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ブログユーザ空間からの頻出なコミュニティ抽出法
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あらまし 近年，ブログ上からの知識発見に関する研究が様々行われている．本研究は，ブログの書き手であるブロ

ガーに焦点を当て，1人のブロガーを 1ノード，トラックバックによる繋がりを辺としたブロガーのグラフから，複

数ヶ月に渡って頻出するコミュニティを発見する手法を提案する．頻出するコミュニティを発見することで，特定の

興味・趣味を持っているコミュニティを発見できる．提案する手法では，各グラフの辺へラベル（ID）付けを行い，

ラベルをアイテム集合として頻出部分グラフを抽出する．さらに，Newmanらによって提案されているアルゴリズム

を用いてクラスタリングを行う．実際に複数ヶ月に渡りブログデータを収集し，複数のブロガーのグラフを作成した．

作成したグラフに提案手法を適用した結果，頻出なコミュニティを抽出することができた．コミュニティを解析した

結果，共通の興味・関心を持っており，強い繋がりを持ったブロガー集団を見つけ出すことができた．
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Abstract Recently, there are many studies which discover the knowledges from blog spaces. In this paper, we fo-

cus on the bloggers who are writer of the blog. We propose a method that discovers the frequent communities across

the multiple months from bloggers graphs. The bloggers graph is the graph whose one node is a blogger and one

edge is a trackback connection. The discovery of communities whose connectivity is strong leads us to the discovery

of the bloggers groups which have the common interests. In the proposed technique, the frequent subgraphs are

extracted by labeling the edges and the mapping labeled edges to the itemsets. Then the frequent itemsets, that is

to say the frequent subgraphs are extracted. Moreover, the extracted frequent subgraphs are clustered by adopting

the technique proposed by Newman. We collected the blog articles and created the bloggers graphs. The proposed

technique was adopted to the real bloggers graphs, and the frequent communities were discovered. By analyzing

the extracted frequent communities, the bloggers groups which have the common interests were discovered.
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1. は じ め に

