
ウェブメディアの大規模観測及び解析
お茶の水女子大学情報科学特別講義（2012年1月25日）お茶の水女子大学情報科学特別講義（2012年1月25日）

東京大学東京大学

戦略情報融合国際研究センター

豊田正史豊田正史

豊田正史豊田正史

学部 ( )• 学部 (1990～1994)
– 東工大 情報科学科

• 修士・博士 (1994～1999)
– 東工大 情報理工学研究科東工大 情報理工学研究科

• User Interface、情報可視化、Visual Programming

• ポスドク (1999～2004)• ポスドク (1999～2004)
– 東大生産研 喜連川研究室

W bのア カイブ マイニング 可視化• Webのアーカイブ、マイニング、可視化

• 現在、東大生産研 准教授



実社会の射影としてのウェブ
(ウエブは社会のセンサ）(ウエブは社会のセンサ）

Socio Sense
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ウェブメディア観測・解析基盤の構築

ウェブマイニング実証システム

ウェブメディア解析 定量評価基盤

ア カイブのコミ ニティ ・アーカイブの
不完全性

・スパム分析

・コミュニティ
進化

・情報伝搬
・話題追跡

ウ ブメデ ア収集 蓄積

・話題追跡

ウェブメディア収集・蓄積

・ウェブ(190億URL)
ブログ(100万人 5億記事)・ブログ(100万人,5億記事)

・Twitter(50万人,14億呟き)



欧米のウェブアーカイブプロジェクト
• Internet Archive (米)

– 1,500億のウェブページの保存（企業からの寄付、近年独自収集を開始）
検索 解析システムは持 ていない– 検索・解析システムは持っていない

• Internet Memory Foundation (欧州)
– 参加国の大学・企業がセレクティブな収集を実施（大規模収集はこれから）
– 検索・解析の個別技術の研究開発
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日本語Webアーカイブの構築

• 10億規模のURL毎の更新頻度に応じた細粒度可変周期
収集・蓄積技術（1分～1年周期）

• １２年間にわたり190億URL（2011年6月）規模の日本語ウェブ
ページ・画像を集積し、継続期間および規模において
アジア圏最大級のウ ブア カイブを構築アジア圏最大級のウェブアーカイブを構築

蓄積コンテンツ数［億］
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ウェブ情報の高度利活用
システムの構築システムの構築
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ウェブ空間の構造俯瞰
～ウェブ全空間の地図化～ウェブ全空間の地図化
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ウェブ空間の構造俯瞰
～コンピューター業界周辺の地図～コンピュ タ 業界周辺の地図

リンク＆テキスト解析を用いてウェブの全空間を地図化
産業連関図に相当する地図が得られる

注目分野のリサーチ・サーベイに有用

11

注目分野のリサ チ・サ ベイに有用
影響力のある製品ユーザのグループなども同時に抽出

広告設置戦略への応用

ウェブの時系列分析
～銀行業界の変遷～銀行業界の変遷

 インターネット銀行の出現と世間への浸透

合併 た銀行 出 合併した銀行の出現：三井住友、UFJ、みずほ、りそな

検索キーワード
銀行
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ウェブの時系列分析
～社会現象による話題の爆発的発生～社会現象による話題の爆発的発生

同時多発テロ
テロ

ニュース記事

義援金募集義援金募集
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平和運動

ウェブメディア観測・解析基盤の構築

ウェブマイニング実証システム

ウェブメディア解析 定量評価基盤

ア カイブのミ ニテ ・アーカイブの
不完全性

・スパム分析

・コミュニティ
進化

・情報伝搬
話題追跡

ウ ブメデ 収集 蓄積

・話題追跡

ウェブメディア収集・蓄積

・ウェブ(190億URL)
ブログ(100万人 5億記事)・ブログ(100万人,5億記事)

・Twitter(50万人,14億呟き)
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ウェブ時空間解析のブログへの適用

• ワーキングプア問題

– NHKの番組により定常的に言及される問題へ発展

2006/7:NHKスペシャル
「ワ キングプア「ワーキングプア」

2006/12:NHKスペシャル
「ワーキングプア２」 2007/12:NHKスペシャル再放送,

「ワーキングプア３」

ブブ
ロ
グ
記
事

時間

事
数

15「ワーキングプア」放送 様々なブログで話題に 「ワーキングプア２」放送

3次元可視化を用いたWeb上の話題
の変遷解析

TimeSlices
– TimeSlices

– Webアーカイブから抽出された特定の話題に関す
るリンク構造を表すWebグラフ可視化

– グラフの構造変化をアニメーション表示

– 文書数をヒストグラム表示

• 急激な増加など特徴的な変化が起きた時点でのグ
ラフを容易に表示可能

Histogram

– 異なる時間を表す複数のウェブグラフを追加・比較

– 重畳表示、タイル表示

• 複数のグラフの比較

• 話題の中心 興味の広がり等の時系列変化把握
Timeline

g
• 話題の中心、興味の広がり等の時系列変化把握

重畳表示 タイル表示



ウェブメディア観測・解析基盤の構築
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3次元可視化を用いた
話題追跡システム

