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トアについて検索しても酒屋について検索しても同じ種類の企業がよくクリックされると

いうことを意味しています。製本された電話帳ではこれらのカテゴリは完全に分離して掲

帆されていますが､検索エンジンでは検索結果が生成される際のふるまいの関連性も考慮

に入れることができます．

長所と短所

全体像としてのビジュアライゼーションの一例をここまでに見てきました．ここで使わ

れているテクニックの長所と短所は以下のようになります

肢大の長所は､スケーラブルであり完全にアルゴリズムに基づいているという点です。

図9-3のビジュアライゼーションでは4,600個の項目が表示されており､本稿でのアルゴリ

ズムは数百万件のデータも問題なく扱うことができます(もちろん､数百万個のデータを

実用的な方法で見るためには拡大･縮小やスクロールに対応した表示が必要です)。

もう１つの長所として､他の分析結果を亜ねて表示するための安定した普週的な埜盤を

提供してくれるという点があげられます例えば、ここではサーチ型とブラウズ型の問

い合わせを識別するために緑と黒という色分けが行われています。その他の分析につい

ても、ビジュアライゼーション上に任意に追加できます。それぞれの問い合わせを行った

ユーザーの平均年齢を(もし入手できるなら）表示したり、ある問い合わせが実行された

際にユーザーがこのシステムを再び利用するかどうか予測したりといった例が考えられま

す。このような予測によって、システムがどのような分野でうまく機能し、あるいは機能

していないかを図示できます

一方､最も大きな短所であり実際に批判の対象になっているのは､正確な比較を行えな

いという点です。このビジユアライゼーションでは､それぞれの項目の組み合わせでの関

係を数値として表現したり、説明したりすることは不可能です。このように対象を絞った

分析については､他のビジュアライゼーションのテクニックが有効です。本稿で紹介する

テクニックはデータ集合についての新たな疑問点を提起したり、疑問点に答えるためのヒ

ントを示唆することを目指しており、具体的な回答の提示を目標とはしていません。

人々はこのようなビジュアライゼーションの解釈方法についてまだ不慣れだという点も

明らかに問題です。散布図や桃グラフあるいは円グラフについてはよく知っていても､大

規棋なグラフにもなじみが深いとは限りません。

技術的な問題点がもう１つ存在します。図9-7は本来興味深いクラスターであるはずな

のですが､項目が多すぎるため適切なラベル付けが困難です。本稿でのビジュアライゼ一

YELLOWPAGE5COlV

凶'９．６２つの翫揺したク
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ションではいずれも、ラベル同士の重なりを股小化するアルゴリズムによって自動的にラ