近年，ウェブログ（ブログ）の登場によりウェブに関する深

い知識を持たない人々も容易に情報を発信することができるよ

うになっている．朝日新聞によると 2006年 3月の時点でブロ

グを持つ国内のネット利用者は 868万人にのぼっている．ブロ

グは，容易に更新ができ，コメント，トラックバックなどの機

能により，様々な人と意見を交換できる．ブログは個人の意見

を反映したものが多く，世の中の動きを知る上でブログ上から

知識を発見することが重要な課題となっている．



ブログ記事からのトレンド分析の研究をはじめとして，ブ

ログ記事を収集し，記事単位でコミュニティを発見する研究な

ど，ブログ上からの知識発見に関しての研究が様々行われてい

る [1]～[3]．また，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）

の解析を行い，人間関係のネットワークを解析する研究も行わ

れている [4]．

本研究では，ブログの記事ではなく，ブログの書き手である

ブロガーに焦点を当て，ブロガーを 1つのノード，トラックバッ

クによる直接的な繋がりを辺とみなした複数のグラフから，頻

出なコミュニティを発見することを目的とする．ここで，頻出

なコミュニティとは，数ヶ月に渡って連続して出現しているコ

ミュニティや，連続して出現しないが，一定期間内に特定の頻

度以上の出現回数を持つコミュニティのことである．

ノードをブロガーとすることで，頻出という概念を取り入れ

ることができる．複数のグラフから頻出な部分グラフを抽出し，

クラスタリングすることで特定の興味・趣味を持っているブロ

ガー集団を見つけ出すことができる．単一グラフをクラスタリ

ングする場合，的確なクラスタリングができずコミュニティが

うまく取り出せないという問題があるが，頻出な部分グラフの

クラスタリングを行うことで，より的確なクラスタリングを

行うことができる．抽出されたコミュニティに向けた効率的な

マーケティングや，特定の話題に特化したブログ検索，情報推

薦などへの応用も期待できる．

複数のグラフから頻出な部分グラフを抽出しコミュニティを

発見するために，辺へのラベル付け（識別 ID付け）による頻

出部分グラフ抽出法と Newmanらによって提案されているク

ラスタリングアルゴリズム [5]を組み合わせた手法を提案する．

作成した複数のグラフの辺にラベル付けを行い，各グラフにつ

いて辺をアイテムとしたトランザクションデータベースを作成

する．トランザクションデータベースから極大頻出アイテム集

合（辺の集合）を抽出し，辺の集合からグラフを復元する．得

られたグラフを Newmanらによって提案されている手法を用

いてクラスタリングする．頻出な部分グラフを抽出し，クラス

タリングを行うことで，より繋がりの強いコミュニティの発見

が可能となる．

ブロガーのグラフを作成するために，始点ノードとしてラン

ダムに選んだブログ記事からトラックバックを抽出し，得られ

たトラックバック URLの記事を収集していく．この動作を繰

り返し行い，記事をクローリングする．1人のブロガーを 1つ

のノード，トラックバックによる繋がりを辺とした重みなし・

無向グラフを作成する．収集するデータは，「2006年 6月 1日

から 2006年 6月 30日の記事」のように，1ヶ月期間内に投稿

された記事を 2006年 6月から 2006年 9月までの 4ヶ月分収集

した．

実際に収集した複数のブロガーグラフから頻出な部分グラフ

を抽出し，クラスタリングを行った．また，抽出された部分グ

ラフ中のブロガーがどのような話題を中心にしているのかの解

析を行った．解析の結果，数ヶ月に渡って同じ興味・関心を持

つブロガー，特に，野球・政治に関しての話題を深く議論して

いるコミュニティを発見することができた．単一グラフをクラ

スタリングした結果と比較すると，より的確なクラスタリング

が可能となっていた．

論文の構成は以下の通りである．2.で関連研究について述べ，

3.で提案手法について説明し，例を用いて頻出部分グラフ抽出

とクラスタリングについての説明を行う．4.でデータ収集につ

いての説明と，実際のブログデータに提案手法を適用した結果，

考察を示す．5.でまとめる．

2. 関 連 研 究

本研究の関連研究として，Web上やブログ上からのコミュニ

ティ発見についての関連研究とグラフマイニングについての関

連研究について述べる．

2. 1 コミュニティ発見に関する研究

近年，Webページやブログ記事からコミュニティを発見する

様々な研究が行われている [6]～[13]．

文献 [6]～[9]では，Web上のページをひとつのノードとみな

し，コミュニティの発見を行っている．また，文献 [10]～[12]で

は，ブログ上の記事をひとつのノードと見なしたグラフからコ

ミュニティの発見を試みている．

文献 [13]では個々のブロガーに焦点を当てた研究を行ってい

る．この研究では，二部グラフを用いて潜在的なブログコミュ

ニティの抽出を行い，ブロガー達のコミュニケーションの促進

を図っている．ブログ記事からブログ記事以外のページへのリ

ンクを取りだし，二部グラフを構成する．ブロガー同士がどの

程度共通のページを参照しているかで，ブロガー間の興味の類

似度を導き出している．その類似度から潜在的なコミュニティ

を抽出している．

本研究では，ブロガーをノード，トラックバックによる繋が

りを辺としたグラフからブロガー間で強い繋がりを持つ頻出な

コミュニティを発見するという立場をとっており，ノードの違

いの他に頻出という概念を取り入れている．したがって，これ

らの点で文献 [6]～[12] が対象としている，Web上のページや

ブログ記事からのコミュニティ抽出の立場とは異なる．また，

文献 [13]では，ブロガーの繋がりを見つけ出すという観点では

本研究と類似しているが，実際のブロガー間の直接的な繋がり

を把握するのではなく，興味や趣味が類似しているブロガーを

発見し，潜在的なコミュニティを抽出していることから本研究

で抽出するブロガー間の繋がりであるコミュニティとは異なる．

本研究は，頻出な部分グラフを抽出し，クラスタリングする

ため，特定の話題について深く議論しているコミュニティを発

見できる．

2. 2 グラフマイニングに関する研究

与えられたグラフデータベース D = {G1, · · · , Gn}から頻出
な部分グラフを抽出する研究が様々行われている [14]～[19]．こ

れらの研究は遺伝子ネットワーク，化合物ネットワーク，航空

ネットワーク，VLSI など，様々な分野に適用可能なグラフマ

イニング手法である．

文献 [14]～[17]では，与えられたグラフデータベースDから

同型の頻出部分グラフを抽出する手法が提案されている．これ

らの研究が対象としているグラフは，同一ラベルを持ったノー



ドや同一ラベルを持った辺が存在するグラフを対象としている．

同一ラベルの存在を許すグラフを一般グラフと呼ぶことにする．

大きさ k の部分グラフから大きさ (k + 1)の部分グラフである

候補部分グラフを作成し，大きさ (k + 1)の部分グラフが頻出

かどうか判断する．上記の研究が対象としているグラフ Gi は

頂点数が 15～40の疎なグラフである．

一般グラフではなく，各ノードと各辺が一意にラベル付けで

きるグラフデータベースから頻出部分グラフを抽出する研究も

行われている [18], [19]．文献 [18]で提案されている手法は，頻

出部分グラフに辺を付け加え，候補部分グラフを作成し，それ

らが支持数を満たすかどうか判定し頻出部分グラフを抽出して

いく．しかしながら，この手法では，巨大なパターンを実用的

な時間で見つけることができないという問題点が文献 [19]で示

唆されている．文献 [19]で提案されている CODENSEはカッ

ト用いた頻出部分グラフ抽出法であり，候補部分グラフの生成

を行わないため，文献 [18]と比較すると頻出部分グラフ抽出に

かかる処理コストが小さい．

ブロガーのグラフは，一般グラフではなく各ノードと辺が一

意に識別できるグラフである．さらに，各ブロガーのグラフは

数百ノードで構成されている．そのため，前述の文献 [14]～[17]

