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スマートフォンの普及 
 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下SNS）が浸透	

}  多くのユーザーがSNSに登録し， 
　　　　　情報収集，新たなコミュニケーションの場 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として利用している． 

・ Twitter 
}  １４０文字の「ツイート」と称される短文を 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投稿する情報サービス 
 
}  登録ユーザー数：2億1830万人（2013年10月4日時点） 

 
 

}  Twitterを利用していく上でユーザーは他ユーザーを
フォローしその数を増やしていくことでコミュニケーショ
ンの範囲を広げる． 

}  自分がフォローすべきユーザーを見つける必要がある 

}  ユーザーのフォロー対象の中でも自分と興味を同じく
するユーザーの発見は他と比べ難しい．	
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}  本研究ではTwitterのリツイート機能に着目 

} Twitterのリツイート機能を利用してフォロー対象
となるユーザーの発見支援を行う. 
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}  Twitterは140文字以内の「ツイート」と称されるメッ
セージを友人や家族，同僚，自分と繋がっているユー
ザー等と情報交換を行えるサービスである． 

}  ユーザーは身近な出来事やふと思ったこと，広く主張
したいこと等をツイートすることで簡単に自己主張する
ことができる． 

}  多くのユーザーやニュースサイトのアカウントをフォ
ローすることで様々な情報が集まってくるので情報収
集の場としても活用されている． 

・Twitterの関する用語 
}  ツイート 
◦  140文字以内のメッセージ，またそれを投稿する行為を指す． 

}  フォロー 
◦  他のユーザーを自分のタイムライン上で閲覧できるように登

録すること．他ユーザーをフォローすることで一方向の関係
が結ばれ，互いにフォローしあうことで相互関係ができる． 
◦  ユーザーAをフォローしているユーザーをそのユーザーAの

フォロワーと呼ぶ． 

}  タイムライン 
◦  リアルタイムに表示されるツイートの一覧である．ユーザーが

Twitterにログインすると，自分のタイムラインが表示される．
タイムラインには自分と自分がフォローしているユーザーのツ
イートの一覧が表示されている．	

}  リツイート 
◦  リツイートとはユーザーAのあるツイートを広めたいユーザー

Bが自分のフォロワーに対して自分のツイートとして再投稿す
ることを指す．[1]	

[1] 大田侑介:「Twitterにおけるリツイート伝搬経路の 
可視化とユーザー発見支援」， 
電気通信大学電気通信学部平成22年度卒業論文，2011 
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}  ハッシュタグ 
◦  ハッシュタグは「＃」から始まる文字列で，ツイート内のキー

ワドや話題を明示的に表現するために使われる．ハッシュタ
グで検索するとあるイベントに参加しているユーザーや同一
の話題を話しているユーザーの意見の検索が可能になる．	

ハッシュタグ	

ユーザーがリツイートを行う目的[2] 
}  ツイートを人に広める 
}  特定の人に知らせて楽しませる 
}  自分が聴衆として聞いていることの証明 
}  公にそのことについて同意する 
}  他の人の考えを検証する 
}  個人的にツイートを保存する 
}  フォロワーを増やす 

 
リツイートを行うユーザーは「そのツイートに対

して興味を抱いている」と言える	

[2] danah boyd, Scott Golder, and Gilad Lotan, "Tweet,Tweet,Retweet: 
Conversational Aspects of Retweeting on Twitter",  

HICSS-43. IEEE: Kauai, HI, January 6. 2010 
	

ユーザーのフォロー対象 
◦  Twitterを利用していく上でユーザーは他ユーザーをフォローし，そ

の数を増やすことでコミュニケーションを広げていく．そのためには
フォローすべき他ユーザーを見つける必要がある． 

}  自分と興味を同じくするユーザー 
}  現実世界において知り合いのユーザー 
}  著名なユーザー 
}  ニュース等を定期的に発言するアカウント 
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}  フォロー対象となるユーザーをフォローする場合 

}  知り合いのユーザー　：当人から直接アカウントを聞ける 
}  著名なユーザー：直接検索可能 
}  Bot:ウェブページにアカウントのリンクが貼られている 
}  自分と趣味を同じくするユーザー： 
ハッシュタグを利用して検索できるが適切なワードを利用し
なければ有効的ではない． 

     　 
}  　　自分と興味を同じくするユーザーの発見は難しい 
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Aの発言を 
広めたいなぁ	

	

美里工業センバツ出場
決定！	

Aの発言を 
広めたいなぁ	

A	

B	

私	

私のフォロワー	

Bのフォロワー	

RT	

RT	

美里工業センバツ出場決定！	
RT	

美里工業センバツ出場決定！	
RT	

}  本研究では，ユーザー（私）がリツイートしたツイート
に着目し，そのツイートをリツイートしたユーザー（B）
の一覧を可視化した．	
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Twitter4j	

