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研究成果の概要（和文）：本研究では，精度および詳細度の高いブロガー分析手法の開発を行った．さらに，情報発信
者および情報受信者としてのブロガー分析に基づく，信頼性の高い情報の判定技術，トレンド情報の抽出技術，情報発
信者のプロファイリング技術とこれに基づく情報推薦技術の開発に取り組んだ．成果としては，研究協力を頂いている
企業において，本研究の成果の一部を実サービスにて活用していただくなど，技術の実用化という意味でも成果を上げ
ている．特に，流行トレンドの早期発見方式に関する研究では，難関国際会議での論文採択や推薦論文としての学会論
文誌への採択を受けると共に，国内研究会発表にて３度受賞するなど，学会においても高く評価された．

研究成果の概要（英文）：In this study, we developed blogger analysis methods with high level of detail and
 accuracy. In addition, we also developed methods for discovering high credible information, extracting ea
rly-stage of trend information, profiling bloggers as sender of the information, and recommendation techni
que based on taking advantage of such methods. As the result, a part of our outputs was adopted in a real 
service of the collaborator company. Specifically, research papers of our studies about extracting early-s
tage of trend information were not only accepted as a competitive international conference paper and a jou
rnal paper and also awarded three prizes in domestic research workshops.
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１．研究開始当初の背景 
Twitter 等を含めたブログコンテンツが広

く普及したことにより，誰もが簡単に情報を
発信および受信し，相互にインタラクション
することが可能となった．これにより，マス
メディアから一般ユーザに流れるだけであ
った従来の情報の流れを大きく変化させて
しまった．このように世論を反映したブログ
は，もはや単なるコミュニケーションツール
ではなく，マーケティングやトレンド分析お
よび企業製品の評判情報調査を行うための
貴重なデータとなっている．このように利用
価値の高いブログ情報であるが，どのような
特性のユーザが発信した情報なのかを明ら
かにすることにより，その情報の重要性や位
置付けを判断することが可能となり，その利
用価値はさらに高まる．例えば，株式に詳し
い人のブログ記事は，そうでない人の記事よ
りもその価値は高いといえる．すなわち，対
象トピックに関して詳しい人を予め見極め
ておくことで，そのトピックに関して価値の
高い情報を見つけやすくすることができる．
申請者はこれまでの研究にて，株式会社きざ
しカンパニーとの連携により，各ブロガーが
どのような分野に詳しいのかということを
表す“熟知度”の算出と共に，どのような感
情（センチメント）で表現したのかを分析す
ることに基づくブログランキングシステム
の開発を行ってきた（図１参照）（稲垣ら，
情報処理学会論文誌：データベース, Vol.3 
No.3）． 

 

図１：熟知度に基づくブログランキング 
 

データ数としては，2010 年 3 月 10 日現在
で，約 7,422,000 名のブロガーにより投稿さ
れた，約 173,715,000 ブログエントリのデー
タを対象としている．すなわち，大量の実デ
ータに対しても対応可能な分析手法を開発
済みである．しかし，分析精度の向上という
面でまだまだ改良の余地があること，このブ
ロガー分析技術を応用したアプリケーショ
ン開発という意味ではほとんど手が付けら

れていないことを踏まえて，さらに研究を発
展させる必要があると考えた． 
 
２．研究の目的 
 上述の研究の背景を踏まえ，本研究課題の
申請時当初の研究目的を以下に示す． 
(1) 精度および詳細度の高いブロガー分析手
法を開発する．熟知度を算出可能な領域数を
拡充すると共に，熟知度およびセンチメント
分析精度の更なる向上を目指す． 
(2) 情報発信者としてのブロガーの熟知度や
センチメント分析結果に基づいた高信頼性
情報の判定方式の開発を行う．情報発信者分
析に基づく精度の高いランキングと，高信頼
性情報の判定手法，および希少価値の高いニ
ッチトレンドの分析技術の開発を行う． 
(3) 情報受信者としてのブロガーの熟知度や
センチメント分析結果に基づいた情報推薦
方式の開発に取り組む．熟知度やセンチメン
トの分析により，そのブロガーの関心や興味
等の嗜好情報を抽出することが可能となる．
このブロガー分析に基づいた，ブロガーを対
象とした新規性の高い情報推薦方式の開発
を行う． 
 