が対象としているデータとは異なる．数百ノードを含むグラフ

に上記手法を直接適用すると候補パターン生成にかかる時間が

増大する可能性がある．

文献 [18], [19]で扱っているグラフデータベースは一般グラフ

ではない．実際に，[18] よりも頻出部分グラフ抽出コストが小

さいとされている CODENSEアルゴリズムを本研究で収集し

たグラフデータベースに適用した．結果として 25個の頻出部

分グラフが抽出された．抽出された頻出部分グラフの中には，

サイズが 10未満の部分グラフが 18個あり，細かな部分グラフ

に分割されていた．抽出された頻出部分グラフの中身（記事）

を解析してみると，同一の内容を議論しているブロガー集団が

複数の部分グラフに分割されていることが分かった．さらに，

カットを用いた場合，頻出部分グラフ間の構造を把握すること

が難しく，部分グラフ間の構造を壊すためスター構造のような

部分グラフを発見できないという問題があった．

そのため，頻出部分グラフ抽出の問題を辺へのラベル付け・

ラベルをアイテム集合とみなした頻出アイテム集合抽出，とす

る提案手法を用いて頻出部分グラフの抽出を行った．提案手法

はカットを用いておらず全体の構造を崩さずに頻出部分グラフ

を抽出することができ，クラスタリングした結果からコミュニ

ティ間の繋がりを把握することが容易である．

3. 提 案 手 法

本章では，頻出な部分グラフを抽出し，それらをクラスタリ

ングする提案手法について説明する．おおまかな流れとしては，

辺へのラベル付けを行い，ラベルをアイテム集合とみなしたト

ランザクションデータベースを作成する．作成したトランザク

ションデータベースから極大頻出アイテム集合を抽出し，抽出

されたアイテム集合から頻出部分グラフを復元する．さらに，

それぞれの頻出部分グラフについてクラスタリングを行い，コ

ミュニティを発見する．以下，記号定義，アルゴリズム，具体

的な例を用いた説明を示す．

Algorithm 1 EXTRACT COMMUNITIES(min sup, D′)
1: TDB := φ; MAXIMAL PATTERN := φ;

2: E′ := φ; FREQUENT SUBGRAPH := φ;

3: for all E′i ∈ G′i do /* Creating Edge Set */

4: E′ := E′ ∪ E′i;

5: end for

6: Create Label Set I; /* |I| = |E′| */

7: Define f as a bijection from E′ to I;

8: for all E′i ∈ G′i do /* Creating TDB */

9: ti := φ; Ii := φ;

10: Ii := f(E′i); /* Creating Itemset */

11: ti := (i, Ii); /* Add i and Ii to ti */

12: TDB := TDB ∪ ti; /* Add Transaction to TDB */

13: end for

/* Extract Maximal Frequent Patterns */

14: MAXIMAL PATTERN := EX MAX(min sup, TDB);

/* Mapping Itemsets to Edges */

15: for all PATi ∈ MAXIMAL PATTERN do

16: FSGi := φ; FEi := φ; FVi := φ;

17: FEi := f−1(PATi); Create FVi from FEi;

18: FSGi := G(FEi, FVi);

19: FREQUENT SUBGRAPH :=

FREQUENT SUBGRAPH ∪ FSGi;

20: end for

/* Clustering FSGi ∈ FREQUENT SUBGRAPH */

21: RESULT SET = φ;

22: for all FSGi ∈ FREQUENT SUBGRAPH do

23: RESULT SET := RESULT SET ∪Newman(FSGi);

24: end for

3. 1 記 号 定 義

ブロガーを 1 ノード，トラックバックによる繋がりを辺と

した重みなし・無向グラフの集合であるグラフデータベース

を D = {G1, · · · , Gn} とする．以後，u, v はひとつのノード，

(u, v) は辺を表す記号とする．図 1（a）に D の例を示す．グ

ラフデータベース D 中のグラフ Gi は Gi = G(Vi, Ei), Ei ⊂
Vi × Vi, (u, v) ∈ Ei, 1 <= i <= nと定義される．Vi はノードの集

合，Ei はノードのペアにより辺を表した辺の集合である．頻出

部分グラフを抽出するためにD = {G1, · · · , Gn}から全てのGi

について共通しているノードを取り出したグラフデータベース

D′ = {G′1, · · · , G′n}を作成する．ここで，頻出とは，図 1（b）に

D′ の例を示す．G′i = G(V ′, E′
i)と定義すると，ノード集合 V ′

は全てのG′iに対して同一である．つまり，V ′ = V1∩V2∩· · ·∩Vn

である．また E′
i = {(u′, v′)|u′, v′ ∈ V ′, (u′, v′) ∈ Ei} と定義

できる．E′
i は V ′ に含まれるノードのペアのみで構成されて

いる．

次に，辺へのラベル付けを行う関数とトランザクションデー

タベースについて定義する．E′ を全ての E′
i の和集合とする．

|E′|個のラベルを集合とした I を作成する（図 1（b））．E′ か

ら I への全単射を f と定義すると，関数 f は，式（1）のよう
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G2 = ({1,2,3,6}, {(1,2), (1,3), (3,6)})

