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Abstract: インターネットには神社のお祭りやアーティストのインディーズライブといった様々な
地域密着イベント情報が溢れている．人々はそれらの膨大な情報を検索し入手することができる．し
かし，公式にインターネット上に公開される地域密着イベント情報はあまり多くはない．これはイ
ベントの主催者がイベント情報をインターネットに公開するための知識を持っていないからである．
このためユーザはそれらのイベント情報を十分に入手することができない．この問題を解決する例
として，地域密着イベント情報の集約と補完を行うサービスがある．しかし，このサービスの方式で
あっても，地域密着イベント情報を十分に抽出することができない問題が残されている．本稿では，
地域密着イベント情報サイトが抱えるこの問題を解決するために，ソーシャルセンシングを用いたイ
ベント情報抽出システムを提案する．このシステムでは，ソーシャルネットワークサービスのユーザ
に対して能動的な聴取を行い，可能な限り多種多様なイベント情報を抽出することを可能とする．
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はじめに

インターネットには神社のお祭りやアーティストの
インディーズライブといった地域密着イベント情報が
多くある．近隣の人々がそのような地域密着イベント
に参加すれば，その街は活性化し大きな経済効果を生
み出すだろう．このように地域密着イベント情報が持
つ影響力はとても大きい．観光庁 [1] によると，
「地方
の魅力発信プロジェクト」などの地域密着イベントを
通じて観光市場を拡大させることが重要であるとして
いる．
インターネットの発展により，人々は多種多様な情報
を検索することができるようになった．しかし，多くの
情報がインターネット上に分散しているために，ユー
ザにとって情報を手軽に手に入れることは容易ではな
い．また，イベントの開催者が情報を発信する適切な
方法を知らない可能性もある．例えば，イベントの開
催者が開催時間や開催場所といった詳細な情報を発信
してくれないと，ユーザはその情報を探すことが困難
になってしまう．
そのような問題を解決しようとするサービスはいく
つかあるが，我々はその中でも，地域密着イベント情報
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発信サイトである『びもーる [2]』に着目している．び
もーるは札幌市を中心として稼働しており，地域密着
イベント情報の収集と補完を行っている．しかし，現
状のびもーるにおいても多種多様な情報を抽出するこ
とができない問題がある．
そこで，我々はさらに多くの地域密着イベント情報を
抽出しこの問題を解決するシステムを提案する．我々の
提案するシステムでは Twitter に対してソーシャルセ
ンシングを適用する．ソーシャルセンシングとは，ソー
シャルメディアのユーザの投稿を物理センサーのよう
に扱い情報を抽出する手法である．今日では多くの日
本人が Twitter を利用しているので手軽に多くの情報
を集められると考えられる．総務省 [3] によると，ソー
シャルメディアは日本の社会基盤になりつつあり，日
本の Twitter ユーザは全体の 28.7%であるとしている．
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びもーるについて

『びもーる』は札幌のグルメやショッピングなどの
イベントに焦点をあて毎月 1000 件以上のイベント情報
を発信しているサイトである．それらの情報はウェブ
サイトや E メール，Twitter を通じて発信されている．
びもーるの収集と発信をするシステムは小野らの提案

する「興味解析エンジン」[4] を核に構成されており，
膨大な情報源からそのユーザの閲覧履歴や興味に応じ
て情報の発信を行うことができる．
びもーるがイベント情報の抽出からユーザに発信す
るまでの 3 つのユニットを以下に示す．
ユニット 1. イベント情報抽出ユニット
このユニットでは，ウェブサイトに公開された情
報を 2 つのコレクタを用いて抽出する．1 つ目の
コレクタは，地元紙やイベント主催者のホーム
ページなどの Web ページに公開されている情報
よりイベント情報の抽出を行う．2 つ目のコレク
タは，新年会やクリスマスパーティといったシー
ゾナルイベントの情報の抽出を行う．
ユニット 2. イベント情報格納ユニット
このユニットでは，抽出したイベント情報の補完
とデータベースへの登録を行う．イベント情報の
補完は含まれる情報が十分ではないときに行うも
のである．
びもーるの記事はびもーるのスタッフが 2 つのコ
レクターを用いて抽出した情報を元に記事を書い
ている．ここで，記事を書くのに十分な情報が含
まれていない場合や Web 上に情報がない場合は，
電子メールや電話などでそのイベントの主催者に
問い合わせをし情報を補完する．最終的にその記
事はびもーるの管理スタッフにより承認されてか
らデータベースへ登録される．
ユニット 3. イベント情報推薦ユニット
このユニットでは，ユーザへイベント情報の提供
を行う．データベースに格納されたイベント情報
は，そのイベントが開催される 1 週間前になる
と情報推薦ユニットによりユーザに提供される．
そのイベントが終了したらイベント情報はデータ
ベースから削除される．
しかし，びもーるのシステムをもってしても抽出する
ことができないイベント情報は多く存在する．これら
のイベント情報がユーザに届けられることはない．
びもーるはイベント情報の抽出において，多種多様
な情報を多く抽出することができないという問題を抱
えている．びもーるの現在のイベント情報源はスタッ
フが選別を行った地方紙やウェブサイトに限られてい
るために，抽出できる情報も限定的なものになってい
る．サービスを拡大していくためには，ユーザの興味を
惹く様々な情報を提供していかなければならない．そ
のためには多種多様な情報を多く抽出する必要がある．
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関連研究

