拡散データからのモデル推定による期待影響度の予測*
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態をアクティブと呼び，そうでない状態を非アクテ
ィブと呼ぶ．CTIC モデルでは，非アクティブから
現実の社会ネットワークの情報拡散分析は，効果
的なクチコミマーケティングに役立つと考えられる． アクティブへ状態は変わるが，逆は起こらない．ア
クティブなノード v は，各出リンクを通し独立に子
具体的には，情報は社会ネットワーク上をどのよう
ノード集合 F(v) の各ノードを確率 κ (0≤ κ ≤1) でア
に拡散し，どれだけの人に知られるのかということ
クティブにすることができる．この情報拡散試行が
を知ることで，マーケティング戦略をより効果的に
行われるのは一度限りで，時刻 tv で子ノード w を
することができると考える．
アクティブにする試行に成功したとき， w がアク
私たちは情報拡散の基本モデルである IC モデル
ティブになる時刻は指数分布 p(t) = r exp(- r(t - tv)) で
を拡張した CTIC モデルによって情報拡散分析を行
与えられるとする． r は指数分布のパラメータを表
っている[1]．観測された拡散データが CTIC モデル
す．なお，リンク毎に，拡散確率や指数分布パラメ
上で情報拡散したと仮定すると，拡散確率 κ と時間
ータが異なるように一般化したモデルも同様に定義
遅れパラメータ r を推定することができる．この推
できる．
定値と実際のネットワーク情報があれば，私たちは
期待影響度を予測することが可能である．しかし，
2.2. 分析手法
観測できる拡散データは 1 つである．故に，偶然に
分析は現実のブログネットワークを用いた拡散シ
そのトピックがよく拡散したり，逆に全く拡散しな
ミュレーションによって行う．詳細には，最初に情
かったりすることが考えられる．
報源ノードと各リンクの拡散確率 κ と時間遅れパラ
本論文では，観測された拡散データより推定した
メータ r を任意に決定し，これを真のパラメータと
拡散確率 κ と時間遅れパラメータ r の頑健性につい
て分析する．詳細には，人工的に拡散データを作り， して拡散シミュレーションを行う．この結果得られ
た拡散データを観測データとする．この観測データ
その拡散データよりパラメータ推定を行う．求めら
より平均の影響度を求め，これを真の影響度と仮定
れたパラメータである κ と r を用いて期待影響度を
する．私たちはこの真の影響度からの近さをもって，
求めたとき，それが観測された拡散データ（今回は
パラメータの頑健性を主張する．次に，先の拡散デ
シミュレーションデータ）とどれだけ離れているか
ータより，パラメータ(κ,r)を推定する．推定の方法
を調査する．
は，先行研究の推定法[1]に従う．最後に，推定値
今回の分析により，パラメータの頑健性が保証さ
(κ,r)より，再び拡散シミュレーションを行い，各推
れれば，現実の拡散データを用いた情報拡散分析に
定値(κ,r)における期待影響度を求める．ここで求め
おいて，確からしい期待影響度を求めることが可能
られた期待影響度と最初に仮定した真の影響度との
であることが示唆される．
差を評価し，頑健性を分析する．

1. はじめに

2. 分析方法
2.1. 連続時間独立カスケード CTIC モデル
まず，使用する情報拡散モデル CTIC モデルを定
義する．有向ネットワークを G = (V, E) で定義する．
V = {u, v, w, ⋯} はノード集合を，E = {(u, v), (v, w),
⋯} はリンク集合を表す．ここで，ノード v がリン
クする子ノード集合を F(v) = {w; (v, w) ∊E} とし，ノ
ード v へリンクする親ノード集合を B(v) = {u; (u, v)
∊ E} で表す．今，ノードが情報を保持している状
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3. 実験
3.1. 実験データと設定
今回の実験には，ブログのトラックバックネット
ワークのデータを利用した．ノード数は 12,047，リ
ンク数は 79,920 であった．
今回は真のパラメータを拡散確率 κ=0.1，時間遅
れパラメータ r=1.0 とし，情報源をこのネットワー
クにおける最も期待影響度の高いノードに設定し，
実験を行った．
3.2. 実験結果と考察
図 1 は κ=0.1，r=1.0 で拡散シミュレーションした
結果である．横軸は時刻を表し，縦軸は時刻 t まで
にアクティブになったノードの総数を表す．私たち
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観測データと真の影響度

推定パラメータによる拡散シミュレーション

は 1 本の細線を観測データと仮定する．観測データ
を見ると，最終的に 300 程度のノードしかアクティ
ブにならないときもあれば，2000 以上のノードが
アクティブになるときもあり，同じパラメータから
でも幅のあるデータが得られることが分かる．そし
て，太線は細線の平均値であり，これが真の影響度
曲線だと仮定する．
図 2 は各観測データより推定したパラメータの散
布図で，縦軸に拡散確率 κ，横軸に時間遅れパラメ
ータ r としている．また，図の中央に見えるバツ印
は真のパラメータである κ=0.1，r=1.0 の点である．
パラメータ推定により，ほとんどの点は真のパラメ
ータである κ=0.1，r=1.0 の点の周りに散らばること
が分かる．
図 3 は推定値のパラメータにより，拡散シミュレ
ーションを行った結果である．細線は図 1 同様にア
クティブノードの分布を表すが，今回は 1 本の線が
期待影響度曲線（100 回の平均値）である．最終的
な期待影響度の最大値が 800 程度，最小値が 400 程
度であり，この結果から，図 3 は図 1 に比べて，真
の影響度曲線である太線から非常に近いところに分
布していることが分かる．

図4
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真の影響度からの誤差

観測データによるパラメータ推定値

図 4 は，図 1 と図 3 の拡散データの結果と真の影
響度曲線との誤差を表した図である．横軸は時刻，
縦軸は各時刻における真の影響度との RMSE（Root
Mean Squared Error）を表す．丸印は図 1 の観測デ
ータ，×印は図 3 の拡散データであるが，これを見
ると明らかに図 3 の拡散データの方が真の影響度か
ら近いことが分かる．

4. おわりに
本論文では，実際の社会ネットワーク分析で確か
らしい期待影響度を得られるかどうかの検証として，
人工的に作った観測された拡散データより推定した
パラメータの頑健性について分析した．今回の実験
では，パラメータ推定により期待影響度は真の影響
度により近づくことが示唆された．
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