G1’ = ({1,2,3}, {(1,2), (1,3), (2,3)})
G2’ = ({1,2,3}, {(1,2), (1,3)})

TDB = { t1, t2 }

(d)

I = {a, b, c}

E1’ = {(1,2), (1,3), (2,3)}

E2’ = {(1,2), (1,3)} t1 = (1,{a,b,c}} t2 = (2,{a,b}}

E’ = {(1,2), (1,3), (2,3)}
I = {a, b, c}

f(E1’)

f(E2’)

図 1 共通ノード抽出と TDB 作成

に表現できる．

f : E′ −→ I または I = f(E′) (1)

関数 fを用いてE′
iからラベル集合 Ii = {labeli1, · · · , labeli|E′

i
|}

を作成する（図 1（c））．このラベル集合をアイテム集合とみ

なし，トランザクションデータベース TDB = {t1, · · · , tn}を
作成する．ただし，ti = (i, Ii)とする（図 1（d））．

TDB から極大頻出アイテム集合を抽出するため

に，文献 [20] で提案されている手法を用いた．最小支

持数を min sup とし，極大頻出アイテム集合を抽出す

る関数を EX MAX(min sup, TDB) とする．また，関数

EX MAX(min sup, TDB) で得られた極大頻出アイテム集

合を MAXIMAL PATTERN = {PAT1, · · · , PATl} とす
る．ここで，PATi = {labeli1, · · · , labelim}, 1 <= i <= l, 1 <= m

である．極大頻出アイテム集合 PATi から，辺の集合 FEi へ

変換する関数を f−1 とすると，f−1 は PAT を用いて以下のよ

うに定義できる．

f−1 : PAT −→ E′ または E′ = f−1(PAT ) (2)