Asur ら [6] はソーシャルメディアに対して “films” で
キーワード検索を行い，その投稿から統計的に映画の
興行収入を予測する研究をした．しかし，統計処理を
行うには多くの情報が必要であり，地域密着イベント
を対象にしたびもーるではこの手法は適していないと
考えられる．
Twitter からのイベント情報の抽出に注目すると，Lee
ら [7] のジオタグを用いた非日常地域イベントの抽出が
挙げられる．Lee らの研究ではツイートに付加されてい
るジオタグからイベント情報の抽出を行っている．し
かし，この手法は人々が多く賑わっているイベントで
しか有効でないことに加え，イベント情報の抽出がで
きるころには既にそのイベントが終わってしまってい
る．びもーるのサービスは，事前にイベント情報を抽
出しユーザにその情報を届けることが目的であるので
ジオタグを用いたイベント情報の抽出は適していない．
ここで本研究でも取り上げた榊ら [8] のソーシャル
センサーに着目する．榊らは Twitter のユーザをセン
サーとするソーシャルセンシングにより現実世界の地
震のデータを抽出した．榊らはソーシャルセンサーは
物理センサーと同等に利用できるとしている．
同様にソーシャルセンシングを利用した研究はとし
て，榊ら [9] の道路の混雑状況の抽出，Nguyen ら [10]
のトレンドトピックの推測，Huang[11] らのインフル
エンザの流行の推測が挙げられる．彼らは Twitter 上
でキーワード検索を用いたソーシャルセンサーにより
受動的な情報抽出を行っている．しかし，本研究では
受動的な情報抽出に加えて能動的な聴取を行うことで
さらに情報の精度の向上を目指す．
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提案システム

本稿ではびもーるの抱える問題に焦点を置き，Twitter に対してソーシャルセンシングを用いた地域密着イ
ベント情報抽出を行う新しいシステムの構築を行う．
情報抽出をする上で，我々は人々の情報抽出行動に
着目した．人々が情報を手に入れようとした場合，イ
ベント情報に関するキーワードでツイートの検索を行
い目的の情報を探し始めるだろう．しかし，イベント
に関するツイートが少ない場合や詳細情報が十分に含
まれていない場合があるかもしれない．ツイートに含
まれる情報が欠けていたときには，人々はそのツイー
トをしたユーザに対して質問を行い，結果的に詳細情
報を手に入れることができる．我々はこのような人間
の行動を模倣したシステムの構築を行う．
我々の提案するシステムでは，イベント情報に関す
るキーワードを用いて検索を行いイベント情報ツイー
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図 1: 提案システムの 3 つのユニット
トの収集を行う．イベント情報ツイートに対しては聴
取を行いそのユーザからさらに詳しい情報を聴き出す．
システムはユーザからの返答を元にイベント情報の補
完を行い，最終的にびもーるの記事データベースへ格
納する．
以上より，我々は，1) ツイート収集ユニット，2) イ
ベント情報分類ユニット，3) イベント情報聴取ユニッ
ト，の 3 つのユニットから成るシステムを提案する．シ
ステムの全体図を図 1 に示す．