RT ～～～～～	

RT ～～～～～	

RT ～～～～～	

JUNG 

Twitter4jを用いて各種API
を呼び出し情報を取得	

得られた情報を元に
JUNGでグラフ描画	

本システム	

グラフ描画部	

データ取得部	

Twitter4jで各TwitterのAPIをそれに対応するメソッドを用いて呼び出す． 
 
 
	

データ取得部で得た情報より，JUNGを用いてグラフ描画を行う． 
エッジの太さやノードの色の可変，アノテーションもここで行う．	

データ取得部	

グラフ描画部	

TwitterAPIを呼び出す事ができ
るJavaのライブラリ	

アプリケーションが持つ機能の一部を
外部のアプリケーションから簡単に利

用出来るようにするインタフェース	

グラフやネットワークとして表現されるデータの
可視化や解析を行うJavaのライブラリ	

あるデータに対し関連する情報を注釈として付与すること	
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}  データ取得部ではTwitter4jを用いてTwitterのAPI
を呼び出し各データの取得を行う．本システムでは
APIのうち，REST APIを用いてデータ取得を行った． 

}  Twitter4j 
◦  Twitter4j[3]はTwitterが公開している各APIを呼び出す

Javaのオープンソースライブラリである． 

}  TwitterAPI 
◦  Twitterの様々な情報を取得・利用するためのAPIが公開・提

供されている．	

[3] Twitter4j (http://twitter4j.org/ja/index.html) 
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}  REST API 
◦  REST APIはほしい情報を逐次リクエストしてデータを取得す

る． 
}  Streaming API 
◦  Streaming APIは一度リクエストすると止めるまで永続的に

情報を取得できるAPIである． 
}  使用したAPI 
◦  今回取得した情報とそれに応じたメソッドを表にまとめる．	

取得情報	 メソッド	

ユーザーのツイートを取得	 getUserTimeline	

自分のツイートかリツイートかを判断する	 isRetweet	
リツイートの情報，リツイートの数やリツイートした
ユーザーのID等を取得する	

getRetweetedStatus	
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}  JUNG[Java Universal Network/Graph Framework] 
◦  JUNG[4]はグラフやネットワークとして表現されるデータの可視化

や解析を行うjavaのオープンソースライブラリである． 

 
[4] JUNG (http://jung.sourceforge.net/) 

}  アノテーション 
◦  アノテーションとは，あるデータに対してそのデータに関連す

る情報を画面上に柱脚として付与すること． 
◦  本研究ではグラフの各ノードにユーザーIDやツイート内容等

の値をアノテーションで付け加えている．	
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◦  getUserTimelineでユーザーのツ

イートを取得. 

◦  isRetweetでRTしたものか自分でツ
イートしたものかを判断する. 

◦  getRetweetedStatusでユー
ザー“A”以外にもRTされているかを
確認. 

	

任意のユーザー“A”の指定	

“A”のツイートを取得	

ツイートの中から“A”がRTした
ツイートのみを抽出	

各ツイートに対して他ユーザー
にRTされたかの確認	

“A”がRTしたツイート例	

RTしたツイート例	
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◦  getUserでRTした他ユーザーの
情報を取得 

 
◦  RTの数が多ければ“A”のノード

から伸びるエッジを太くする 

◦  各ノードの値をマウスポインタを
重ねると表示させる 

RTされた場合RTの数とRTした
ユーザーのIDを取得	

RTされた数からエッジの太さを
変化させる	

アノテーションの処理	

得た情報を元に 
JUNGでグラフ描画	

アノテーション例	
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黄色：任意のユーザー	

青色：ユーザがRTしたツイート	

赤色：ツイートをRTした他ユーザー 

アノテーションにより出されたユーザーID	
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}  8.1.伝播経路の取得 
◦  リツイートが誰のリツイートによって自分の元に伝わったかを

可視化できれば更なるフォロー対象ユーザーの発見に繋が
るのではないか	

}  8.2.ノードの形状の変化 
◦  ツイートとユーザーのノードの区別化，フォロワーの数を元に

各ユーザーのノードの大きさを変化させ，各ユーザーのノード
をそれぞれのアイコン画像にする等ノードに変化を持たせる．	
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}  8.3.Twitterクライアント機能の追加 
◦  各ユーザーのノードをクリックすることでユーザーをフォロー

する等Twitterのクライアントとしての機能の実装を行ってい
く．	

}  8.4.API切れ問題の解決 
◦  REST APIを用いて情報取得を行ったため，API切れ問題が

発生する．Streaming APIを用いることで解決できるのでは
ないかと考えられる． 

API切れとは 
１５分に１５回以上APIを呼び出そうとすると，最初にAPIを呼び出した時間から

１５分間アクセス制限がかけられその間データ取得が行えなくなること 
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}  本研究ではユーザーがリツイートしたツイートに着目
し，各ツイートをリツイートした他ユーザーの一覧を可
視化を行った． 

}  ユーザーがリツイートした複数のツイートの可視化を
行うことで各ツイートそれぞれに対して自分と興味を
同じくするユーザーの発見を可能とした．	

　 

ご清聴ありがとうございました	


