
ブログについて

ブログは国内だけでも1 000万件以

上開設されていると推定されており，

商品のクチコミやサービスの体験談，

時事問題に対する意見やプログラミン

グのテクニックなどがブログ記事として

日々Web上に投稿されています．ま

た，大半のブログにはコメントやトラッ

クバックという機能が用意されており，

これを利用してブログ記事の作成者と

読者がコミュニケーションを行うこと

がしばしばあります．一般的なブログ

記事の構造を図１に示します．

コメントとは，ブログ記事の読者が

感想や意見などを作者に伝えるために

送信するメッセージであり，送信され

たコメントは一般的に記事本文のすぐ

下に表示されて，誰でも閲覧できます．

トラックバックとは，ブログ記事Ａ

の内容をブログ記事Ｂが引用・参照し

たとき，記事Ｂの作者が内容の関連性

を記事Ａの作者や読者に伝えるために，

記事Ｂから記事Ａに送信するもののこ

とです（ただし，この原則に従ってい

ないトラックバックも少なくありませ

ん）．つまり，多くの記事から引用・

参照される記事にはたくさんのトラッ

クバックが送信されることになります．

ブログ記事検索の問題点

冒頭で述べたように，ブログ記事の

内容は多岐にわたります．そして，こ

れらのブログ記事から，目的に合った

ものを見つけ出す技術がブログ記事検

索です．しかし現状のブログ記事検索

サービスでは，「読者から反響を呼んで

いる記事」を発見することが困難です．

あるブログ記事が読者から反響を呼

んでいるかどうか推定するためには，そ

の記事が外部のページからどのくらい

リンクされているか分析する方法がま

ず考えられます．実際，ブログ記事で

はない一般のWebページの検索には，

外部のページから多くリンクされてい

るページに高いスコアを与えるというス

コアリング方法がよく用いられます．し

かし，外部のページからリンクされて

いるブログ記事は全体のわずか１％程

度であるという報告があります（1）．

ブログサイト単位ではリンクされている

ケースもありますが，ブログサイト内の

個々の記事へのリンクは非常に少ない

のが現状です．つまり，一般のWeb

ページ検索で用いられているようなリ

ンクベースのスコアリング方法はブログ

記事検索には不向きであるといえます．

一方，ブログ記事のアクセス数を用

いて読者からの反響を推測する手段も

考えられます．しかし，ブログ記事の

アクセス数を，そのブログサービスを運

いまだかつてない検索サービス実現に向けたWeb コンピューティング技術

NTT技術ジャーナル 2009.150

ブログ記事の反響特性分析

本稿では，「読者からどのような反響を呼んでいるか」という観点でブロ
グ記事を評価する反響特性分析という技術を紹介します．
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営している事業者以外が取得すること

は一般に困難です．国内の大手ブログ

サービス事業者だけでも十数社が乱立

している現状では，ブログ記事のアク

セス数を網羅的に取得することは事実

上不可能でしょう．

アプローチ：反響特性分析

前述の問題を解決するために，私た

ちは反響特性分析という技術を提案し

ています（2）．これは，読者の行動情報

を分析することで，ブログ記事が読者

からどのような反響を呼んでいるか評

価する技術です．現時点では，記事に

対して反響を示す行動として一般的で

あるコメント，トラックバックを分析

します．

このとき，単純にコメント数やトラッ

クバック数を数えるだけでは，記事が

呼んでいる反響を精度よく測定するこ

とができません．例えば，図２(a)，(b)

の記事はともに10個のコメントを受信

していますが，読者の反響の様子が異

なるのがお分かりだと思います．図２

(a)の記事には10人の読者が１個ずつコ

メントを送信しています．このように

大勢から反響を得る記事には，多くの

読者が関心を示すような有益な情報が

書かれている場合が多いでしょう．

一方，図２(b)の記事には２人の読

者が５個ずつコメントを送信していま

す．このような記事には，特定の人だ

けが興味を持つような情報や，知人に

しか理解できない内輪話が書かれてい

る場合が多いでしょう．このように，

コメント数が同じでも反響の様子が同

じであるとは限りません．つまり，単

純にコメント数やトラックバック数を

数えるだけでは記事が呼んでいる反響

の詳細を識別することができないの

です．

そこで反響特性分析では，表に示す

ようなコメントやトラックバックに関す

る特徴量を利用して，記事が呼んでい

る反響の広さ，強さ，速さ，長さを測

定します．

（1） 反響の広さ

図３に示すのは，反響の広さの概念

です．広さとは記事に関心を示した読

者の幅を表しており，コメント送信者

数，トラックバック送信者数を用いて

測定します．大勢の人が関心を示した

記事（例：多くの第三者にとって有益

な情報を含む記事）は，広さスコアが

高くなります．一方，特定の人だけが

関心を示した記事（例：マニア向けの

情報や内輪話から成る記事）は，広さ

スコアが低くなります．

（2） 反響の強さ

図４に示すのは，反響の強さの概念

です．強さとは記事に対する読者の関

心の度合いを表しており，平均コメン

ト送信数を用いて測定します．各読者

の関心の度合いが高い記事（例：何度

もコメントを送信して議論したくなる

ような物議を醸す記事）は，強さスコ

メディアコンピューティングの追求
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表　コメント・トラックバックの特徴量 