4.1

ツイート収集ユニット

まずツイートの収集手法について述べる．びもーる
は札幌市を中心に稼働しているため，札幌市を中心と
したイベント情報を集める必要がある．我々はびもー
るの Twitter アカウントのフォロワー約 1000 人の所在
地を分類する予備実験を行ったところ，約 90%は札幌
市在中だった．よって，ツイート収集はびもーるのフォ
ロワー約 8000 人を対象に REST API1 を用いて行う．
このシステムでは収集したツイートをツイートデー
タとプロフィールデータに分割し MySQL データベー
スへ格納する．

4.2

イベント情報分類ユニット

次にイベント情報の分類手法について述べる．
提案システムでは最初にイベントツイートとそれ以
外のツイートで分類を行う．
Twitter は 1 ツイートあたり 140 文字の制限さえ遵
守すれば特別な制限は存在しない．しかしツイートに
含まれるイベント情報は様々なフォーマットで記述さ
れており，その状態でイベント情報の分類を行うこと
1 REST APIs - Twitter Developers https://dev.twitter.
com/rest/public

は容易ではない．榊ら [5] は，イベント情報は “開催日
時”， “開催場所”， “イベント名” のイベント三要素
より構成されるとし，それを元にツイートの分類とイ
ベント情報の抽出を行った．彼らの手法はヒューリス
ティックなパターンマッチングを用いたイベント三要素
によるイベント情報抽出手法を提案した．しかし，榊
らの研究では，
『るるぶトラベル2 』というサイトから，
そのサイトの “イベント名” のフォーマットに沿った情
報抽出を行っている．従って，榊らのイベント三要素
をそのまま Twitter のイベント情報には適用すること
ができない．
よって，我々は榊らのイベント三要素を拡張し，Twitter により適応した “イベント名” の条件付けを行う．以
下に我々の提案システムで用いるイベント三要素を示す．
開催日時 正規表現により分類を行う．
開催場所 びもーるのフォロワーを用いることにより札
幌に限定する．
イベント名 イベント名のキーワードを「開催」「イベ
ント」「ライブ」とし分類を行う．
システムは分類したツイートを “聴取対象ツイート
リスト” へ格納する．このリストを元にシステムはユー
ザへ聴取を行う．
次に， “聴取対象ツイートリスト” の作成方法につい
て述べる．聴取対象ツイートリストの作成手順を以下
に示す．
ステップ 1 聴取対象ツイートリストより前日のツイー
トを取り出す．これはキーワードを含むか日付の
正規表現に当てはまるものに限定する．
ステップ 2 同じユーザから行われたツイートを削除す
る．
ステップ 3 過去 7 日間で既にリストに格納されたユー
ザを削除する．
ステップ 4 リツイート数の多い順にソートする．
ステップ 5 上位 30 個3 のイベントツイートを聴取対象
ツイートリストに格納する．
次章では，イベント三要素による分類と機械学習に
よる分類の比較実験を行う．システムの稼働実験では
より良い手法を用いる．

2 るるぶトラベル
3 これは

http://rurubu.travel/
API 制限を避けるためのツイート数である．

4.3

イベント情報聴取ユニット

6.03%
4.95%

最後にユーザへの聴取手法について述べる．このユ
ニットでは，聴取対象ツイートリストを元に聴取を行う．
ここで我々は，1) リプライを用いた聴取手法，2) 情
報入力ページへのリンクより聴取を行う手法，3) ダイ
レクトメッセージを通じて聴取を行う手法，の 3 つの
手法を提案する．それぞれの手法について以下で説明
を行う．
リプライを用いた聴取手法
この手法ではリプライ機能を用いて詳細なイベン
ト情報の聴取を行う．システムはリプライ文に対
して挨拶文と質問文を付加する．質問文には，1.
イベント名，2. 日時，3. 場所，4. その他 (主催
者，HP 等) を含める．
実際のリプライ文の例は『「突然のリプライ失礼
します．
」+ 「あなたのイベントツイートに反応！
週末のイベントを教えてください 1, イベント名
2, 日時 3, 場所 4, その他（主催者，HP 等）」』と
なる．
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図 2: 提案システムの稼働時間
と考えた．よって，聴取を行うのに適切な時間を選択
することが重要となる．図 2 に Twitter の利用率を推
定する予備実験の結果を示す．これはびもーるのフォ
ロワーの 1 時間ごとのツイート数を表している．予備
実験の結果より，正午 12 時と 20 時以降がツイート数
が多いことが分かった．この時間帯であればユーザが
反応しやすいと考えられる．よって，提案システムの
聴取時間を正午 12 時から 13 時の間と 18 時以降に設定
する．
聴取対象ツイートの作成は 11 時にリストの作成を行
う．これは最初の聴取時間が正午 12 時だからである．

