
論 文 インターネット技術とその応用論文特集
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あらまし 近年，SNS (Social Networking Service)や Blogなどインターネットを利用したコミュニケーショ
ンツールの利用が増加している．我々はネットワークの視点から小規模 SNSを分析し，どのような構造が形成さ
れ，成長しているかを明らかにし，mixi など大規模な SNS との構造を比較することで，小規模 SNS の特色を
明らかにした．また，分析結果に基づいて SNS のネットワーク成長モデルの提案を行った．その結果，Fitness

モデル，CNNモデルを併用したモデルによって，実際の SNSと類似したネットワークを構築可能であることが
確認された．

キーワード ネットワーク分析，WEB コミュニケーション，ソーシャルネットワーク，ネットワークモデル

1. ま え が き

近年，SNS (Social Networking Service)やBlogな

どの新しいネットワークコミュニケーションツールの

利用が増加している．特に，SNSはWEB上のコミュ

ニティサイト利用者のうち 20%以上が利用し，発言・

書込みなどの積極的な利用者が 75%を超える [1]など，

社会現象となっている．日本ではmixiや Greeといっ

た大規模な SNS が注目されがちであるが，2005 年

5 月の段階で，日本国内だけで 75 社の事業者が一般

ユーザ向けに SNSサービスを提供している [2]．また，

地域活性化のために自治体，NPO などによって運営

される地域 SNSや，学内専用の SNSなどユーザ限定

型 SNSも増加している．更に，自社のWEBサイト

に SNSを設置する企業数も 2007年には 5.3%だった

ものが，2008 年には 10.4%に増加するなど，様々な

SNSが現在も増加を続けている．

SNS にはユーザ間の友人関係を明示する「マイミ

ク」，「マイフレンド」などの機能があり，これらを用い

ることでユーザ間の友人関係をネットワークとしてと

らえることができる．この友人ネットワークは，直接

的に観測することが困難な実社会の人間関係を反映し
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ていると考えられる．そのため，実社会の人間関係と

SNS 上の友人ネットワークの関係や，SNS 上の友人

ネットワークの特徴などに注目が集まっている．この

ような関心の高まりに伴って，SNSに着目した研究が

これまでに行われている．例えば，韓国の大規模 SNS

「Cyworld（注1）」の分析 [3] や，湯田らによる mixi の

ネットワークのクラスタリング [4] などの研究が行わ

れている．また，松尾らによってmixiのコミュニティ

機能がネットワーク構造に及ぼす影響の分析なども行

われている [5]．しかし，現在行われている研究の多く

が，一つの SNSにおけるある瞬間のネットワークに着

目したものが多く，複数の SNS を比較分析した研究

は少ない．また，SNSの友人のネットワークの成長に

ついて詳細に分析した研究はほとんど存在しない．そ

のため，SNS の友人ネットワークの一般的な性質や，

SNSがどのように成長し友人ネットワークを形成する

のかは明らかとなっていない．

本研究では，小規模 SNS のネットワーク構造を比

較分析し，その特徴から SNS の友人ネットワークが

共通してもつ性質を明らかにする．更に，友人ネット

ワークの成長を分析し，その結果に基づいて SNSの友

人ネットワーク成長モデルを提案する．提案した SNS

の成長モデルによって得られたネットワークと複数の

SNSのネットワークを比較することで本モデルの妥当

（注1）：http://cyworld.com
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性を検証する．SNSの成長モデルを推定することで，

