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情報拡散モデルに基づく社会ネットワーク上の
影響度分析

大原　剛三，斉藤　和巳，木村　昌弘，元田　浩

近年，インターネット上で大規模な社会ネットワークが構築され，さまざまな情報を急速，かつ広範囲に
拡散させる媒体として注目を集めている．そのような社会ネットワークに関する研究の対象問題の一つとし
て，情報拡散力の高い一定数のノードの組合せを見つける影響最大化問題がある．影響最大化問題は NP-困
難な最適化問題であるため，一般には，貪欲法に基づき近似解を求める．本稿では，その近似解を効率的に
求めるボンドパーコレーション法の基本技術を概説する．また，情報拡散モデルのパラメータ学習，より現
実的な情報拡散を再現するモデルについても紹介する．
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1. はじめに

近年，FacebookやTwitterなどのソーシャルメディ
アの急速な普及に伴い，大規模な社会ネットワークがイ
ンターネット上に構築されている．ここでいう社会ネッ
トワークとは，個人，もしくは組織などの社会的主体
をノードとし，それらを友人関係などの関係性に基づ
いてつなげたネットワークを指す．そのような社会ネッ
トワークを介して，アイディアや意見，デマに至るまで
非常に多様な情報が急速，かつ大規模に拡散し，われ
われの日常生活に多大な影響を与えつつある．そのた
め，情報拡散という観点から社会ネットワークを分析
する研究が近年数多く報告されている [1～9]．このよ
うな既存研究では，独立カスケード (IC: Independent

Cascade) モデルや線形閾値 (LT: Linear Threshold)

モデル [10] などの確率に基づく基本的な情報拡散モデ
ルが多用されている．
一方，最も多く研究されている問題の一つに影響最大

化問題 [10] がある．これは，情報を効果的に拡散する
ことができるという意味で影響度の高い一定数のノー
ドの組合せを，社会ネットワークの中から見つけ出す
問題である．この問題は，NP-困難な最適化問題とな
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るため，一般にはその近似解を効率よく求めることが
目的となり，これまで多くの取り組みが報告されてい
る [11～16]．しかしながら，これらの多くは，たとえ
ば，ネットワークがDAG (Directed Acyclic Graph)

でないといけないなど，対象とするモデルなどに何ら
かの近似，もしくは仮定が導入されている．
これに対して，ICモデルや LTモデルなどの一般的

な情報拡散モデルに何の制約も課さず，貪欲法の下で影
響最大化問題の近似解を効率的に求める手法として，わ
れわれはこれまでにボンドパーコレーション法 [7, 17～
20]を提案している．本稿では，ボンドパーコレーショ
ン法の基本技術を解説するとともに，そこで用いる情
報拡散モデルのパラメータ学習法 [21]についても概説
する．また，より現実的な情報拡散を再現するいくつ
かの新しい情報拡散モデル [8, 9, 22, 23]も紹介する．

2. 情報拡散モデルと影響最大化問題

本節では，基本的な情報拡散モデルとして IC モデ
ルと LTモデルを概説した後，影響最大化問題の形式
的な定義を与える [7, 10]．以下，V を全ノード集合，
E (⊂ V ×V )を全リンク集合とする有向ネットワーク
G = (V,E) を用いて社会ネットワークを表現するも
のとする．ここで，リンク (u, v) ∈ E において，uを
ノード vの親ノード，vをノード uの子ノードと呼び，
B(v) = {u ∈ V ; (u, v) ∈ E} を v の親ノードの集合，
F (u) = {v ∈ V ; (u, v) ∈ E} を u の子ノードの集合
とする．また，各ノードが情報の受信に成功した状態
をアクティブと呼び，両モデルとも，その情報拡散過
程は初期アクティブノードを起点に離散時間 t ≥ 0で
進行し，ノードの状態は非アクティブからアクティブ
に変化するが，その逆には変化しないものとする．
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2.1 ICモデル
ICモデルでは，各リンク (u, v)はパラメータとして