 

コメント送信者数 

平均コメント送信数 

初コメント受信経過時間 

最終コメント受信経過時間 

平均コメント間隔 

トラックバック送信者数 

初トラックバック受信経過時間 

最終トラックバック受信経過時間 

平均トラックバック間隔 

コメントを送信した人数 

コメント送信者1人当りの平均コメント送信数 

記事が投稿されてから最初のコメントを 
受信するまでに経過した時間 

記事が投稿されてから最終のコメントを 
受信するまでに経過した時間 

コメント受信時間間隔の平均値 

トラックバックを送信した人数 

記事が投稿されてから最初のトラックバックを 
受信するまでに経過した時間 

記事が投稿されてから最終のトラックバックを 
受信するまでに経過した時間 

トラックバック受信時間間隔の平均値 

説　明 特徴量 



アが高くなります．一方，各読者の関

心の度合いが低い記事（例：議論の

余地がない記事）は，強さスコアが低

くなります．

（3） 反響の速さ

図５に示すのは，反響の速さの概念

です．速さとは記事に対して読者が関

心を示す行為を行う速度を表しており，

初コメント受信経過時間，平均コメン

ト間隔，初トラックバック受信経過時

間，平均トラックバック間隔を用いて

測定します．読者が関心を示した速度

が大きい記事（例：旬のニュースのよ

うに読者が矢継ぎ早に関心を示す記

事）は，速さスコアが高くなります．

一方，読者が関心を示した速度が小さ

い記事（例：急いで反応する必要がな

いような日常的な内容の記事）は，速

さスコアが低くなります．

（4） 反響の長さ

図６に示すのは，反響の長さの概念

です．長さとは記事に対して読者が関

心を示し続ける期間を表しており，最

終コメント受信経過時間，最終トラッ

クバック受信経過時間を用いて測定し

ます．読者からの関心を集め続けた期

間が長い記事（例：資料的な内容の

記事）は，長さスコアが高くなります．

一方，読者からの関心を集めた期間が

短い記事（例：時事ニュースに関する

記事）は，長さスコアが低くなります．

サービスイメージ

反響特性分析技術を用いると「読

者から反響を呼んでいるか」という観

点でブログ記事を評価できるので，現

状のブログ記事検索サービスをより豊

かなものにすることができます．

例えば「ガソリン税」というキーワー

ドでブログ記事検索をしてみてくださ

い．検索結果には，ガソリン税に関す

る愚痴をこぼしているだけのブログ記

事や，ニュースサイトからガソリン税

関連の記事を切り貼りしているだけの

ブログ記事が入り混じっていると思い

ます． この検索結果の記事集合に対

して反響特性分析を行い，広さスコ

ア・強さスコアが高い記事を抽出する

と，「ガソリン税について大勢の人がコ

メントで議論を交わし合っている記事」

が発見しやすくなります．速さスコア

を考慮すれば議論のテンポが速い記

事，遅い記事を区別して探すこともで

きます．

資料として役立ちそうなブログ記事

を検索する場合にも反響特性分析は有

効です．丁寧に書かれた映画レビュー

記事や，重大ニュースに関して深い考

察を行っている記事は多くの人から長

期間にわたって関心を集め続けること

が多いので，これらを発見したいとき

は広さスコア・長さスコアが高い記事

いまだかつてない検索サービス実現に向けたWeb コンピューティング技術
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を抽出します．

今後の取り組み

今後，本技術を用いたブログ記事検

索が，どのような分野・目的において

有効であるか検証を行う方針です．す

でに実施した評価実験では，「多くの

人が参考にしている映画レビュー記事」

や「読者への影響力が強いクチコミ記

事」の発見に見込みがあることを確認

しています．

また，本稿ではブログ記事に対する

反響の広さ・強さ・速さ・長さに関し

て解説しましたが，他にもコメントの

文字数や，画像・絵文字の数など考

慮すべき点は数多くあります．今後は

これらの特徴量も用いて反響特性分析

の精度を向上させるとともに，SNS

（Social Networking Service）や電

子掲示板などブログ以外のコンテンツ

にも適用していく方針です．
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皆様の心に響く情報を発見する技術の実
現を目指し，私たちはこれからも努力をし
ていきます．
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図６　反響の「長さ」 
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