SNSが活性化する運営方法などを明らかにすることが

できると期待される．

2. SNSのネットワーク構造分析

2. 1 対象 SNS

本章では，複数の小規模 SNS の友人ネットワーク

構造を分析する．なお，本論文では小規模 SNS は以

下の条件を満たすものであると定義する．

（ 1） 一般的な SNSとしての機能（注2）を有する

（ 2） ユーザ数が 10000人以下である

（ 3） 参加者が限定されている

本研究では，上記の条件を満たす，以下の三つの SNS

を対象として分析を行った．
• 名古屋大学学内 SNS「Academic Community

System (ACS)（注3）」
• 西千葉地域 SNS「あみっぴぃ（注4）」
• 盛岡地域 SNS「モリオネット（注5）」

これらの SNS に関するデータは，それぞれ名古屋大

学大学院工学研究科電子情報システム専攻河口研究室，

NPO法人 TRYWARP及び，盛岡市情報企画室から

提供を受けている．なお，本データを扱うにあたり，

個人情報の扱いには特に注意し，すべてのデータから

個人情報を除去したものが提供されている．

提供を受けたデータの具体的な項目を以下に示す．

（ 1） ユーザ（ユーザ ID，参加日時）

（ 2） ユーザ間リンク（リンク ID，リンク元ユー

ザ ID，リンク先ユーザ ID，構築日時）

（ 3） 日記データ（日記 ID，作成者 ID，作成日時）

（ 4） 日記コメント（コメント作成者 ID，コメン

ト対象日記 ID，作成日時）

（ 5） コミュニティ（コミュニティID，作成者 ID，

作成日時）

（ 6） コミュニティ内トピック（トピック ID，コ

ミュニティID，作成者 ID，作成日時）

（ 7） トピックコメント（トピックコメント ID，ト

ピック ID，コメント作成者 ID，作成日時）

本論文は，SNS内の友人ネットワークの構造に着目す

るため，これらのデータの中から「（ 1）ユーザ」「（ 2）

ユーザ間リンク」を用いて分析を行った．

2. 1. 1 名古屋大学学内 SNS「Academic Commu-

nity System」

Academic Community System (ACS)は名古屋大

学大学院情報科学研究科で運用されている学内 SNS

であり，

「情報発信者による，各種コンテンツに対する細や

かなアクセス制御」により，多様な人間関係を反映可

能にし，「コミュニティの共有スペースと個人フォルダ

間の自動リンク」により円滑なファイル共有・公開を

支援可能なコミュニティシステム

を目指している [6]．

ACS は 2006 年 1 月からサービスを開始し，2009

年 1月現在，800名以上のユーザが参加している．名

古屋大学の学生や教員など，名古屋大学に関連する人

であればだれでも参加可能な非招待制の SNSである．

2. 1. 2 西千葉地域 SNS「あみっぴぃ」

「あみっぴぃ」は，NPO法人 TRYWARPが運営し

ている千葉県西千葉市の地域 SNSである．2006年の

1月からサービスを開始し，2009年 1月現在，2900名

以上のユーザと 1300 以上のコミュニティによって構

成されている．主なユーザは西千葉市の地元商店街の

地域住民や千葉大学の学生などであり，地域内コミュ

ニケーションの活性化を目指す SNS である．あみっ

ぴぃは，招待制の SNSであるため，あみっぴぃに参加

するためには既存のユーザからの招待が必要となる．

あみっぴぃはもともと，NPO法人 TRYWARPが

パソコン教室の受講生向けに開講した SNSであり，受

講者がパソコンを使い続けるモチベーションを維持す

るために利用されていた．その後，あみっぴぃは千葉

大学の学生にも公開され，学生と地元商店街とを結ぶ

地域活性化の役割を果たしている．あみっぴぃは地域

SNSの成功例として知られており，2008年には日経

地域情報化大賞 2008で，インターネット協会賞を受

賞している（注6）．

2. 1. 3 盛岡地域 SNS「モリオネット」

盛岡地域 SNS モリオネットは，盛岡市などが運営

を行っている SNSである．モリオネットは，盛岡市が

地方自治情報センターの 2007年度 e-コミュニティ形

成支援事業に採択されたことを契機として立ち上がっ

た．2007年 11月からサービスを開始し，2008年 10

月の時点で 660名以上のユーザが参加している．モリ

オネットはあみっぴぃと同様に招待制の SNS である

が，希望者については盛岡市にメールで申し込むこと

（注2）：友人関係構築，ブログ，コミュニティなど
（注3）：http://acs.is.nagoya-u.ac.jp

（注4）：http://amippy.jp

（注5）：https://sns.city.morioka.lg.jp

（注6）：http://www.nikkei.co.jp/riaward
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表 1 SNS のネットワーク指標（mixi のデータは [4] より抜粋）
Table 1 Network propaties of each SNSs.