拡散確率 pu,v (0 < pu,v < 1) をもつ．そして，ノード
u が時刻 t にてアクティブになった場合，u はその時
点で非アクティブな子ノード v をアクティブにする機
会を一度だけ与えられ，その試行は確率 pu,v で成功す
る．その試行が成功した場合，v は時刻 t + 1 でアク
ティブとなる．v の複数の親ノードが時刻 tに同時に
アクティブとなった場合，それらの親ノードは任意の
順序で v をアクティブにすることを試みるが，いずれ
の試行も時刻 tで実行される．一方，親ノード uはそ
の試行が成功するかどうかにかかわらず，それ以降，v
をアクティブにすることを試みることはできない．こ
の情報拡散過程は，いずれの非アクティブノードに対
してもアクティブにする試行が実行できなくなった時
点で終了する．
このモデルは，情報送信者主導のモデルであり，た

とえば，Twitter におけるリツイートの連鎖による情
報拡散をモデル化することができる．

2.2 LTモデル
LT モデルにおいては，各リンク (u, v) はパラ

メータとして重み qu,v(>0) をもち，その重みは∑
u∈B(v)

qu,v ≤ 1 という関係を満たす．LT モデル
では，まずすべてのノード v ∈ V に対して，区間 [0, 1]

から一様ランダムに閾値 θv を選択し，割り当てる．そ
して，時刻 tで非アクティブであるノード v は，その
時点でアクティブである親ノードとの間のリンクのも
つ重みの総和が閾値 θv 以上となった場合，すなわち∑

u∈Bt(v)
qu,v ≥ θv が満たされた場合に，親ノードの

影響を受け，時刻 t+ 1にアクティブとなる．ここで，
Bt(v) は v の親ノードのうち時刻 tの時点でアクティ
ブであるものの集合を表す．この情報拡散過程は，い
ずれの非アクティブノードもそれ以上アクティブにな
ることができなくなった時点で終了する．
このモデルは，情報受信者主導のモデルであり，た

とえば，一定数の友人がある特定のトピックに関する
ブログ記事を投稿した時点で，それを読んだユーザ v

がその影響を受けて同じトピックに関するブログ記事
を投稿するような情報拡散をモデル化する．

2.3 影響最大化問題
前述のような情報拡散モデルに基づき，社会ネット

ワーク G 上をある情報が拡散する状況を考える．い
ま，時刻 t = 0における初期情報源（アクティブ）ノー
ド集合W (⊂ V )に対し，ICモデル，もしくは LTモ
デルの下での情報拡散過程が時刻 t ≥ 0で終了し，そ

の時点までにアクティブとなったノード数を ϕG(W )

とする．ϕG(W ) は確率変数となるため，その期待値
σG(W )を定義でき，以下，σG(W )をノード集合W の
ネットワーク Gにおける影響度と呼ぶ．このとき，影
響最大化問題は，与えられたネットワークG = (V,E)

と定数K に対して，影響度 σG(WK) を最大化するK

個のノード集合WK(⊂ V )を求める問題であり，次の
ように定式化される．

argmax
WK⊂V

σG(WK) (1)

3. ボンドパーコレーションに基づく影響度
推定

3.1 貪欲法による影響度推定
前述の影響度 σG(W )は，ICモデル，LTモデルい

ずれの場合も劣モジュラ関数となることが知られてい
る [10]．すなわち，ノード集合W,W ′(⊂ V )がW ′ ⊆
W という関係を満たす場合，ノード v ∈ V に対して，
σG(W

′ ∪ {v}) − σG(W
′) ≥ σG(W ∪ {v}) − σG(W )

が成り立つ．このことから，すでに選定した k − 1個
のノード集合 Wk−1 に σG(Wk−1 ∪ {v}) を最大化す
るノード v を追加して新たなWk を求める再帰的な貪
欲法により妥当な精度の近似解を求めることができる．
式 (1)で定義される影響最大化問題の真の解をW ∗

K と
したとき，その貪欲法で得られる近似解WK の性能は，

σG(WK) ≥
(
1− 1

e

)
σG(W

∗
K) (2)