異なる時間を表す TimeSlices

話題追跡システム

TimeSlices, TimeFluxes:
新商品Ａ

TimeSlices
キーワードに関連するイベント群のツリー表示

– ブログアーカイブから抽出さ
れた特定のキーワードに関す
る係り受け関係の時系列変化
を可視化

新商品Ａ

新商品Ａ’
ノードを指定して絞り込み探索

を可視化

– 関係および頻度の変化を時
系列に沿ってアニメーション、
比較

キャリアＡ
キャリアＡ

表
す
Ti
m
eS

lic
es

比較

– 男女別出現頻度の推移の可
視化

異
な

る
ト

ピ
ッ

ク
を

表

Timeline

– 特定の行動に関してさらに
「誰が、どこで、何を」等絞り込
み探索

キャリアＢ

異

時系列
出現頻度の可視化

TimeFluxes

– 複数条件による比較
• 複数キーワード

• 複数時間

キャリアＢ

• 男女別
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アーカイブの不完全性アーカイブの不完全性

アーカイブの不完全性アーカイブの不完全性
全空間の完全収集は不可能・全空間の完全収集は不可能

・ページの作成・消滅時間が不明なページが多数存在
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ページの新規性推定手法 [WWW2006]

Crawled pages: W(tW(t))
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Novelty MeasureNovelty Measure
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P iti θ i 80% t 90% i i i ll h t• Positive θ gives 80% to 90% precision in all snapshots
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ウェブメディア観測・解析基盤の構築
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検索エンジンスパム（人工ノイズ）検索エンジンスパム（人工ノイズ）

• Manipulated web pages to mislead search engines• Manipulated web pages to mislead search engines
• Contains useless/malicious information or 
excessive advertisesexcessive advertises Much more keywords in metatag

than usual pages
Many links to similar spam sites

Contain only names of many different drugs

26



検索エンジンスパムの構造分析

Out Core  SCC

In

Out Core  SCC

Core
( Largest SCC )

• SCC decomposition of web shows bow‐tie structure
[Broder et al 2000 IBM Overview on the structure of web][Broder et al. 2000, IBM. Overview on the structure of web]

• Most large SCCs around the core were link farms
[saito et al. 2007]

27

[saito et al. 2007]

Recursive SCC Decomposition with Node Filtering
[AIRWEB 2009]

1. Decompose the Web graph into SCCs

Level 1 Core Level 2 SCC

p g p

Level 1 SCC
L l 1 SCCLevel 1 SCC

Level 2 SCC

Level 2 Core
2. Remove nodes with in and outdegree

are smaller than 2 from the core

Level 1 SCC

are smaller than 2 from the core

3. Decompose rest nodes in the core 
into SCCs Level 1 SCC

Level 2 SCC4. Continue this 
with increasing degree threshold

into SCCs

28

Level 1 SCC
with increasing degree threshold



スパムの可視化
29

Temporal Change of the Link FarmsTemporal Change of the Link Farms
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• Most SCCs did not changed in their size
h d h f

Size of SCCs

This tendency gets stronger as the size of SCCs increases
• Some large SCCs shrunk during a year

• Link farms remain stable or shrink but seldom grow

30

• Link farms remain stable or shrink, but seldom grow



Link Hijacking Detection [PAKDD 2009]Link Hijacking Detection [PAKDD 2009]

Assume that we have sets of normal sites and spam sites.
Hijacked sites possibly exist in the path from white sites to spam sites.

Spam
Sites

Normal
Sites

W b G hWeb Graph
31

Blog HijackingBlog Hijacking

Spam Comment!Spam Comment!

• Comment containing lots of URLs to spam sites
• Continuously posted by spammers• Continuously posted by spammers 

32



Expired and Link to expired HijackingExpired and Link‐to‐expired Hijacking
http://www.vietnamfdi.com/

August 2003

May 2004

Link‐to‐Expired Expired
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ウェブマイニング実証システム

 ディスプレイ壁上で分析ツール群を統合したシステムを

35

ディスプレイ壁上で分析ツ ル群を統合したシステムを
開発し大規模可視化を実現

社会学調査への適用社会学調査 の適用
～ジェンダー活動の成長～

1999年の「男女共同参画社会基本法施行」に呼応して
全国の自治体に男女共同参画のホームページが整備されていく様子

36

国 自治体 男 共同参画 ホ ジ 整備され く様子
お茶の水女子大お茶の水女子大2121世紀世紀COECOE「ジェンダー研究のフロンティア」との「ジェンダー研究のフロンティア」との
共同研究。当該分野の学会にて発表共同研究。当該分野の学会にて発表