３．研究の方法 
(1) 精度および詳細度の高いブロガー分析
手法を開発 
 ブロガーが書いた過去のブログ記事を解
析することに基づく熟知度分析手法の検証
実験結果を踏まえ，精度および詳細度の高い
ブロガー分析手法の設計を行うと共に，分析
システムを開発し，実験および考察を行う．
その上で，分析対象ブロガーを“専門家”や
“熱狂的マニア”といったブロガーのタイプ
を分類する手法についても実現を目指す． 
 
(2) 情報発信者としてのブロガー分析に基
づく情報システムの開発 
情報発信者としてのブロガーの熟知度や

センチメント分析結果に基づいた情報シス
テムとして，ブロガーおよびブログ記事のラ
ンキング，信頼性の高い情報の判定方式の開
発に取り組む．さらに，このブログランキン
グシステムの実証実験と，熟知度とセンチメ
ント分析結果に基づく信頼性の高い情報の
判定方式の実装および実験に基づく検証を
行う．その後，アルゴリズムの改良を行った
後に，実用システムを想定した実装に取り組
む．加えて，特定のコミュニティのみで盛り
上がっているよう希少価値の高いニッチな
トレンド分析技術の開発を行う． 
 
(3) 情報受信者としてのブロガー分析に基
づく情報システムの開発 
 各ブロガーの特性分析を行うシステム
（blogram.jp）を活用し，これを用いた情報
推薦方式の検討を行う．具体的には，特性分
析システムにて得られたブロガーのプロフ
ァイルデータの適切な表現方法について検



討する．コンテンツベースフィルタリングお
よび協調フィルタリングに基づく情報推薦
実験システムを構築する．さらに実験に基づ
いてブロガーのプロファイルデータの妥当
性や問題点について検討する． 
 
４．研究成果 
(1) 精度および詳細度の高いブロガー分析
手法を開発 
 ブロガー熟知度を算出可能な領域数を拡
充すると共に，熟知度算出時に使う関連語辞
書の改良，およびセンチメント分析精度の向
上を実現した．これにより，これまでよりも
精度および詳細度の高いブロガー分析を実
現した．なお，領域数としては約 11,000 の
小領域と，これらをまとめた 122 の大領域に
おける熟知度分析が可能となった．なお，ブ
ログデータは常時収集および解析を行って
おり，今後も引き続き解析および手法の改良
を継続する予定である．本技術の一部は，研
究協力者である株式会社きざしカンパニー
が運営する Web サイト blogram.jp にて活用
されており，まだ限定的ではあるが，本技術
の実利用を実現している． 
 
(2) 情報発信者としてのブロガー分析に基
づく情報システムの開発 
 流行語の早期発見方式および流行語を早
期に発言するブロガー発見方式の開発にお
いて，新規性が高く画期的な手法を提案した．
執筆した論文が難関国際会議の１つである
ACM Hypertext2012 に採択されると共に，学
術論文誌に採択された．また，国内の研究会
発表において合計３度受賞するなど，学会に
おいても高く評価された．今後も引き続き実
用化に向けた取り組みを推進していく予定
である． 
 
(3) 情報受信者としてのブロガー分析に基
づく情報システムの開発 
 情報受信者のコンテキストや振る舞いに
応じた推薦手法についても検討すると共に，
応用システムの１つとして，投稿型レシピ検
索システムを取り上げ，新たなレシピ推薦手
法の開発にも取り組み，評価実験を通じて提
案手法の有効性を確認した．このように，ブ
ログに限らず，ユーザの投稿型 Web コンテン
ツにおいては本研究課題にて開発された技
術を応用することが可能である．最近では，
ブログに限らず，Twitter や SNS，商品レビ
ューデータなど，一般ユーザが情報を発信可
能な環境が爆発的に拡大しており，我々が行
った情報発信者および情報受信者分析も基
づいたサービスの可能性は非常に高いと考
えており，本研究課題の意義は非常に高いと
考えている． 
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