となることが数学的に証明されている [10]．ここで，
W0 = ∅とする．
上記の貪欲法において，σG(Wk−1∪{v})を最大化す

るようなノード v を求めるナイーブな方法は，各ノー
ド v ∈ V \Wk−1 に対して，ICモデル，もしくは LT

モデルの下でWk−1 ∪ {v}を初期アクティブノード集
合としたシミュレーションをM 回試行し，得られる
ϕG(Wk−1 ∪{v}) の平均を比較するというものである．
ここで，A \ B は集合 Aから集合 B を引いた差集合
を表す．しかしながら，M として十分大きな値を取ら
なければ一定の精度で σG(Wk−1 ∪ {v}) を近似できな
いため，対象とするネットワークが大規模になった場
合，各 v ∈ V \Wk−1 に対してM 回の試行が必要な
この方法では現実的な時間内で影響最大化問題を解く
ことは困難である．これに対して，われわれはボンド
パーコレーションに基づく影響度推定法 [7, 17]とその
効率化手法を提案してきた [19, 20]．以下では，それ
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図 1 ボンドパーコレーション法における 1 回分のシミュ
レーション

らの技術の概要を説明する．
3.2 ボンドパーコレーションモデル
ボンドパーコレーションは確率モデルの一つであり，

ネットワークG上のボンドパーコレーション過程とは，
ある確率分布に従って Gの各リンクに対して“占領”
(occupied) か“不占領”(unoccupied) かを宣言する
ことである．図 1左にボンドパーコレーション過程の
例を示す．ここでは，占領と宣言されたリンクを実線，
不占領と宣言されたリンクを破線で表している．この
とき，ネットワーク上の情報拡散という観点から，占
領リンクは情報が伝播するリンク，不占領リンクは情
報が伝播しないリンクを表すと解釈する．そして，あ
る初期アクティブノード集合 W から占領リンクのみ
を辿って到達可能なノード集合RG(W )をW から始
まった情報拡散過程によりアクティブになったノード
集合 ϕG(W )と見なすモデルをボンドパーコレーショ
ンモデルと呼ぶ．ICモデル，および LTモデルは，対
象とするネットワーク G 上のあるボンドパーコレー
ションモデルと同一視できることが知られている [10]．
対応するボンドパーコレーションモデルのリンクの占
領・不占領を決定する確率分布に関しては，仮定される
情報拡散モデルとそのパラメータによって定まる．た
とえば，ICモデルを仮定した場合，確率 pu,v で各リ
ンク (u, v)を独立に“占領”と宣言する．

3.3 ボンドパーコレーション法
ここでは，ボンドパーコレーションモデルの下で影響

度σG(W )を推定するボンドパーコレーション法 [7, 17]

の概要について述べる．以下，ボンドパーコレーショ
ン過程をM 回試行し，そのうちm回目の試行におい
て占領と宣言されたリンクの集合を Em, Em から構
成される Gの部分ネットワーク (V,Em) を Gm とす
る．また，Gm 上でノード集合W ⊂ V からリンクを
辿って到達可能なノードの集合 RGm(W )の要素数を
|RGm (W )|とする．なお，以下ではW が単一のノー
ド v ∈ V のみから構成される場合，RGm({v}) を単
にRGm (v)と記述する．たとえば，図 1右は，図 1左

図 2 可到達ノード集合間の関係

に示すボンドパーコレーション過程に対応するネット
ワーク Gm を表しており，その中のノード vに対して
RGm(v)は {v, w1, w2, w3}となる．
このとき，ボンドパーコレーション法では，次式で

定義される σ̄G(W )により σG(W )を近似する．

σ̄G(W ) =
1

M

M∑
m=1

|RGm (W )| (3)

1回のボンドパーコレーション過程により任意のv ∈ V

について RGm(v)を得ることができることから，十分
な近似精度を得るためにM を大きくしたとしても，前
述のナイーブなアプローチより効率的に σG(v)の近似
を得ることができる．
前述の貪欲法の枠組みにボンドパーコレーション

法を適用して影響最大化問題の近似解を求める場合，
Gm 上のノード集合Wk−1 ∪ {v} に対する可到達ノー
ド集合 RGm(Wk−1 ∪ {v}) は，可到達ノード集合間
の関係性に着目することにより効率的に数え上げる
ことができる [7, 19]．まず，v ∈ RGm(Wk−1) であ
るならば，RGm (Wk−1 ∪ {v}) = RGm(Wk−1) が成
り立つことに着目する．これは，図 2 に示すように
RGm(v) ⊆ RGm (Wk−1) となるためである．たとえ
ば，図 1 では，W1 = {v} としたとき，RGm (w1) =