この質問文を埋めてもらうことで自由記述に比べ
イベント情報の抽出が容易になる．
情報入力ページへのリンクより聴取を行う手法
この手法では，情報入力ページへのリンクより
ユーザを別ページに誘導し，そのページに入力し
てもらうことによりデータベースに直接イベント
情報を格納する．情報入力ページへのリンクはリ
プライを用いてユーザへ送信する．
ダイレクトメッセージを通じて聴取を行う手法
この手法ではダイレクトメッセージを用いて聴取
を行う．ダイレクトメッセージとはユーザにプラ
イベートなメッセージを送信する機能である．こ
の機能の文字制限は 10,000 文字なため，詳細な
イベント情報を聴取するのに最も適していると考
えられる．

4.4

システムの全体構成

我々の提案システムは上記 3 つのユニットより成り
立っている．この節ではそれぞれのユニットの稼働時
間について述べる．
我々はシステムの稼働時間のフローを，ツイートの
取得を行う時間と聴取を行う時間に分けて検討をする．
システムは可能な限り多くのイベント情報を抽出する
ために常にツイートの収集を行う．
聴取を行う時間に関して，我々は Twiter を見ている
ユーザが少ない時間帯に聴取を行うことは効果がない
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実験

この章では，我々の提案システムの有効性を確認す
るために，イベント情報分類精度の評価，聴取手法の
評価，およびシステム全体の稼働実験の 3 つの実験に
ついて述べる．さらに，ここでは実験のためのデータ
セット作成手順についても述べる．

5.1

データセットの作成

この節ではデータセット作成手順について述べる．こ
のデータセットはイベント情報分類精度の評価，聴取
手法の評価の 2 つの実験で用いる．我々はびもーるの約
8000 人のフォロワーから REST API を用いたクロー
ラーでツイートの取得を行った．しかし，REST API
は 15 分に 180 回までしかアクセスできない制限がある
ため，約 8000 人のフォロワー全てのツイートを 1 つの
クローラーで取得することができない．そこで，3 つ
のクローラーを使うことで全てのフォロワーのツイー
トを取得する．この 3 つのクローラーは 24 時間常時動
かし続ける．

5.2
5.2.1

イベント情報分類精度の評価

表 1: 分類結果
適合率
再現率
F値

イベント三要素
0.845
0.854
0.828

決定木
0.829
0.846
0.824

適合率
再現率
F値

ナイーブベイズ分類器
0.81
0.814
0.812

SVM(poly kernel)
0.842
0.855
0.837

実験設定

この節では，イベント三要素を用いた分類と機械学
習による分類の比較実験を行うことで，我々の提案シ
ステムの評価を行う．機械学習による分類では機械学
習ソフトウェアの 1 つである “4 ” を用いて，1) 決定木，
2) ナイーブベイズ分類器，3) サポートベクターマシン
(SVM) の 3 つの手法を比較する．
最初に，この実験で用いたツイートデータについて
述べる．イベント情報の分類を行うために，我々は「イ
ベント情報ツイート」とそれ以外のツイートに分類し
データセットを作成した．このデータセットには 2013
ツイートが含まれており，3 人の学生5 のそれぞれの判
断により手作業で分類した．分類の結果，383 ツイー
トがイベント情報ツイートであり，1630 ツイートがそ
れ以外のツイートであった．
次にツイートデータの事前処理について述べる．我々
はツイートデータを “Bag-of-Words モデル” を用いて
成形を行った．このモデルは，テキストの並び順を無
視した単語の集合と考え，単語が文書内にどこに出て
くるかは考慮しない表現方法である．ツイートデータ
を Bag-of-Words として扱うためには形態素解析を行
い，単語ごとに分ける必要がある．そこで，本研究では
形態素解析を行うために MeCab6 を利用する．そして，
単語の出現頻度上位 200 件を用いて単語文書行列を作
成し機械学習による分類の属性とする．以下に，単語
文書行列の作成手順を示す．