ACS あみっぴぃ モリオネット mixi（2005 年）
ユーザ数 307 2609 661 360802

リンク数 946 11352 4617 1904641

平均経路長 L 3.28 2.99 2.80 5.53

クラスタ係数 C 0.479 0.43 0.415 0.33

同類選択性 r −0.152 −0.25 −0.237 0.121

べき指数 γ 1.13 1.19 1.02 1.80

により，招待者なしに参加することも可能である．ま

た，モリオネットには，もりおか地域 SNSボランティ

アチーム「ブドリーズ」が存在し，モリオネットの活

性化のための活動を行っている．

2. 2 比 較 指 標

各 SNS の特徴を分析するため，複雑ネットワーク

分析で一般的に用いられる，以下のようなネットワー

ク指標を用いる．
• クラスタ係数
• 平均経路長
• 同類選択性
• 次数分布

2. 2. 1 クラスタ係数

クラスタ係数 Cはネットワークの局所的な凝縮性を

示す指標であり，「あるノードの隣接ノード間にリンク

が存在する割合」として定義される．クラスタ係数 C

は以下の式で定義される [7]．

Ci =
2Ei

ki(ki − 1)
(1)

C =
1

N

∑

i

Ci (2)

ここで，N はノード数，ki はノード ai の次数（リン

ク数）を表し，Ei はノード ai の隣接ノード間に存在

するリンクの数である．

2. 2. 2 平均経路長

平均経路長 Lはネットワーク上における任意のノー

ド間の経路長を平均した値を表す．ここで任意のノー

ド間の経路長は，それらを結ぶ最短経路上に存在する

リンクの数として定義される．

ネットワークのノード数を N，ノード ai とノード

aj の間の経路長を rij とすると，平均経路長 Lは以下

の式で定義される [7]．

L =
1

1
2
N(N − 1)

∑

i≥j

rij (3)

2. 2. 3 同類選択性

同類選択性 (assortativity) rは，各リンクの終点で

あるノード間の次数の相関を示す指標で，−1 ≤ r ≤ 1

の範囲をとる．rが正の値をとるとき，次数が高いノー

ド同士が接続しやすいことを示し，r が負の値をとる

ときは，次数が高いノードと低いノードが接続しや

すいことを示す．同類選択性 r は以下の式によって求

める．

r =
M−1∑

i jiki − [M−1∑
i

1
2
(ji + ki)]

2

M−1
∑

i(j
2
i + k2

i ) − [M−1
∑

i
1
2
(ji + ki)]2

(4)

ここで，M はリンク数，ji，ki はリンク iによって結

合しているノード j，k の次数である．

一般に，共演・共著関係といった人間関係の場合は

r > 0 となり，遺伝子ネットワーク，たんぱく質ネッ

トワークなど自然界のネットワークでは r < 0となる

ことが知られている．

2. 2. 4 次 数 分 布

ノードの次数の分布であり，次数 k をもつノードの

存在確率分布 p(k)として定義される．

現実世界に存在する多くのネットワークでは，p(k)

が k のべき乗に比例し p(k) ∝ k−γ を満たす例が多く

確認されている．ここで γ はべき指数を表す．このよ

うな性質はネットワークのスケールフリー性として知

られている [8]．

2. 3 ネットワーク指標の比較

表 1 に，ACS，あみっぴぃ，モリオネットのネット

ワーク構造を示す指標を示す．なお，ACSは 2006年

8月，あみっぴぃは 2008年 6月，モリオネットは 2008

年 10月時点でのデータを用いて分析を行っている．ま

た，日本最大の SNSであるmixiの，2005年時のネッ

トワーク指標 [4]を併記する．

まず，表 1 より，いずれの SNSのネットワークに

おいても，平均経路長が 2～4と短いにもかかわらず，

クラスタ係数が 0.4以上と非常に高い値をもっており，
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図 1 あみっぴぃの次数分布
Fig. 1 Degree distribution of Amippy.