{v, w1, w2, w3} ⊆ RGm(W1) である．これにより，
v ∈ RGm(Wk−1)であるようなノード v ∈ V \Wk−1 に
対しては，実際には RGm(Wk−1 ∪ {v}) を数え上げる
ことなく |RGm (Wk−1 ∪ {v})|を求めることができる．
次に，v 
∈ RGm(Wk−1)であるようなすべてのノー

ド v ∈ V \Wk−1 に関しては，図 2 におけるノード u

や wのように，RGm (Wk−1 ∪ {v}) = RGm (Wk−1) ∪
RGm(v)となり，いずれも RGm(Wk−1)を共通に含む
ことに着目する．言い換えると，|RGm (Wk−1 ∪ {v})|
を最大化することは，この共通部分を除いたRGm(v)\
RGm(Wk−1)が最大となるような v を選択することに
等しい．このことから，RGm (Wk−1) さえわかってい
れば，RGm(Wk−1 ∪ {v})ではなく RGm(v)のみを計
算すればよく，かつその数え上げ対象としては V から
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図 3 強連結成分分解に基づく商グラフ

RGm(Wk−1)を除いた V \RGm (Wk−1)をノード集合
とする Gm の誘導部分グラフのみを考えればよいこと
がわかる．

3.4 強連結成分分解に基づく可到達ノード計算
の効率化

ボンドパーコレーション法では，ネットワーク Gm

上のノード v ∈ V に対する可到達ノード数 |RGm (v)|
の計算が基本となる．実際には，Gm を強連結成分に
分解することで |RGm (v)|を効率よく計算することが
できる．ここで，Gm の強連結成分とは，任意のノー
ド v, w ∈ C に対して Gm 上で v から w への経路が
存在するような V の極大部分集合 C により構成され
る Gm の誘導部分グラフのことである．以下，簡単の
ため強連結成分をそのノード集合C で表現する．この
とき，ある強連結成分 C 中の任意のノード v, w ∈ C

に対して，RGm (v) = RGm (w)が成り立つ．ゆえに，
各強連結成分C に関しては，任意に選んだ一つの代表
ノード vC ∈ C についてのみ |RGm (vC)| を計算すれ
ば，他の v ∈ C \{vC} に対する |RGm (v)|を得ること
ができる．図 3に強連結成分分解の例を示す．この図
では，元のネットワークが四つの強連結成分 X，C1，
C2，C3 に分解されており，X 中の三つのノードに関
しては，そこから到達可能なノードの集合はいずれも
同じであることがわかる．
実際には，ノード v ∈ V の可到達ノード集合RGm (v)

は，Gm = (V,Em)の強連結成分を頂点とする商グラフ
Qm = (Cm, Em)上で計算できる1．ここで，CmはGm

中のすべての強連結成分の集合であり，Em (⊂ Cm×Cm)

は Qm の辺集合である．すなわち，強連結成分 C，
D ∈ Cm に対して，(v, w) ∈ Em であるようなノード
ペア v ∈ C と w ∈ D が存在するとき，(C,D) ∈ Em
となる．図 3 は，四つの強連結成分を頂点とし，それ
らを結ぶ 4本の辺（ブロック矢印）をもつ商グラフを表

1 以下では，元のネットワークにおけるノード，リンクと
区別するために商グラフにおけるノード，リンクをそれぞ
れ頂点，辺と表記する．

図 4 REP による冗長リンクの削除

している．ここで，商グラフQm の各頂点は元のネッ
トワークにおける強連結成分であるため，Qm 自体は
DAG になることに注意されたい．
Qm上の頂点C ∈ Cmに対して，Cから到達可能な頂

点の集合をRQm(C)とする．すなわち，D ∈ RQm(C)

であるなら，商グラフQm において C から Dへの経
路が存在する．このとき，任意のノード v ∈ C に対し
て，ネットワーク Gm における vからの可到達ノード
数は以下のように求めることができる．

|RGm (v)| = |C|+
∑

D∈RQm
(C)

|D| (4)

たとえば，図 3では，強連結成分X 中のノード vX の
可到達ノード数 |RGm (vX)|は，商グラフ Qm 上で頂
点 X から到達可能な頂点がRQm (X) = {C1, C3}で
あることから，|RGm (vX)| = |X|+ |C1|+ |C3|となる．
以上をまとめると，ボンドパーコレーション法で

