識別したり，

ユーザの行動を予測するためにモデル

を構築したりできます．その知識を利

用して，新しい機能を開発し，ユーザ

をサポートします．その結果，より利

用しやすくなったソーシャルネットワー

クにまた新しいユーザが参加するよう

になるのです．

社会的信頼関係に関する

我々の研究

最近，我々はWeb上での信頼関係

のソーシャルネットワークを分析し，商

品に対するユーザの評価をより正確に

予測するための新しい方法を提案して

います（4）．信頼関係のソーシャルネッ

トワークとは，ユーザ１が，ユーザ２

のレビューや評価を信頼していると認

めることでできたソーシャルネットワー

クです．

信頼関係のソーシャルネットワーク

を調べるために，Epinionsという人気

のある商品レビューサイトからデータを

収集しました．そこでは，ユーザが自

分の買った商品（デジタルカメラ，掃

除機，書籍など）に対してコメントを

書いたり，評価をしたり，何かを買い

たいときにほかのユーザのコメントを参

考にしたりできます．さらに，ユーザ

が信頼関係のソーシャルネットワーク

を作成することができます．例えば，

ユーザ１がユーザ２のコメントや評

価に対して，信頼性が高いと思うと，

ユーザ２を自分のネットワークに追加

できます（図４）．

私たちはEpinionsから収集された

データを使用して，信頼関係とユーザ

の意見が，どのような関係にあるかを

検討しました．まず，信頼関係でつな

がっている２人のユーザに対して，そ

の信頼関係がつくられた前後の２人の

類似度を計算します．その類似度は，

この２人が買った商品に与えた評価に

基づいて計算されます．すべてのユー

ザペアの類似度の平均値を図５に示し

ます．

図５から，信頼関係がつくられた前

でも後でも，時間の経過とともに，

ユーザ間の類似性が増加していること

が分かります．これは２つの要因に

よって説明することができます．まず，

信頼関係がつくられる前の類似度の増

加は，homophily理論（お互いに類

似している人々が集まる傾向にある）

により説明することができます．した

がって，類似度がある程度に到達する

と，信頼関係がつくられる状況になり

ます．第二に，信頼関係が構築された
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図４　Epinions の仕組み 
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後の増加は，影響力により説明されま

す．すなわち，あるユーザが友だちを

信頼すると，その友だちからの影響を

受けて，同じ商品に対して，似た意見

や評価を下す可能性が高くなります．

この発見により，我々は信頼関係に

基づいてユーザが商品に与える評価を

予測する新しいアルゴリズムを提案し

ました．この手法では，ユーザの評価

を，２つの要因によって予測します．

まず１つは，ある商品はあるユーザの

興味に合っているかどうか，という考

え方です．これは，通常の行列分解技

術を用いて計算します．もう１つは，

信頼関係のネットワーク内のほかの

ユーザからの影響です．信頼している

ユーザがこの製品に高い評価を与えた

場合，このユーザも高い評価を与える

可能性が高くなる，という考え方です．

提案したアルゴリズムは，あるユーザ

の過去の行動に基づいて，ほかのユー

ザからの影響の強さを推定して，その

結果を評価予測に使用します．

実験によって，提案手法は通常の

行列分解手法より予測エラーが低くな

ることを示しました．ほかのアルゴリ

ズムと組み合わせることで，より正確

な予測ができる見込みがあります．こ

の研究を通じて，ソーシャルネット

ワークを理解することで，ネットワー

ク内のユーザをサポートするための新し

いアルゴリズムが開発できることを示し

ました．

ま と め

ソーシャルネットワーキングは，これ

からもっと多くの人をつないでいくこと

が期待されています．それに伴って

ソーシャルネットワークマイニングは，

さらに重要になるでしょう．そして大

規模な社会的行動とグループダイナ

ミックスを理解するための鍵になるだ

けではなく，将来のコミュニケーショ

ンをサポートする新しいツールや機能

の開発にも非常に重要な役割を果たし

ていくと考えられます．
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