ベル付けを行っています。しかし重なりを完全に排除することはできません。ラベル付け

アルゴリズムの進歩によって､この問題は今後解消されていくのかもしれません。

また、以前にも述べましたが、ここでのビジュアライゼーションには高次元のデータ集

合を２次元あるいは３次元へと縮退させているという問題点も存在しますそのプロセス

の中で悩報が失われてしまう可能性があります。興味深く表示されているクラスターが

データ巣合についての真に興味深い事柄を表しているのか､単に縮退のプロセスの産物な

のかを正しく識別することは困難です。

NetfIixPrize

ユーザー１人１人にとってのWebの使い勝手を向上させようという未来像は以前から

存在し、これを実現するための試みも行われてきています。このようなパーソナライゼー

９ 章 蜘繋と発見における全体俄の作成



ションによって､Web上でのサービスがそれぞれのユーザーの噌好を理解し、ユーザーが

興味を持つであろうレストランや本あるいは音楽､映画などを発見する手助けとして機能

することが理想として考えられています。

郵送やオンラインで映画のレンタルを行うNetfIixという企業があります｡Netflixでは、

顧客に対してより適切なお勧めを行うよう試みるシステムが稼動しています。他の顧客

が高い評価を与えた映画や､同稲の興味を持つ顧客によって何度も見られている映画な

どの佃報に基づいてお勧めは決定されます。2006年の秋､Netflixはお勧めのアルゴリズ

ムを10パーセント向上させることができたものに100万ドルの勧金を与えるというコン

テストNetflixP『iZeを開始しました。このコンテストと連動して､Netflixは17700作品の

映画に対してユーザーが行った1億件の評価内容を含むデータ集合を公開しました。こ

のデータは2010年３月までUCI(カリフォルニア大学アーバイン校)のMachineLeamin9

RepoSitory(http:"arChive.iCs‘uCi,edu/ｍｌ/)でも公開されていました。

このデータ築合から発見のためのシステムを柵築する際に予想される問題点としては、

データがある目的にとっては過剰であり、別のある目的にとっては少なすぎるという点が

まずあげられます。シンプルなテクニックを使ってすべてを説明するには、このデータ築

合は大きすぎます。一方､正確なお勧めのためにはこのデータ築合は十分に大きいとはい

えません。また､評価の分布は一様とはほど速いものです。多くのユーザーはごく少数の

映画しか岬価しておらず､同時に多くの映画は少数の評価しか得られていません。このよ

うなユーザーや映画についての正確な予想は困難です。

噌好の類似性

類似性の測定方法としてよく知られており、多くのお勧めシステムで使われているのが

コサイン類似度と呼ばれるものです｡Gre9Linden,BrentSmith､｣eremyYorkはこの指椴

についての実鰻的な入門肥廟をﾉE匪附鱈merとbmpuI1ngに寄稿しています【LindBn20031o

映画についての類似性は直感的に説明できます。ある２つの映画について､ユーザーが

ともに高い評価を与えた場合にそれらは類似していると考えられます。両方の映画に低い

評価を与えた場合も同椴です。

この指禰を利用し､NetflixPrizeのデータ築合に含まれる17,700件の映画すべてについ

て類似度を算出しました。そしてその結果に基づいてデータを並べ替えます。お勧めを提

示するシステムを作成するのなら、ユーザー自身が高い評価を与えた映画との類似性が高

い映画を提示するだけで十分です。しかし本稿では､システム内部の様子についての洞察

を得ることが目標です。

ラベル付け

YELLOWPAGES・COMについてのビジユアライゼーションでは､NetfIixP『izeの場合より

も各項目へのラベル付けは容易でした。ノード数が少なくラベルの文字列が短いという事

傭もありますが､股大の理由はノードがより均一に分散していたからです。NetflixPrizeに

ついてのビジュアライゼーションにもクラスターは多数存在しますが、これらのごく一部

にほとんどの映画が典中しています。高い評価を得ている映画だけに着目すると、この不

均衡はより明らかになります。

NetI1ixP『lze 143
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。商評価の映画についてはすべてラベルを付与し､残りの映画についてはランダムに選ば