は，1) 各強連結成分 C ∈ Cm に対して Cm の部分
集合 RQm(C) を計算し，2) 式 (4) に従い C 中の
一つのノード vC ∈ C について |RGm (vC)| を計算
し，3) ノード v ∈ C \ {vC} の可到達ノード数を
|RGm (v)| ← |RGm (vC)|とする．以下，商グラフ Qm

上での RGm (v)の計算をさらに効率化する二つの技術
[20]を概説する．
まず，商グラフQm上での可到達ノード数の計算に不

要な辺を削除する REP (Redundant-Edge Pruning)

について述べる．図 4に示すような状況を考えた場合，
頂点 C から頂点Dへは頂点 Y を経由して到達可能で
あるため，C と Dを直接結ぶ辺 (C,D)は可到達ノー
ド数の計算においては不要であり，実際に削除しても，
任意のノード v ∈ Gm についてその可到達ノード数
|RGm (v)|は影響を受けない．このような冗長な辺の削
除により，同一頂点の重複探索を回避できる．
次に，商グラフQm上で次数（接続する辺の数）が 1

である頂点とその頂点に接続する唯一の辺を削除する
MCP (Marginal-Component Pruning)について説明
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図 5 MCP による商グラフ中の頂点と辺の削除

する．具体的には，次数 1の頂点としては，図 5左に
示す頂点 C のような入次数が 1 の場合と，同図右に
示すような出次数が 1 の場合の 2 通りが考えられる．
まず，図 5 左に示す入次数が 1 であるような頂点 C

について考えると，ノード vC ∈ C の可到達ノード数
|RGm (vC)|は明らかに |C|である．一方，Qm 上で頂
点 C に到達可能な任意の頂点X は必ず C の唯一の親
頂点である D を経由して C に到達する．このことか
ら，仮に頂点C，およびCに接続する唯一の辺 (D,C)

を削除したとしても，頂点 D に C の要素数 |C|の情
報をもたせておけば，任意のノード v ∈ V の可到達
ノード数 |RGm (v)| は正しく計算することができる．
具体的には，Qm 上の任意の頂点 X ∈ Cm について

hm(X) ← |X| として hm(X)を初期化し，入次数 1，
かつ出次数 0 の頂点 C の唯一の親頂点 D について，
hm(D)← hm(D) + |C|としたうえで，C，および C

に接続する唯一の辺 (D,C)を削除する．このとき，任
意の頂点 X ∈ Cm \ {C} に対して，その代表ノード
vX ∈ X の可到達ノード数 |RGm (vX)| は次式により
計算できる．

|RGm (vX)| = hm(X) +
∑

Y ∈RQm
(X)\{C}

hm(Y )

たとえば，図 5左では，頂点Cの削除時には hm(D) =

|D|+ |C|となり，C を削除した後でも |RGm (vX)|を
正しく計算できる．
次に，図 5右に示すような出次数が 1，かつ入次数

が 0であるような頂点 C について考える．このとき，
任意の頂点X ∈ Qm \C は C には到達できないため，
C を削除しても任意のノード v ∈ V の Gm における
可到達ノード数は影響を受けない．一方，C 中の代表
ノード vC ∈ C は，C 中のノードに加え，Qm におけ

る C の唯一の子頂点D 中のノード vD が到達可能な
すべてのノードに到達可能である．したがって，vC の
可到達ノード数 |RGm (vC)|は次式で与えられる．

|RGm (vC)| = |C|+ |RGm (vD)|

言い換えると，|C|の値さえ保持しておけば，C と C

に接続する唯一の辺 (C,D)を削除しても，|RGm (vD)|
を計算した時点で |RGm (vC)|も正しく計算できる．
以上のように，商グラフQm 上の次数 1の任意の頂

点は可到達ノード数の計算に影響を与えることなく事前
に削除できる．ここで，図 4において冗長な辺 (C,D)