関数 f−1を用いてアイテムから辺へ変換し，辺の集合からノー

ド集合を得る．得られた集合から頻出部分グラフ FSGを復元す

る．頻出部分グラフ集合を，FREQUENT SUBGRAPH =

{FSG1, · · · , FSGl} と定義する．FSGi = G(FVi, FEi)，

FEi = {(ui, vi)|ui, vi ∈ V ′}, 1 <= i <= l であり，FVi は FEi

を構成する全てのノードの集合である．さらに，Newman ら

によって提案されている手法を FREQUENT SUBGRAPH

内のそれぞれの FSGi に適用する．Newmanらによって提案

されている手法を関数Newmanとする．Newman(FSGi)に

よって得られる出力が最終的なクラスタリング結果である．

3. 2 頻出部分グラフ抽出とクラスタリング

本節では，前処理としてグラフデータベース D =

{G1, · · · , Gn} から，全ての Gi に存在しているノードのみ

を取り出したグラフデータベース D′ = {G′1, · · · G′n}を作成し
ていると仮定する．ここでは，D′ から頻出部分グラフを抽出

し，クラスタリングを行う手順を示す．Algorithm1 に提案手

法のアルゴリズムを示す．入力として，最小支持数min supと

グラフデータベース D′ を与える．

• 辺のラベル付けと TDB作成

D′ 中の辺を一意に識別するために，全ての辺にラベル付け

を行う．まず，Algorithm1の 3～5行目に示すように，全ての

E′
i の和を計算する．次に，|E′| 個のラベルを持ったラベル集
合 I を作成し，各辺をラベル付けする関数 f を定義する（6行

目～7行目）．さらに，関数 f を用いて，E′
i の各辺に対応する

ラベルを選択し，ラベルをアイテムとしたアイテム集合 Ii を作

成する．得られたアイテム集合 Ii = {labeli1, · · · , labeli|E′
i
|}を

トランザクション IDである iとともにトランザクション ti に

格納し，トランザクションデータベース TDB = {t1, · · · , tn}
を作成する（8～13行目）．

• 極大頻出パターン抽出とグラフへの変換

TDB から min sup を満たす極大頻出アイテム集合を抽

出するために，EX MAX 関数を用いる．EX MAX 関数

の入力は min sup と TDB，出力は極大頻出アイテム集合

{PAT1, · · · , PATl} である．得られた極大頻出アイテム集合
を MAXIMAL PATTERN へ格納する（14 行目）．極大

頻出パターンを抽出することで，包含関係にある小さなサイ

ズの頻出部分グラフの抽出を抑えることができる．得られた

MAXIMAL PATTERN を，式（2）を用いて辺の集合 FE

へ変換する．さらに，得られた FE からノード集合 FV を

作成し，グラフへ復元する．その結果，頻出部分グラフ集合

FREQUENT SUBGRAPH = {FSG1, · · · , FSGl} が得ら
れる（15～20行目）．

• クラスタリング

FSGi を関数 Newman によりクラスタリングする．New-

man らの手法は，モジュール性 Q というクラスタリングの

良し悪しを評価する指標を取り入れ，Q が最大になるまで

ノードの合併を続けていき，最良のクラスタを発見する手法

である．Newman らは，クラスタ内部の辺が密で，クラスタ

間の辺が少ないようなクラスタを良いクラスタと定義してい

る．この手法は，Q の値を毎回計算せず，∆Q のみを計算す

ることで，クラスタリングの高速化を図っている．高速なク

ラスタリングを行えるため，本研究では Newman らの手法

を用いた．Newman らの手法を用いてクラスタリングして

得られるクラスタ集合を {CLUSTERi1, · · · , CLUSTERim}
で表すとする．関数 Newman の入力は FSGi であり，出

力はクラスタリングされた頻出部分グラフ集合である．出

力結果は RESULT SET へ格納される（22～24 行目）．頻

出部分グラフが l 個得られている場合，RESULT SET =

{{CLUSTER11, · · ·}, · · · , {CLUSTERl1, · · ·}}となる．ここ
で，CLUSTERij = G(CVij , CEij), 1 <= i <= l, 1 <= j であり，

CVij はクラスタリングされたノードの集合，CEij はクラスタ

リングされた辺の集合である．

本手法の特長は，ブロガーのグラフに直接 Newmanらのア

ルゴリズムを適用するのではなく，頻出な部分グラフを取り出

して Newmanらのアルゴリズムを適用することで，より繋が

りの強いブロガー集団を見つけ出せることである．

Newmanらが提案しているクラスタリング手法を重みなしグ

ラフに適用すると，グラフサイズに対して多数の非常に小さな
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図 2 頻出な部分グラフの抽出とクラスタリング

クラスタと少数の非常に大きなクラスタに分割されてしまうと

いう問題点が文献 [21]で示唆されている．文献 [21]では，ブロ

グの重みなしグラフに Newmanらの手法を適用した場合，大

きなクラスタ内のブログの内容が多様であり，共通する話題を

見つけることが困難であると報告している．

しかしながら，辺に重み付けを行った場合，非常に小さなク

ラスタと非常に大きなクラスタの数が減少し，クラスタのサ

イズが平均化されており，辺への重み付けを行うことにより

Newmanらのアルゴリズムを用いても的確なクラスタリングが

可能となることが示唆されている．

本研究においては，無向・重みなしグラフに Newman のア

ルゴリズムを適用しているが，頻出な辺のみを取り出したグラ

フへ Newmanらのアルゴリズムを適用する．辺に，頻出とい

う概念で重み付けを行っているため，的確なクラスタリングが

できると期待できる．さらに，連結していない頻出部分グラフ

の抽出も行うため，カットの手法を用いる場合と比較すると，

元のグラフの情報を落とさずに頻出部分グラフを抽出すること

ができる．連結していない頻出部分グラフを抽出することによ

り，コミュニティの共起性，つまり，あるコミュニティAが頻

出なときにあるコミュニティBも頻出であるという発見も可能

となる．

3. 3 頻出部分グラフ抽出とクラスタリングの例

本節では，例を用いて図 2 に示すグラフデータベース

D′ = {G′1, G′2, G′3, G′4} からの頻出部分グラフ抽出とクラス
タリング結果を示す．

ま ず，図 2（a）に 示 す D′ か ら 頻 出 部 分 グ ラ フ

FREQUENT SUBGRAPH を抽出する．全ての E′
i の和集

合 E′ を求める．|E′| 個のラベルを持ったラベル集合 I を作

成すると，I = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l}を得る．式（1）を

用いて，E′ をラベル付けする．そして，式（1）を用いて E′
i

に対応するラベルをアイテムとしたトランザクション Ii を

生成する．さらに，トランザクションデータベース TDB を

作成する（図 2（b））．このとき，TDB = {t1, t2, t3, t4} で
あり，t1 = (1, I1), t2 = (2, I2), t3 = (3, I3), t4 = (4, I4) であ

る．ただし，I1 = {a, b, c, d, e, f, g}, I2 = {a, b, f, h, i}, I3 =

{a, b, c, d, e, f, g}, I4 = {b, e, j, k, l}である．

表 1 データ収集の対象としたホスティングサービス
FC2 ブログ ドリコムブログ goo ブログ

ココログ livedoor ブログ me ブログ

Yahoo!ブログ NetLaputa Blog アメブロ

Block Blog So-net blog JUGEM

楽天ブログ Yaplog! Seesaa ブログ

ウェブリブログ Dream Blog エキサイトブログ

カフェブロ Fruit Blog

表 2 収集したデータの詳細
グラフ Gi |Vi|（ノード数） |Ei|（辺の数） 記事数

G1（2006 年 6 月） 4,432 28,733 15,569

G2（2006 年 7 月） 3,147 18,986 9,878

G3（2006 年 8 月） 3,951 23,966 9,715

G4（2006 年 9 月） 2,288 10,760 3,406

そして，図 2（c）に示すように，作成した TDB から，関数

EX MAXを用いて極大頻出アイテム集合を抽出する．ここで，

最小支持数は 2としている．EX MAX(2, TDB)によって得

られた極大頻出アイテム集合はMAXIMAL PATTERN =

{PAT1}, PAT1 = {a, b, c, d, e, f, g}である．
抽出された MAXIMAL PATTERN を，3. 1 で定義

した式（2）を用いて辺集合へ変換し（図 2（d） ），変

換された辺から元のグラフを復元する．復元されたグ

ラフは FREQUENT SUBGRAPH = {FSG1} となり，
FSG1 = G(FV1, FE1), FV1 = {1, 2, 3, 5, 6, 7}, FE1 =

{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 5), (5, 6), (6, 7), (5, 7)}である．さらに，
FSG1 に関数 Newmanを適用する．