5.2.2

実験結果

それぞれの手法を用いた分類実験の結果を表 1 に示
す．分類の結果，SVM がイベント三要素よりも高い結
果となった．しかし，F 値の比較をするとそれぞれの
手法に差は見られなかった．さらに，作成された決定
木の上位項目として「開催，ライブ，イベント」が出現
した．これは，イベント三要素による分類のキーワー
ドに用いたものと同じであり，分類精度も同程度の精
度であった．
機械学習による分類は多くの教師データを用意する
ことが重要である．多くの教師データがあれば，今回
の教師データでは出現しなかった新たなキーワードが
出現するかも知れない．加えて，データ数が少ないと
偏った学習をしてしまうかもしれない．機械学習の場
合，多くの教師データを用意することが今後の課題と
なる．
よって，今回の我々の提案システムではイベント三
要素による分類を使うこととする．

ステップ 1 データベースよりイベント情報ツイートを
取得しそれぞれのツイートの形態素解析を行う．
ステップ 2
形態素解析の結果より，各ツイートのキーワード
(名詞と動詞) の集合リスト W = {wn } を作成
する．

5.3
5.3.1

聴取手法の評価
実験設定

我々は前述した 3 つの聴取手法を用いて Twitter ユー
ザに対してイベント情報の聴取を行い，それぞれの手
ステップ 3
法の評価を行う．
各文章におけるキーワード wn の出現回数 wd i を
しかし，ダイレクトメッセージ通じてイベント情報
カウントし文書ベクトル wd = {cd 1, cd 2, ..., cd#(W ) } の聴取を行う手法は，ユーザにスパム7 だと思われてし
を得る．
まうことが多くあるため，イベント情報を入手するこ
とができなかった．さらに，もしユーザが Twitter 社
作成されたデータセットを教師データとして用いて
に対しスパムアカウント報告を行った場合，びもーる
イベント三要素による分類と機械学習による分類を行
の Twitter アカウントが停止されてしまう可能性もあ
い，それぞれの手法の分類精度の評価を行う．
る．よって，ダイレクトメッセージを通じてのイベン
ト情報の聴取を行う手法は不適切であるため，本稿で
はこれを除外する．
それぞれの手法を用いたこの実験の期間と送信され
4 Weka 3 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
たツイート数を以下に示す．
5 彼らは著者と同じ大学の学生である．

6 MeCab とは日本語の形態素解析ソフトウェアの 1 つである．
http://taku910.github.io/mecab/

7 ユーザに不快感を与えてしまうメッセージ

表 2: 聴取手法の実験結果
手法

ツイート数

インプレッション
/ツイート

エンゲージメント
/ツイート

177

20.70

0.932

リプライを用いた聴取手法
情報入力ページへのリンクより
聴取を行う手法
手法
リプライを用いた聴取手法

225

13.56

0.556

URL クリック数

詳細クリック数

リプライ数

0

76

11
1

情報入力ページへのリンクより
聴取を行う手法
手法

31

24

提供された
イベント情報の数

びもーるに掲載された
イベント情報の数

6

4

2

2

リプライを用いた聴取手法
情報入力ページへのリンクより
聴取を行う手法

1. 手法 :

リプライを用いた聴取手法

実験期間 :
日

2015 年 10 月 27 日 - 2015 年 11 月 4

システムの稼働実験

聴取時間帯 :

12:00 - 13:00 & 18:00 以降

5.4

ツイート数 :

177

イベント三要素によるイベント情報の分類とリプラ
イを用いた聴取手法によりシステムの稼働実験を行う．
この実験の概要を以下に示す．

2. 手法 : 情報入力ページへのリンクより聴取を行う
手法
実験期間 :
22 日
聴取時間帯 :

2015 年 10 月 8 日 - 2015 年 10 月
12:00 - 13:00 & 18:00 以降

ツイート数： 225

5.3.2

よって，我々の提案システムではリプライを用いた
聴取手法を採用する．

実験結果

表 2 にそれぞれの聴取手法の結果を示す．
“ インプレッション” はそのツイートがユーザに読ま
れた回数を示している．“ エンゲージメント” はその
ツイートがユーザのタイムラインに表示された回数を
示している．それぞれの手法でツイート数が違うため，
これらの値は各件数で割った 1 ツイートあたりの平均
で比較する．“ URL クリック数” はツイートに張られ
たリンクのクリック数を表している．“ 詳細クリック
数” は，インプレッションとは異なり，ユーザが実際
にツイート情報をクリックし詳細を確認した数を表し
ている．
表 2 より，インプレッション，エンゲージメント，詳
細クリック数がリプライを用いた聴取手法の方が良い
結果となっていることがわかる．