を削除した場合，頂点Dが新たに次数 1の頂点になる
ことに注意されたい．一般に，REPにより冗長な辺を
Qm から削除した場合，新たな次数 1の頂点が生じう
るため，MCPより先に REPを実行する必要がある．
一方，図 5 の左において頂点 C と辺 (D,C)を削除し
た場合，頂点 D が新たに次数 1になる．このように，
MCPの適用も新たな次数 1の頂点を生じさせるため，
MCPは再帰的に適用する必要がある．

4. 情報拡散モデルの学習

ICモデルにおける拡散確率 pu,v や，LTモデルにお
けるリンク重み qu,v などのモデルパラメータは，事前
にその値を指定する必要がある．しかし，これらのパ
ラメータの真の値を知ることは実際には不可能である．
そのため，過去の情報拡散系列に基づいてそれらの値を
学習することが現実的なアプローチとなる [8, 21, 23]．
以下では，最尤推定の枠組みで IC モデルの拡散確率
pu,v を学習するための目的関数について説明する [21]．
なお，同様の枠組みはLTモデル，およびこれらの基本
モデルを拡張したものにも適用可能である [8, 22, 23]．
いま，ネットワークG = (V,E)における ICモデル

の拡散確率ベクトルを Θ = (pu,v)(u,v)∈E とし，過去
に観測したM 個の独立な情報拡散系列D1, · · · , DM

からその推定値 Θ̂を学習することを考える．各情報拡
散系列Dm は時刻 tで初めてアクティブになったノー
ド全体の集合をDm(t)としたとき，次のような時系列
として与えられるものとする．

Dm = 〈Dm(0), Dm(1), . . . , Dm(Tm)〉

ここで，Tm はm番目の情報拡散系列の最終時刻を表
し，Dm(Tm + 1) = ∅とする．このとき，Θに関する
一つの情報拡散系列Dm の尤度関数L(Θ;Dm)を考え
る．いま，あるノード v ∈ Dm(t) に対して，リンク
(v, w) ∈ E が存在し，w ∈ Dm(t+1)∩F (v)であると
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する．これは，ノード vがリンク (v, w)を介してノー
ド wをアクティブにした可能性を示唆するものである
が，wの別の親ノード v′ が時刻 tで同様にアクティブ
になっていた場合，すなわち (Dm(t)∩B(w))\{v} 
= ∅
である場合，v′ ∈ Dm(t)∩B(w)が wをアクティブに
した可能性もある．このことから，w が時刻 t+ 1で
初めてアクティブとなる確率 Pm,t+1(w; Θ) は次式で
与えられる．

Pm,t+1(w; Θ) = 1−
∏

v∈B(w)∩Dm(t)

(1− pv,w) (5)

この式の右辺の第 2項は，時刻 tでアクティブとなっ
た w のすべての親ノードが w をアクティブにするの
に失敗する確率を表している．
一方，時刻 t でのアクティブノード全体の集合を

Sm(t) = Dm(0) ∪ · · · ∪ Dm(t) としたとき，ノード
v ∈ Dm(t) に対してその子ノード wが時刻 t+1でア
クティブでなかった場合，すなわちw ∈ F (v)\Sm(t+1)

である場合，vがリンク (v, w)を介して wをアクティ
ブにすることに失敗したことは確かであると言える．
これらのことから，尤度関数 L(Θ;Dm) は次のように
定義できる．

L(Θ;Dm) =(
Tm−1∏
t=0

P+
t (Dm; Θ)

)(
Tm∏
t=0

P−
t (Dm; Θ)

)
(6)

ただし，P+
t (Dm; Θ)，および P−

t (Dm; Θ)は次式で与
えられるものとする．

P+
t (Dm; Θ) =

∏
w∈Dm(t+1)

Pm,t+1(w; Θ)

P−
t (Dm; Θ) =

∏
v∈Dm(t)

∏
w∈F (v)\Sm(t+1)

(1− pv,w)

直観的には，P+
t (Dm; Θ)は時刻 tにアクティブとなっ

たノードによりDm(t+1)中のノードがアクティブに
される確率を表し，P−

t (Dm; Θ)は時刻 tにアクティブ
となったノードが Dm(t+1)に現れない自身の子ノー
ドをアクティブにすることに失敗する確率を表す．M
個の情報拡散系列は独立であるため，この尤度関数の
値を掛け合わせることにより，全観測系列に対する尤
度を求めることができる．実際には，次の対数尤度関
数 J (Θ)を最大化するような Θを求める．