Newman(FSG1) によって，最終的に得られた結果

は，RESULT SET = {{CLUSTER11, CLUSTER12}}
で あ る ．CLUSTER11 = G(CV11, CE11), CV11 =

{1, 2, 3}, CE11 = {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}, CLUSTER12 =

G(CV12, CE12), CV12 = {5, 6, 7}, CE12 = {(5, 6), (6, 7), (5, 7)}
となる（図 2（e））．

4. 実 験

本章では，まず，データ収集とグラフ作成について説明し，

トラックバックスパムに関する考察について述べる．そして，

評価実験を行った結果を示す．

4. 1 データ収集とグラフ作成

本研究では，表 1に示されているホスティングサービスを利用

しているブログ記事の収集を行った．収集を行ったブログの記事

は 2006年 6月 1日から 2006年 6月 30日までの記事，2006年 7

月 1日から 2006年 7月 31日までの記事，2006年 8月 1日から

2006年 8月 31日までの記事，2006年 9月 1日から 9月 30日

までの記事の 4か月分である．つまり，D = {G1, G2, G3, G4}
となる．各 Gi の詳細を表 2に示す．図 3にデータ収集方法と

グラフ作成についての説明を示す．

データ収集開始時において，始点となる記事（ブロガー）を

選択する．各月ごとに話題が重ならないように始点となる記

事をランダムに選択した．始点となる記事からトラックバック

を抽出し，抽出したトラックバックを辿ることにより記事を収
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図 3 データ収集方法とグラフの作成