システムの稼働実験の概要 :
分類手法 :

イベント三要素による分類

聴取手法 :

リプライを用いた聴取手法

実験期間 :
29 日

2015 年 11 月 10 日 - 2016 年 1 月

聴取時間帯 :

12:00 - 13:00 & 18:00 以降

ツイート数 :

1755

この実験では，システムがびもーるのフォロワーの
ツイートを収集し，イベント三要素による分類を行っ
た．分類を行ったツイートを元に “聴取対象ツイート
リスト” を作成し，リプライを用いた聴取手法により
聴取を行った．実験の結果を表 3 に示す．ここでユー
ザに送られたリプライの数は 1755 ツイートであり，98
個のリプライが返ってきた．このうちイベント情報を
含むものは 71 ツイートであり，実際にびもーるに掲載
された数は 26 個である．
これよりこの実験の結果について考察を行う．
この実験では，提供されたリプライよりもびもーる
に掲載された情報の方が少なくなってしまった．これ
はびもーるの基幹システムの仕様からなる問題である．

表 3: システムの稼働実験の結果
手法
リプライを用いた手法

1755

インプレッション
/ツイート
23.33

手法
リプライを用いた手法

URL クリック数
0

詳細クリック数
1138

手法

提供された
イベント情報の数
71

びもーるに掲載された
イベント情報の数
26

リプライを用いた手法

ツイート数

びもーるの基幹システムは，あるイベントが開催され
る 1 週間前でないとそのイベントの情報を掲載するこ
とができない．しかし，提供されたイベント情報は開
催が直前に迫っているものが多く占めていた．このた
めに，71 個のイベントツイートが提供されたにもかか
わらずに実際に掲載された情報は半分以下の 26 個と
なってしまった．びもーるの基幹システムを対応させ
この問題を解決できれば倍以上の情報が掲載できるよ
うになるだろう．
次に，重複したユーザに送られたツイート数に関し
て述べる．我々の提案システムでは「イベント情報分
類ユニット」において重複したユーザに聴取を行わな
いようにしていた．しかしこの実験では 1755 ツイート
が送られたうち 1036 ツイートが重複したユーザ宛のツ
イートであった．同じユーザに何回も聴取を行ってし
まい，そのユーザに不快感を与えてしまった例もあっ
た．よって，重複したユーザに聴取を行うことは好ま
しくないことであるため，聴取対象ツイートリストの
作成の際に重複したユーザを含まないようにする必要
がある．一方で「イベント情報をゲットしたらツイー
トします！」といった返信を提供していただいた聴取
に前向きなユーザがいることも分かった．このような
ユーザには積極的な聴取を行うことでイベント情報を
提供してもらえると考えられる．
続けて，リプライ文のフォーマットについて述べる．
この実験では，我々が返答文のフォーマットを用意し
たにも関わらず，そのフォーマット通りに回答をして
いただいたユーザはわずかであり，多くのユーザは自
由記述により情報提供をしていただいた．さらに，何
人かのユーザからはイベント情報が掲載された公式サ
イトの URL や，他のユーザを見るとイベント情報が掲
載されているといった情報が提供された．よって，ユー
ザから多くの情報を聴き出すための聴取文を検討する
必要がある．また，URL が提供された際の Web スク
レイピングの実装もする必要があるだろう．
最後に，イベント情報の開催場所について述べる．
我々はこの実験で，札幌のイベント情報の抽出を行う
ためにびもーるのフォロワーに対して聴取を行った．提
供されたイベント情報の開催場所を表 4 に示す．表 4

エンゲージメント
/ツイート
1.088
リプライ数
98

表 4: イベント情報の開催場所
都道府県
市町村
イベント情報の数

北海道
札幌市
51

北海道
その他
10

その他

10

合計
71

は札幌市のイベント情報が約 70%を占めていることを
示している．その一方で，
『北海道展』のような北海道
以外で開催されるイベント情報も提供された．札幌の
イベント情報の抽出のためにびもーるのフォロワーに
対して聴取を行うのは有効であると考えられる．しか
し，イベントの場所を札幌周辺に限定するために，聴
取文を再検討する必要がある．
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今後の展望