J (Θ) =
M∑

m=1

logL(Θ;Dm) (7)

この最大化問題は，EMアルゴリズムにおける目的関

数の最大化と類似した逐次反復アルゴリズムによって
解くことができる．詳細は文献 [21]を参照されたい．

5. 近年における情報拡散モデルの展開

ICモデルや LTモデルは，もっとも基本的な情報拡
散モデルとして多用されるが，実際の情報拡散現象を
再現するには必ずしも十分とは言えない．そのために，
これまでにわれわれを含めいくつかの研究グループが
新たな情報拡散モデルを提案している [8, 9, 22, 23]．
具体的には，これらの基本的なモデルは，離散時間間
隔でノードの状態変化が同期して起こることを前提と
している．しかし，実際にはあるブログ記事を引用し
た記事は，元の記事の 1時間後に投稿される場合もあ
れば，翌日に投稿されることもあり，ブロガーの状態変
化は必ずしも同期して生じるとは限らない．このこと
から，われわれは ICモデル，および LTモデルを連続
時間間隔における非同期状態変化を前提としたモデル
に拡張し，そのパラメータ学習法も提案している [23]．
一方，情報拡散モデルのパラメータ学習には過去の

情報拡散系列が必要となるが，ICモデルや LTモデル
はそのパラメータ数がネットワークのリンク数に一致
するため，大規模なネットワークでは学習すべきパラ
メータ数は膨大なものとなる．しかし，観測可能な情
報拡散系列は必ずしも多くないため，限られた観測系
列に過度に適合する過学習の問題が生じる．この問題
を回避するため，個々のノードにその特徴を表す属性
ベクトルを付与し，リンク (u, v)に対する拡散確率を
ノード u，vの属性ベクトルから導出するように ICモ
デルを拡張したノード属性つき IC モデルもわれわれ
は提案している [22]．このモデルでは，拡散確率導出
時に用いる，属性ベクトルと同じ次元数の重みベクト
ルのみが学習対象となり，比較的少ない情報拡散系列
からでも精度よくその値を学習することが可能である．
また，たとえば，興味が似ている，もしくは出身地が
同じであるようなユーザ間のリンクに対する拡散確率
がそうでないユーザ間のリンクに対するものよりも高
くなるなど，適切なノード属性を指定することにより，
より現実的な情報拡散の再現も可能となる．
類似したアプローチとして，ノードの属性ではなく，

拡散する情報のトピックに着目してリンク (u, v) に
おけるノード u のノード v に対する影響度，もしく
は拡散確率を決定するモデルがいくつか提案されてい
る [8, 9]．Barbieri et al. は，ユーザ u がトピック
z に対してもつ影響度 (Authoritativeness) pz

u と興味
度 (Interest)θz

u，および情報 i に対するトピック分布
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(Relevance)ρz
i (z ∈ [1, K]) という 3 種類のパラメー

タからリンク (u, v)でつながるユーザ u のユーザ vに
対する影響度を導く AIRモデルと，文献 [21] と同様
の EMアルゴリズムを基礎としたそのパラメータの学
習法を提案している [8]．また，Chen et al. は，リン
ク (u, v)におけるトピック分布と拡散する情報に対す
るトピック分布により拡散確率 pu,v が定まる ICモデ
ルの拡張，およびそのモデルの下で影響最大化問題を
効率的に解く手法を提案している [9]．

6. まとめ

本稿では，確率に基づく情報拡散モデルを用いた社
会ネットワーク分析の一つとして影響最大化問題を取
り上げ，その近似解を効率的に求めるボンドパーコレー
ション法の概要を説明した．また，最尤推定の枠組み
で IC モデルのパラメータを学習するための目的関数
を示すとともに，いくつかのより現実的な情報拡散モ
デルを紹介した．社会ネットワークを介した情報拡散
がわれわれの日常生活に与える影響は，よくも悪くも
日々増加している．そのため，実際の情報拡散をより
精緻に再現するモデル，およびそれに基づく分析手法
への要求が今後も高まると思われる．とりわけ，情報
の信頼性を考慮したモデルや，デマなどを迅速に察知
し，その拡散を防ぐ技術への要求は高く，今後はそれ
らの発展にも貢献していきたいと思う．
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