スモールワールド性があることが分かる．これはmixi

にも見られる特徴であり [4], [9]，SNSが一般的にもつ

特徴であると考えられる．

また，同類選択性 r より，ACS，あみっぴぃ，モリ

オネットのネットワークは，負の次数相関をもつこと

が分かる．これは，次数の多いノード，すなわち友人

を多くもっているユーザは友人の少ないユーザとつな

がることが多いことを示す．一方，mixiでは同類選択

性 r は正であり．友人を多くもっているユーザは友人

が多いユーザとつながることが多いことを示している．

したがって，同類選択性の観点から mixi と他の小規

模 SNS では異なる性質をもった友人ネットワークを

構成していることが分かる．

最後に，あみっぴぃにおけるノードの次数分布を図 1

に示す．これより，あみっぴぃ内のネットワークはべ

き乗分布に従い，べき指数 γ = 1.13 の分布への近似

の度合を示す決定係数 R2 = 0.79であった．このこと

から，あみっぴぃのネットワークの次数分布はスケー

ルフリー性をもつといえる．同様に ACS，モリオネッ

トにおいてもスケールフリー性が確認でき，次数分布

のスケールフリー性もまた SNS のネットワークが一

般的にもつ特徴であると考えられる．

3. SNSの成長分析

3. 1 分 析 対 象

これまでに，mixi の成長モデルとして Connected

Nearest Neighbor (CNN)モデルにランダム要素を追

加した Connecting Nearest Neighbor with Random

linkage (CNNR)モデルが Yutaらによって提案され

ている [4]（注7）．しかしながら，2. 3 で示したように

mixiの同類選択性は正であるが，他の小規模 SNSで

図 2 招待頻度分布
Fig. 2 Invitation frequency.

は同類選択性が負になることから，CNNR モデルに

よって与えられるネットワークでは友人ネットワーク

を表現できているとはいえない．そのため，小規模

SNSの友人ネットワークを表現するためには，CNNR

とは異なる成長モデルが必要である．

そこで，本章では SNS のネットワークがどのよう

に成長していくかを分析することで，SNSの成長原理

を明らかにする．ここでは，あみっぴぃを対象として

ノードの追加，及びリンクの追加がどのように行われ

るかを分析する．

3. 2 ノードの追加

今回分析を行ったあみっぴぃは招待制をとっている

ため，新規ユーザは必ず既存のユーザによって招待さ

れて SNS に参加する．そこで，ユーザの招待がどの

ように行われているかを分析した．

ここでは，ユーザの招待を行う頻度がユーザによっ

てどの程度異なるかを分析した．ただし，ユーザが

SNS に参加している期間が長ければ，それだけ他の

ユーザを招待する可能性も高い．そこで，招待頻度と

して総招待数を SNS 参加日数で正規化した，1 日当

りの招待数を対象に分析する．なお，他のユーザを 1

度でも招待したユーザは 339名であり，全体の 13%に

あたる．それ以外のユーザは，SNSに招待された後 1

人のユーザも招待していない．

図 2 にあみっぴぃにおけるユーザの招待頻度分布

を示す．横軸が 1日当りの招待者数であり，縦軸がそ

の頻度である．この図より，その分布はほぼべき乗分

布になることが分かった．すなわち，少数の友人を招

待した多数のユーザと，多数の友人を招待した少数の

ユーザがいることになる．

（注7）：CNN モデルの詳細については，4. 1. 2 で述べる
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図 3 リンク接続頻度分布
Fig. 3 Friendship making frequency.