3 つの実験を通じて，1) イベント分類手法に機械学
習を用いる場合の教師データの数の少なさ，2) 提供さ
れたイベント情報よりもびもーるに掲載できた情報の
数が少なくなってしまった，3) 重複したユーザに何度
も聴取を行ってしまった，4) こちらはフォーマットを
指定したがユーザは自由記述により回答をした，5) 札
幌周辺以外のイベント情報が提供された，の 5 つの課
題が生まれた．
1) 教師データの少なさはシステムを長い期間稼働さ
せることで対応できると考えられる．
2) びもーるに掲載できた情報が少なくなってしまっ
た問題はびもーるの基幹システムの仕様を改訂するこ
とで対応可能であるだろう．
3) 重複したユーザに何度も聴取を行ってしまった問
題を解決するためには，聴取対象ツイートリスト作成
手順を見直す必要がある．今回の実験では，聴取に対し
て前向きなユーザと不快感を与えてしまったユーザの
2 種類のユーザがいることが分かった．我々はユーザか
らの返答に対して感情推定を行い聴取対象ツイートリ
スト作成へ重み付けを行うことで，より効率的にイベ
ント情報の聴取が行えると考えている．加藤ら [12] は，
Twitter のツイートをユーザ名，ハッシュタグ，URL，
カッコ付き文字，名詞，動詞，形容詞，形容動詞の要素

に分解し感情情報を付加を行っている．感情情報の付
加では，中村 [13] の感情表現辞典を元に加藤らが定義
した絶対感情語を元にしてツイートの感情値の推定を
行っている．我々の提案システムにおいても，ユーザ
からの返答を考慮した感情語を定義しそれぞれのユー
ザの特性を分類することで，聴取対象ツイートリスト
作成への重み付けに活かすことができるのではないか
と考えている．
4) ユーザが自由記述により回答をした，5) 札幌周
辺以外のイベント情報が提供された，の 2 つの課題は
ユーザへの聴取文を再検討することで対応可能である
と考えている．また，ユーザから URL の情報が提供さ
れた場合には Web スクレイピング技術を用いた実装を
することでイベント情報の抽出を行うことができるだ
ろう．これらの課題を解決することでさらに多種多様
なイベント情報を抽出できるようになりより良いサー
ビス展開が期待できる．
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おわりに

本稿では地域密着イベント情報発信サイトである『び
もーる』に着目し問題の洗い出しを行った．さらに，そ
の問題を解決するためにソーシャルセンシングを適用
したシステムを提案した．このシステムでは Twitter の
ツイートからイベント情報の抽出を行い，そのツイー
トをしたユーザに対し聴取を行うことで情報の補完を
行った．
提案システムは 1) ツイート収集ユニット，2) イベン
ト情報分類ユニット，3) イベント情報聴取ユニット，の
3 つにユニットから成り立っている．本稿では，2) の
ユニットのイベント情報分類手法の比較実験，3) のユ
ニットのイベント情報聴取手法の比較実験に加え，そ
れぞれの実験で良い結果であった手法を用いてシステ
ム全体の稼働実験を行った．
イベント情報分類手法の比較実験では “イベント三
要素による分類” と機械学習による分類の比較実験を
行った．イベント情報聴取手法の比較実験では，1) リ
プライを用いた聴取手法，2) 情報入力ページへのリン
クより聴取を行う手法，3) ダイレクトメッセージを通
じて聴取を行う手法，の 3 つの手法の比較実験を行っ
た．システムの全体の稼働実験では “イベント三要素
による分類手法” と “リプライを用いた聴取手法” を用
いた．
それぞれの実験を通じて，1) イベント情報分類手法
に機械学習を用いる場合の教師データの数の少なさ，2)
提供されたイベント情報よりもびもーるに掲載できた
情報の数が少なくなってしまった，3) 重複したユーザ
に何度も聴取を行ってしまった，4) こちらはフォーマッ
トを指定したがユーザは自由記述により回答をした，5)

札幌周辺以外のイベント情報が提供された，の 5 つの
課題があることが分かった．これらの課題は，びもー
るの基幹システムの修正，感情推定による聴取対象ツ
イートへの重み付け，Web スクレイピング技術の実装
により解決できると考えられる．これにより多種多様
なイベント情報の抽出が可能になり，より良いサービ
ス展開へ繋げることができるだろう．
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