ウェブのリアルタイム化

友人同士で短い呟きを

ウ ブのリアルタイム化

リアルタイム共有する
サービスが急速に普及サ ビスが急速に普及
例： Twitter （2011/4/6時点）

– 2億以上のユーザ2億以上のユ ザ

– 毎日1.5億以上の呟き

Webメディアの多様化・リアルタイム化
「ヤシマ作戦」「ヤシマ作戦」

Twitter
2011/3/11 22:00 2011/3/12 15:00 2011/3/12 18:00

Blog
2011/3/13 18:002011/3/12 16:00 2011/3/12 19:00



避難場所に関するつぶやきの変遷(1/2)

• 地震直後は一般的なアドバイスが中心

阪神大震災経験者として、風呂に水
ためろ。ガス元栓閉めろ。避難場所
再確認。家族と集合場所決めとけ。
念の為食料確保 ドアは開けとけ念の為食料確保。ドアは開けとけ。
無駄に出歩くな。

揺れが大きかった方達へ ガスの元揺れが大きかった方達へ ガスの元
栓をしめてください。断水の可能性
がありますのでお風呂に水をためて
ください。飲料水の確保もお忘れな
く ネットが使えるうちに自分の住ん

ここまで流れた便利だと思われる情

く。ネットが使えるうちに自分の住ん
でる地区の避難場所を確認してくだ
さい。 中越地震経験者より。

ここまで流れた便利だと思われる情
報まとめ １、風呂に水をためておく
２、ガスの元栓はしめる ３、窓とド
アはあけておく ４、食料と水を
リュックにつめる ５ 災害用伝言ダリュックにつめる ５、災害用伝言ダ
イヤル１７１の利用 ６、←避難場所

も伝えておく ７、カイロあると夜寒く
ない

避難場所に関するつぶやきの変遷(2/2)

• 次第に具体的な避難場所の案内が増加

●銀座周辺 築地本願寺開放 ●新●銀座周辺：築地本願寺開放 ●新

橋：第一ホテルのロビー開放＆テレ
ビ ●池袋：立教大学11、14号館避
難場所 ●品川：プリンスホテルロ
ビ 開放＆飲み物 毛布 ●渋谷ビー開放＆飲み物、毛布 ●渋谷・

表参道：青山学院大学体育館一時
避難場所

東京23区避難場所
http://bit.ly/eCDexg

【拡散希望】池袋駅付近にいる方、
立教大学11 14号館が避難場所に立教大学11、14号館が避難場所に
なっています。NHKをスクリーンで流

しています。寒さで体力がなくなる
前に。



多メディアWeb解析多 ィ 解析

多メディアWeb基盤技術 多メディアWeb解析要素技術
画像映像キ

Ｗｅｂ情報

・画像映像キー
ワード抽出技術

・画像映像
リンケージ技術

・多次元解析

ペタバイ ト
規模

多メディアＷｅｂアーカイブ

40 

60 

80 

100 
億

データインテンシブ
スケジューリング技術

飛行機

スポーツ

建物

情報 多次元解析
高速化技術

・多メディアWeb
分析可視化技術データ配置の最適化により

索引更新処理を高速化

0 

20 

'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

放送映像
多メディア
統合処理 多メディアWeb

リーズニング解析

言及の時系列分析
自然言語処理

リンク構造の

画像映像
解析

多メディアWeb解析の実証評価
ワ キングプア問題 社会起業の広がり

時系列分析

ワーキングプア問題 社会起業の広がり

ＴＶ番組で紹介

NPO活動・書籍等

経済紙で特集

時間

ブ
ロ
グ
記
事
数

2006/7 :NHKスペシャル
「 ワーキングプア」

2006/12:NHKスペシャル
「 ワーキングプア２」2007/12:NHKスペシャル再放送,

「 ワーキングプア３」

大 規 模 なCGMア ー カ イブ

お よび 放送映像を用いて
ブ ログ 上の言及数・参照
構 造 と 放送映像との対応
を過 去 にさかのぼって調
査 す ることにより、社会事
象 の 起 点とその発展過程
を追 跡 することが可能とな
る。

時間

ブ
ロ
グ
記
事
数

14「ワーキングプア」放送 様々なブログで話題に 「ワーキングプア２」放送
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多メディアWeb分析・可視化技術
（CGM画像の組織化）（CGM画像の組織化）

• CGM上の話題の推移を把握可能にするため
画像を詳細な話題に分類し ラベル付与・ランキングを行う画像を詳細な話題に分類し、ラベル付与 ランキングを行う
• 報道に使用された画像の調査

• イベントや集会の様子の視覚的な把握

尖閣動画のような話題性の高い画像の発見• 尖閣動画のような話題性の高い画像の発見

• 商品画像の出現頻度や変遷をマーケティングに利用

検索語 Blog Archive

クラスタリング

類 像 放送映像

100万ブログ
4.5億記事

クラスタリング
ラベル付与
ランキング

分類画像と放送映像の照合により
放送・Web間の話題伝搬追跡を可能とする 42



可視化事例：クエリ「鳩山由紀夫」可視化事例：クエリ「鳩山由紀夫」

クエリ「鳩山由紀夫」を用いた時の全体図クエリ「鳩山由紀夫」を用いた時の全体図

時間軸
週ごとに描画週ごとに描画
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クラスター軸