以上より，あみっぴぃは招待制をとっているが，積

極的に外部から新たなユーザを招待するユーザは一部

であることが明らかとなった．なお，最も多く招待を

行ったユーザは，275名招待しており，全ユーザのお

よそ 10.5%を招待している．このような招待数の偏り

は SNS のネットワーク構造に大きな影響を与えてい

ると考えられる．

3. 3 リンクの追加

3. 3. 1 リンク接続頻度分布

次に，SNS内で友人を作る頻度，すなわちリンク接

続頻度分布を調べる．ノード接続頻度と同様に，ユー

ザが SNS に参加している期間が長ければ，それだけ

他のユーザと友人になる確率は高くなる．そこで，リ

ンク接続頻度として友人関係構築数をユーザの利用期

間で正規化した，1日当りのリンク接続数を利用する．

図 3 にリンク接続頻度分布を示す．横軸が 1日当り

のリンク接続数であり，縦軸がその頻度である．この

図より，招待頻度分布と同様，その分布はほぼべき乗

分布になることが分かった．すなわち，一部のユーザ

は大量の友人関係を構築するが，大部分のユーザは新

たな友人関係をあまり構築しないことを示す．

3. 3. 2 リンク接続対象

次に，友人関係はどのような関係にあるユーザ間で

結ばれるかを調べる．表 2 は，新たな友人関係が結

ばれたとき，その直前の最短経路長ごとの度数を示し

ている（注8）．例えば，最短経路長が 2であるノード同

士が接続した場合，つまり友人の友人と新たに友人に

なった回数は 7512回あったことを示す．

これより，新たなリンクは 95%の割合で 2ステップ

先のノードとの間に構築されることが分かった．すな

わち，SNS で構築される友人関係の 95%は「友人の

表 2 友人関係構築時の最短経路長
Table 2 Minimal path length of new friendships.

最短経路長 度数 累積頻度
2 7512 95.41%

3 298 99.20%

4 59 99.95%

5 3 99.99%

6 1 100%

友人と友人になった」といえる．なお，「友人の友人」

以外のユーザと友人関係が構築される割合は 5%であ

り，湯田ら [4]が提案した CNNRモデルにおけるラン

ダムなつながりの割合とほぼ一致する．

以上より，SNS内の友人関係は，
• 95%が友人の友人から作られる
• 5%が既存の友人関係とは直接関係のないとこ

ろから作られる

ことが明らかとなった．

4. SNS成長モデルの提案

4. 1 既存の成長モデル

本論文では，既存の成長モデル（Fitness モデル，

CNN モデル）を拡張したモデルの提案を行う．そこ

で，まず既存の成長モデルについて説明を行う．

4. 1. 1 Fitnessモデル

Fitness モデルは，ノードがリンクを形成する確率

が各ノードの「次数 ki」と「適応度 (fitness) ηi」に

比例するモデルである [10], [11]．ここで，次数 ki は

ノードのリンク数を表し，適応度 ηi は「他のノードと

次数を競う能力」を表す実数値である．このモデルで

は，以下の規則に従って新規ノードの追加を繰り返す

ことによりネットワークを成長させる．

( a ) 新規ノードの追加

新規ノードは，ネットワークに追加される際に，既

にネットワーク内に存在する m 個のノードとリンク

でつながれる．

( b ) リンクの追加

リンクでつながれるノードは，ネットワーク内か

らルーレット選択によって選択する．リンク対象とし

て各ノードが選択される確率 Πi は以下の式で定義さ

れる．

Πi =
ηiki∑
j ηjkj

(5)

（注8）：なお，最短経路長 1 の場合，それらのノード同士は既に接続さ
れていることになる．そのような関係にあるノード同士が改めて接続さ
れることはないため，表からは割愛している．
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ここで ki はノード i の次数，ηi はノード i の適応度

である．ノードが選択される確率 Πi がノード iの次

数と適応度に比例するため，このような手続きは次数

と適応度に関する優先的選択と呼ばれる．

4. 1. 2 Connecting Nearest Neighbor (CNN) モ

デル

CNNモデルは，「友達の友達は，友達になる」とい

う考えに基づいたモデルである [12]．このモデルでは，

「新規ノードの追加」，「新規リンクの作成」の二つの

操作を確率的に繰り返すことによってネットワークを

構築する．各操作が行われる確率は，パラメータ pに

よって制御され，その値は，生成するネットワークの

ノード数，リンク数に応じて決定される．各操作の詳

細を以下に示す．

( a ) 新規ノードの追加（確率 p）

確率 p でネットワークに新規ノード i を追加する．

ネットワーク内からランダムに選択したノード j(j �= i)