集する（図 3（a））．この作業をトラックバックがなくなるま

で行う．収集先の記事の生成日時が収集範囲外の日時ならばそ

の記事は収集しない．既に収集済みのブロガーが再度トラック

バックされていた場合，新たなノードは作成せず，辺のつなが

りを付け加えその記事を収集する．図 3（b）のように，データ

収集が終了した時点で出来上がるグラフのノード数は収集した

ブロガー数と等しいことになる．各月において他の月に収集し

たグラフのデータは全く参照しない．つまり，6月においてあ

るノード u,v 間に形成されていた辺があったとしても，7月の

データを収集する際には全てのノードと辺の情報は削除されて

おり，新規にグラフを作成していく．

各ブロガーを一意に識別するために，ブロガーの識別子を取

得する必要がある．この識別子はブログ記事の URLから取得

する．記事を収集するホスティングサービスを限定しているの

でホスティングサービス名とブロガーのアカウント名を組み合

わせた文字列をブロガー名とした．ホスティングサービス名を

組み合わせることで，異なるホスティングサービスで同一アカ

ウントが存在しても，別ブロガーとして識別することができる．

4. 2 トラックバックスパムに関して

トラックバックを使用してクローリングし，記事を収集して

いく上でトラックバックスパムが問題となる．トラックバック

スパムの定義は幅広く，クローリングを行う上でどのトラック

バックをスパムとするのかの判断は難しい．

しかしながら，本研究では記事を収集するホスティングサー

ビスを表 1に示すものに限っており，全ての月に共通して出現

するブロガーのみを抽出してグラフを作成するため（D から

D′ を作成），広告目的などのほとんどのトラックバックスパム

は除去されると考えられる．生成されるグラフにトラックバッ

クスパムのノードが混じっていたとしても，頻出な部分グラフ

を抽出することにより，トラックバックスパムの影響のないク

ラスタリングが可能となると考えられる．

4. 3 評 価 実 験

実際に記事を収集して作成した 4か月分のグラフデータベー

ス D から，4ヶ月に渡って共通して出現しているブロガーを抽

出し，グラフデータベースD′ = {G′1, G′2, G′3, G′4}を作成する．
すべての月に存在していたブロガーの数は 319人であった．つ

まり，|V ′| = 319であり，|E′
1| = 1, 650, |E′

2| = 1, 695, |E′
3| =

1, 697, |E′
4| = 1, 230であった．G1 から G4，G′1 から G′4 はそ

れぞれ 6 月から 9 月のグラフに対応している．まず，グラフ

図 4 G′1 をクラスタリングした結果

データベースD中のGi とD′ 中のG′i を直接 Newmanらのア

ルゴリズムを用いてクラスタリングした結果について示す．続

いて，提案手法を D に適用した結果を示す．

4. 3. 1 Gi のクラスタリング結果

D 中の 6月のブロガーのグラフ G1 に Newmanらが提案し

ているアルゴリズムを適用した結果，43個のクラスタが識別さ

れた．クラスタサイズは最大で 1195，最小で 2であり，サイズ

が 10 未満のクラスタが 29 個，サイズが 400 以上のクラスタ

が 6個，残りのクラスタはサイズが 16から 156であった．極

端に小さなクラスタが多数存在し，極端に大きなクラスタと中

間サイズのクラスタは少数であった．

各クラスタについて tf -idf [22] を用いた解析を行った結果，

クラスタ内の話題にかなりのばらつきがあった．実際に複数の

クラスタについてブロガーの記事を調査したところ，ある野球

チームの話題を主としているブロガー，政治の話題を主とし

ているブロガーのように，様々なブロガーが混在していた．こ

れは，ある特定の月にだけトラックバックを張ったブロガー達

が数多く存在しているために，抽出されるべきコミュニティに

うまく分割できなかったために起こった現象である．例えば，

2006 年 6 月にはサッカーワールドカップが開催されていたた

め，野球や政治の話題を主に扱っていたとしてもサッカーワー

ルドカップにも興味があれば，サッカーワールドカップの記事

を書き，サッカーを主に話題にしているブロガーにトラックバッ

クを張るといった現象が起こる．しかしながら，このトラック

バックは一過性のものであり，毎月トラックバックを張り続け

る関係ではない．

このように，あるイベントの発生時のみの一過性のトラック

バックが多く混在すると，共通の興味・趣味を持ったブロガー

集団のコミュニティの発見が困難となることが分かる．さらに，

重みのないグラフに Newmanのアルゴリズムを適用している

ことから，グラフサイズに対して，極端にサイズの小さなクラ

スタと極端にサイズの大きなクラスタに分離してしまい，的確

なクラスタリングが行われていない．

4. 3. 2 G′i のクラスタリング結果

次に，D′ 中の個々の G′i を Newmanのアルゴリズムを用い

てクラスタリングした結果を述べる．図 4に G′1 をクラスタリ

ングした結果を示す．クラスタ間の繋がりを把握しやすくする

ため，サイズが最大のクラスタを除去している．図中の点線は



図 5 FSG1

クラスタの境界を示している．図 4中の丸で示している繋がり

のように，少数ではあるがクラスタ間の繋がりが存在している．

どのようなトラックバックが張られているのか調べてみたとこ

ろ，「サッカーワールドカップ」，「セ・パ交流戦」などによるト

ラックバックによる繋がりであった．これらの繋がりは一過性

の繋がりであることから，図 7に示すように，頻出部分グラフ

を抽出することで除去されている．グラフ G′i そのものをクラ

スタリングすることも可能であるが，上述したように一過性の

トラックバックによる辺の数が増加した場合，本質的なコミュ

ニティの発見が困難となる．また，頻出という概念を用いてい

ないために，一時的に存在しているコミュニティの発見にとど

まってしまう可能性もある．

4. 3. 3 提案手法の適用結果

D に 3.で提案した手法を適用した．頻出部分グラフを抽出

するための最小支持数 min supは 2と設定した．抽出された

頻出部分グラフ FSGは全部で 6個あり，それぞれの詳細につ

いて表 3に示す．ここでは，抽出された頻出部分グラフである

FSG1 と FSG3 について説明する．FSG1 をクラスタリング

した結果，13 個のクラスタが，FSG3 をクラスタリングした

結果，12個のクラスタが識別された．

図 5 に FSG1 のクラスタリングを行って，可視化したもの

を示す．図 5中の各クラスタをひとつのノードとみなした場合，

図 6のような構造になっており，CLUSTER14 が他のクラス

タの媒介者のような存在になっていることが分かった．図 6か

らも分かるように，CLUSTER14 を中心としたスター構造に

なっており，孤立しているクラスタを除いて，他のクラスタは

CLUSTER14 を介してのみ繋がっている．孤立しているクラ

スタは，頻出な辺以外を取り除いているために発生したクラス

タである．CLUSTER14 を取り除いて可視化した結果を図 7

に示す．各図中の番号はノード番号を示している．

CLUSTER14 中のブロガーの記事を調査したところ，主に

スポーツ全般の話題を中心としており，各クラスタからのト

ラックバックが多数張られていた．異なる興味・関心を持ってい

るブロガー集団が繋がりを持つための重要なクラスタであるこ

とがわかった．本実験で収集したデータからは，CLUSTER14

のようなハブクラスタが存在し，その周辺にコアなコミュニ

ティが存在しているというクラスタ間の構造を確認できた．

頻出部分グラフを抽出することで一過性の繋がりを除去し，
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CLUSTER19