と，新規ノード i との間にリンクを作成する．更に，

ノード j と知人関係にあるすべてのノードと，新規

ノード iの間に「潜在的リンク」を作成する．すなわ

ち，「潜在的リンク」は「友達の友達」という関係を

表す．

( b ) 新規リンクの作成（確率 1 − p）

確率 (1− p)で，ネットワーク内の「潜在的リンク」

をランダムに一つ選択し，それを実際のリンクに変更

する．

4. 2 SNS成長モデル

前章の分析結果をもとに，SNSのネットワーク成長

モデルを提案する．

SNSの成長は以下の二つに集約される．

（ 1） 新たなユーザの招待

（ 2） 既存ユーザ間の新しい友人関係の構築

これは，ネットワークの成長に置き換えると，それ

ぞれ

（ 1） 新規ノードの追加

（ 2） 新規リンクの追加

に対応する．そこで，以下にそれぞれに関する成長モ

デルを提案する．

4. 2. 1 新規ノード追加モデル

前章の分析より，新しいユーザを招待するユーザは

全体のごく一部であり，招待数の頻度分布はべき則に

従う．そこで，「ユーザを招待する頻度」を SNSへの適

合度 (fitness)ととらえ，Fitnessモデルによってノー

ド追加を表現する [10]．

すなわち，ネットワーク上に新規ノードが追加され

るとき，新規ノードが最初に接続される相手は fitness

の値が高いノードが優先される．このとき，ノード ai

がもつ fitness ηi は，一様分布となるよう与える．

あるノード ai に新しいノードが接続される確率

Pf (i) はルーレット選択によって，以下の式のように

決定される．

Pf (i) =
ηi · ki∑

j ηjkj
(6)

なお，ここで ki は各ノードの次数を示す．

4. 2. 2 新規リンク追加モデル

新たな友人関係の追加は，そのほとんどが「友人の

友人」と新たな友人となることを考慮し，新たなリン

クの追加は CNNモデル [12]とランダム接続の双方を

取り入れた CNNRモデル [4]を用い，
• pr の確率で，ランダムに接続する
• 1 − pr の確率で，近隣ノードと接続する．

ものとする．

すなわち，新規リンク追加は以下の手順に従って行

われる．

（ 1） ネットワーク内に存在するノード ai をラン

ダムに選択

(2-a) 近隣ノードと接続する場合：

ノード ai がもつ潜在リンクで接続されているノー

ド集合から，ノード aj をランダムに選択し ai，aj を

結ぶリンクを作成．

(2-b) ランダムに接続する場合：

全ノードの中から，ノード aj を選択し ai，aj を結

ぶリンクを作成．

なお，ノードの潜在リンクは，ノードが追加時に招待

ノードの隣接ノードに自動的に張られる．

4. 3 モデル推定シミュレーション

4. 3. 1 シミュレーション条件

SNS の友人ネットワークを最もよく再現するモデ

ルを明らかにするために，Fitness モデルと CNN モ

デル及びランダム接続を用いたモデルを用いてネット

ワークを構築する．構築されたネットワークから，ど

のようなモデルが最も SNS の友人ネットワークを精

度良く再現可能かを明らかにする．

本シミュレーションでは，モデルによって構築され

た人工的な SNS ネットワークと現実の SNS ネット

ワークを，ネットワーク指標に基づいて比較し，その

類似性を評価する．ネットワーク指標が最も類似する

モデルが，SNS のモデルとして妥当であると考えら
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れる．

本シミュレーションでは，「Fitness モデル」「CNN

モデル」及び「ランダム接続」のそれぞれの組合せか

ら六つのモデルを用いて比較評価を行う．比較評価に

利用したモデル名と利用する特徴を表 3 に示す．例え

ば，FRモデルでは Fitnessモデルとランダム接続を採

用し，近隣ノード接続は行わない．すなわち，pr = 1

としてリンク接続を行う．また，CR モデルは CNN

モデルとランダム接続を採用したモデルであり，Yuta

らによって提案された CNNRモデルと同一のアルゴ

リズムである．

なお，Fitness モデルにおける適応度の分布は一様

分布とし，また，ランダム接続が採用されているモデ

ルにおけるランダム接続確率は pr = 0.04に固定した．

すべてのネットワーク構築モデルで，ノード数とリ

表 3 提案モデルと採用する特徴（“+” は利用，“-” は利
用しないことを示す）

Table 3 Characteristic feature of each model (“+”

means use the property “-” means do not

use the property.).

F FR C CR FC FCR

Fitness モデル + + - - + +

CNN モデル - - + + + +

ランダム接続 - + - + - +

表 4 ACS の実データとモデルによって生成されたネットワーク
Table 4 Network topology of ACS network and results of simulations with the models.

ACS F FR C CR FC FCR

平均経路長 L 3.28 2.8 3.31 4.42 4.19 3.22 3.24

クラスタ係数 C 0.479 0.153 0.047 0.378 0.356 0.375 0.354

同類選択性 r −0.152 −0.219 0.007 0.165 0.170 −0.115 −0.103

べき指数 γ 1.13 1.39 1.39 1.30 1.33 1.24 1.25

距離 D 6.239 6.771 6.521 6.630 2.224 2.516

表 5 あみっぴぃの実データとモデルによって生成されたネットワーク
Table 5 Network topology of Amippy network and results of simulations with the models.

あみっぴぃ F FR C CR FC FCR

平均経路長 L 3.10 3.08 3.75 5.28 4.75 3.51 3.54

クラスタ係数 C 0.394 0.068 0.01 0.393 0.36 0.341 0.300

同類選択性 r −0.255 −0.132 0.201 0.144 0.136 −0.079 −0.079

べき指数 γ 1.17 1.43 1.87 1.49 1.57 1.44 1.43

距離 D 4.031 9.203 6.474 6.385 3.144 3.389

表 6 モリオネットの実データとモデルによって生成されたネットワーク
Table 6 Network topology of Morionet network and results of simulations with the models.

モリオネット F FR C CR FC FCR

平均経路長 L 2.8 2.52 2.94 3.71 3.73 2.85 2.87

クラスタ係数 C 0.415 0.147 0.049 0.453 0.452 0.419 0.421

同類選択性 r −0.237 −0.187 0.231 0.051 0.055 −0.11 −0.11

べき指数 γ 1.02 1.37 1.2 1.13 1.13 1.13 1.14

距離 D 5.792 7.045 4.954 5.015 1.936 2.085

ンク数が実際の SNS と同数になるようにノードの追

加とリンクの追加が発生する割合を調整しシミュレー

ションを行った．また，各モデルでそれぞれ 10 回ず

つシミュレーションを行い，各ネットワークから算出

されたネットワーク指標の平均を評価する．

なお，シミュレーションは Java (JDK6) で作成し

たプログラムで行い，Intel Xeon プロセッサ (4Core

CPU 2.5 GHz ×2)で 1回の処理に約 1分かかった．

4. 3. 2 シミュレーション結果

表 4～表 6 に ACS，あみっぴぃ，モリオネットの

各ネットワーク指標と，各モデルによって構築された

ネットワークのネットワーク指標の平均値を示す．ま

た，ネットワーク指標を比較するため，以下の式によっ

て示されるネットワーク間の正規化距離 D(Gs, GR)

によって評価する．

D(Gs, GR)

=
|Ls − LR|

σL
+
|Cs − CR|

σC
+
|rs − rR|

σr
+
|γs − γR|

σγ

(7)

ただし，Gs ははシミュレーションによって作られた

ネットワークを表し，GR は実際のネットワークを示

す．また，σβ は指数 β の標準偏差である．
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まず，Fモデル及び FRモデルにおいては，クラス