CLUSTER113 CLUSTER14

CLUSTER17

CLUSTER15

図 6 FSG1 のクラスタ間構造

図 7 FSG1 をクラスタリングした結果（CLUSTER14 を除去）

長期的に存在しているコミュニティの発見ができている．

次に，各 FSGi のクラスタリングされたノード集合がどの

ような話題を中心にしているのかを調べた．それぞれのノード

集合が保持している各月の記事を対象として（FSG1 ならば 6

月と 9月の記事），tf -idf を用いて重要語句を抜き出した．表

4 に FSG1 をクラスタリングした結果に tf -idf を適用した結

果を示す．tf -idf の値が高い上位 5件を示している．図 5中の

CLUSTERij と表 4 中の CLUSTERij がそれぞれ対応して

いる．また，表 5に FSG3 をクラスタリングした結果に tf -idf

を適用した結果を示す．表中の Cij は CLUSTERij を省略し

たものである．

表 4，5から，各クラスタにおいてほぼ共通の話題が中心と

なっている．tf -idf によって抽出されたキーワード上位 5件はそ

れぞれ容易に連想できるキーワードとなっている（例えば，表 4

の CLUSTER11 はプロ野球球団，広島東洋カープについての

記事を扱っている集団である）．さらに，手作業でクラスタに属

しているブロガーのブログを確認したところ，CLUSTER113

では，阪神タイガースファンのブロガーが 90%を占めていた．

ファンの判断基準としては，ブログの題名やプロフィールなど

から，自ら阪神ファンであることを記述しているブロガーを

ファンとした．このようにクラスタリング結果とクラスタを解

析した結果が強い相関を持っているのは，頻出な部分グラフを

抽出することで一過性のトラックバックによるブロガー間の繋

がりを除去することができ，より繋がりの強いブロガー同士の

繋がりのみを抽出し，クラスタリングできたためである．

頻出という概念を取り入れることで，より的確なクラスタ

リングが可能となっている．データを収集した時期がプロ野球

のシーズン中であったため，今回はプロ野球に関するコミュニ



表 3 抽出された頻出部分グラフの詳細
頻出部分グラフ 出現月 辺の数

FSG1 6 月，9 月 746

FSG2 6 月，8 月 986

FSG3 6 月，7 月 1,086

FSG4 7 月，9 月 768

FSG5 7 月，8 月 1,045

FSG6 8 月，9 月 863

表 4 FSG1 の各クラスタにおける tf -idf による解析結果
tf-idf 値上位 5 件（対象記事：6 月，9 月）

クラスタ 1 2 3 4 5

C11 カープ 広島 日本 鯉 前田
C12 投手 楽天 野球 岩隈 イーグルス
C13 楽天 イーグルス 野球 岩隈 投手
C14 日本 ブラジル ドイツ サッカー クロアチア
C15 ファイターズ 選手 新庄 日本 投手
C16 野球 ライオンズ 日本 西武 競馬
C17 マリーンズ ロッテ 選手 西岡 投手
C18 野球 どら 楽天 中村 オリックス
C19 安倍 日本 人 晋 問題
C110 安倍 総裁 党 政治 日本
C111 日本 国家 国旗 紀子 東京
C112 ホークス 鷹 投手 野球 福岡
C113 阪神 虎 阪神タイガース 鳥谷 福原

表 5 FSG3 の各クラスタにおける tf -idf による解析結果
tf-idf 値上位 5 件（対象記事：6 月，7 月）

クラスタ 　 1 2 3 4 5

C31 野球 ライオンズ 日本 サッカー 西武
C32 日本 安倍 問題 北朝鮮 晋
C33 広島 カープ 前田 鯉 対
C34 ファイターズ 選手 新庄 日本ハム 投手
C35 天皇 紺野 人 党 日本
C36 楽天 野球 投手 イーグルス サヨナラ
C37 マリーンズ 選手 ロッテ 西岡 投手
C38 野球 どら プロ オリックス 中村
C39 阪神 虎 ヤクルト 井川 阪神タイガース
C310 日本 ドイツ サッカー 決勝 イタリア
C311 映画 辻 功名 日本 本能寺
C312 ホークス 鷹 王 福岡 野球

ティが多数発見されたと考えられる．このように，グラフデー

タベースDからD′ を作成し，頻出部分グラフを抽出してクラ

スタリングを行うことで，ノイズを除去したよりコアなコミュ

ニティの発見を行うことができた．

5. お わ り に

本論文では，辺へのラベル付けを行って頻出部分グラフを抽

出し，個々の頻出部分グラフをクラスタリングする手法を提案

した．実際にデータを収集し，収集したブログデータに提案手

法を適用した．収集したデータそのものをクラスタリングした

場合・共通ブロガーを抽出したグラフをクラスタリングした場

合と比較すると，提案手法では，より精度の高いクラスタリン

グが可能であった．さらに，複数ヶ月に渡って同一の興味・関

心を持っているブロガー集団を発見できた．

今回の評価実験では頻出部分グラフに Newmanらが提案し

ているクラスタリング手法をそのまま適用したが，ノードがブ

ロガーであるグラフを対象にしているため，各ノードを完全に

クラスタに分類せず，ノードの類似度を用いたファジイクラス

タリング手法の提案が今後の課題として挙げられる．また，ト

ラックバックだけではなくコメントやブログ本文中のブログ記

事へのリンクも考慮したグラフからのコミュニティ抽出を行う

予定である．さらに，データ数を増やしての評価実験が今後の

課題として挙げられる．
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