タ係数が実際の SNS と比較して小さくなっているこ

とが分かる．

次に，Cモデル及び CRモデルについては，同類選

択性が正となり，実際の SNS において同類選択性が

負であるのに対し，大きく異なっている．

最後に，FC 及び FCR モデルでは，いずれの指標

についても他のモデルと比較して近い値を示している．

距離指標 D の面からも，FC及び FCRモデルは他の

モデルによるネットワークよりも実ネットワークとの

距離が近く，最も類似していることを示している．

以上より，FCモデル及び FCRモデルによって構築

されたネットワークが，ネットワーク指標の観点から

実ネットワークと類似していることが明らかとなった．

4. 4 考 察

前節で述べたとおり，FCモデル及び FCRモデルに

よって構築されたネットワークが最も実際の SNS の

構造と類似している．この理由について考察する．

まず，表 4～表 6 より，CNNモデルによるリンク

接続を採用しているモデルではクラスタ係数が高くな

ることが分かる．実際の SNS でもスモールワールド

性があり，クラスタ係数は高い．そのため，CNN モ

デルの採用は SNS をモデル化する上で重要であると

考えられる．

次に，fitnessの影響についてみる．小規模 SNSの

実ネットワークでは同類選択性は負である．3. 2 で

述べたとおり，あみっぴぃでは全体の 13%のユーザし

か新しいユーザを招待しておらず，また 10%以上の

ユーザをただ 1人のユーザが招待している．すなわち

小規模 SNSでは，「一部のユーザが大多数のユーザを

牽引する」ことが多い．このような性質をもつネット

ワークでは必然的に同類選択性は負となる．一方で，

Fitness モデルでは，そのモデルから「Fit Get Rich

(FGR)」[11]，すなわち適合性が高いノードが次数を

確保する性質がある．この性質があると同類選択性が

負になるため，より小規模 SNS の実ネットワークに

類似したモデルの生成に寄与していると考えられる．

最後に，小規模 SNSとmixiとの違いをモデルから

検討する．小規模 SNSは FCRモデル（または FCモ

デル）によって最も類似したネットワークが構築され

るのに対し，mixiでは CNNR (= CR)モデルによっ

て最も類似したネットワークが構築される [4]．FCR

モデルと CRモデルの違いは，Fitnessモデルの適用

の有無にある（表 3 参照）．すなわち，小規模 SNSの

ネットワークは優先的選択が存在するような成長をし，

mixiのネットワークは優先的選択がないような成長を

したと推定される．小規模 SNS では一部の積極的な

ユーザによって多くのユーザが招待されてネットワー

クが成長することが多く，結果としてそれらのユーザ

が，「Fitnessの高いノード」となっていると考えられ

る．一方，mixiでは一部の積極的なユーザによって大

多数のユーザが招待されたのではなく，様々なユーザ

が他のユーザを招待することによって成長していった

と考えられる．その結果，小規模 SNS のように一部

のノードがリンクを集中的に獲得する優先的選択が起

こらず，結果として CRモデルによって説明可能な構

造になったと推測される．ただし，このような違いが

SNSの規模に起因するものなのか，各 SNS固有の特

徴なのかは明らかではない．このような違いが生じた

原因を明らかにするためには，今後更に多くの SNS

を分析する必要がある．

以上のように，SNSのネットワークをモデルから再

現することによって，その SNS がどのように成長し

たかを推定することも可能である．今後，更に詳細な

モデル化を行うことによって，ネットワーク指標から

のみでは分からない SNS の成長の様子をモデルから

推定することが可能になると期待される．

5. む す び

本論文では，三つの小規模 SNS のネットワーク構

造を分析した．その結果，小規模 SNS にはスモール

ワールド性，スケールフリー性，負の同類選択性があ

ることが明らかとなった．また，小規模 SNS ネット

ワークの成長を分析し，その結果に基づいて，CNN

モデル，Fitness モデル，ランダム接続を用いたモデ

ルを提案した．その結果，CNNモデルと Fitnessモデ

ルを併用したモデルが最も実際の SNS のネットワー

クと類似したネットワークを構築することが可能であ

ることを明らかにした．

更に精度の良い SNS モデルの提案が，今後の課題

の一つである．特に，提案した FCモデルでは実際の

ネットワークに比べクラスタ係数が小さくなりがちで

あることが分かっている．そこで，更にクラスタ係数

が高まるようなモデルを提案することで，より実際の

ネットワークと類似したネットワークを再現すること

が必要である．精度良く SNSをモデル化することで，

単にネットワーク指標を見ているだけでは分からない

SNS の性質を明らかにすることができると期待され
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る．本論文では，mixiと小規模 SNSの違いを fitness

の有無から説明できる可能性について述べた．今後は

更に多くの SNS を分析することによって，モデル推

定から SNS の性質を明らかにすることが可能である

ことを確認していく必要がある．

最後に，明らかになった SNSモデルを用いて，どの

ような運営を行えばよりよいWEBコミュニケーショ

ンを実現できるかをシミュレーションによって明らか

にすることも今後の課題の一つである．
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