れたものだけラベル付けを行います。人気のある映画が含まれているクラスターを識別

できるようになりますが、クラスター内の密度が高いためラベルの文字列を読むのは困

謹です号

・ページ全体を格子状に分割し､それぞれの中で少数のノードに対してラベルを与えま

す。すべてのクラスターでなんらかのラベルが表示されることを保脈できます。

図9-8のビジュアライゼーションでは､繁者は１つ目の方針を採用しましたｃ映画全休

としても､多くの評価を得ている映画(大きな円として表現されます)としてもきわめて不

均一に分散している様子をよく表してくれるためです。しかし､以降の図では読みやすさ

のために２つ目の方針をとっています
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拡大図の検討

NetflixPrizeのデータ染合の中で､評価以外に公開されているのはタイトルとリリース日

だけです。しかし、このコンテストの参加者はこれ以外の屈性すなわち暴力表現の程度や

ユーザーの性別などが哨好の予測にとって亜要であることを発見しました。そして当然の

ことのように、これらの隠れた屈性によって説明可能なクラスターもいくつか存在しまし

た。一方､ユーザーの哨好だけでは説明がつかないクラスターもありました。

ここでまず取り上げるクラスター（図9-9）には､．.StarTreに（スター・トレツク)、

rX-FileS患（X-ファイル)、‘.Dune.．（デューン/砂の惑星）といったタイトルが含まれてい

ます。このクラスターに属する映画にほぼ共通なのが､ＳＦというジャンルです｡？Galaxy

Que5t．（ギャラクシー・クエスト）も(風刺的な意味での)ＳＦに属します。探偵コメディの

TVシリーズ.､Monk.はやや仲間外れではありますが、ここでのクラスターは噌好に基づい

たものであり、ジャンルだけで哨好を定確づけることはできません。Monk-がこのクラ

スターに含まれているのは、この映画に対する評価が非常に少なく（ノードの表示が小さ

いことからもわかります)、誤って記圏されてしまっているからてあるという説明も考え

られます。すなわち､Netflixユーザーの噌好が正確に反映されていないとも考えられます。

このことは本稿のビジュアライゼーションの作成だけでなく、NetflixP｢izeというコンテ

スト自体の困難さを表していますわずかな評価のデータだけを元に､映画に対するユー

ザーの哨好を予測するというのは無理な話なのかもしれません。

他のクラスターについて説明するのはさらに容易ではありません屍図9-10について

二

画
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図９．１１ファミリー向l」

映睡のクラスター

l４ｆ

見てみましょう。ここには映画ＴｈｅＲｏＥｋｙＨｏ｢『orPictu｢eＳｈｏｗ。（ロッキー・ホラー・

ショー)､マーガレット・チョーのＤＶＤ.･Revolution‘７，ＴＶシリーズ:TheManShow・号といっ

た物雄をかもしたコメディが含まれています。これらが特定のグループのユーザーに好ま

れ､他のユーザーからは嫌われるといった状況は直感的に推測できます。しかしそうだと

すると、同種のユーモア映画がこのクラスターに含まれていないのはなぜでしょう。特定

の映画だけが強く結びついてクラスターを形成し､他のクラスターの中へと分散しなかっ

たのはなぜでしょうか。

図9-11も､哨好を表したものとして直感的に理解できるクラスターの例です。これらの

映画や､高評価を与えたユーザーについての屈性を入手できたとして、その中のどれがク

ラスターすなわち暗好を説明してくれるでしょうか。
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また、図9-12のクラスターについて説明するための試みでは、ほとんどが大ヒットアク

ション映画であることにまず注目する必要があるでしょう。､TheDeviI'5Advocate．（ディ

アポロス/悪魔の扉)はアクション映画ではありませんが､主演のキアヌ・リーブスは多く

のアクション映画に出演しているため､彼が主菰している映画は同じユーザー屑にアピー

ルするのでしょう。

図9-13のクラスターは特徴づけるのがやや難しいのですが､ユーザーの噌好はよく反映

されています。ここでの映画のほとんどは見終わった後の満足感を意識したものであり、

多くはラブストーリーです。
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繰り返しますが､映画の評価をあまり行っていないユーザーに対してはここでのお勧め

はうまく機能しません。そのユーザーのpiW好をシステムがまだ知らないからです。この

ような問題はコールドスタート問題と呼ばれています。また､多数の映画に対して評価を

行ったユーザーであっても、評価を行うコンテキストが多数に分散してしまっている場合

には依然として問題が存在します。例えば､デートの夜に見るために前述のrいい気分」

カテゴリの映画を借りた男性が、デートの首尾に応じてその映画を評価したらどうなるで

しょうか。後になって1人で見るために映画を借り始めたとき､彼の本当の噌好について

の悩報が十分に染まっておらず､彼が気に入るような映画を発見できないと考えられま

す。一般的に言えば、コンテキストがデータの分散を増幅しているというのがここでの問

題です,、

独自のビジュアライゼーションの作成

本稿で紹介したものと同様のビジュアライゼーションを､読者自身のデータ集合につい

ても作成したいと思われるかもしれません。このためのツール群は多数存在します。筆者

独自のピジュアライゼーションの作峨 1４７
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はまずPerI言語を利用してデータを読み込み､類似性を算出しました(もちろん､他の言語

を利用することも可能です)。次に､ShawnMartinによるフリーソフトウェアＤｒＬｆ(http://
www・Ｃｓ・sandiagov/~Smartin/software・htmI）を利用します。DrLは前に述べたグラフ作成

のアルゴリズムを使い､類似性のデータを座標値へと変換します。このソフトウェアの長

所は､再帰的に処理を行えるため座標値が上位階屈での栂造を反映していることです。ＤｒＬ

の代替としてはGraphⅥz(httpWWww，9『aphviz・org/)が優れています。

続いて再びPe『lを利用し､座標値に追加の憎報すなわち大きさや色、ラベルなどを付加

します。殿終的なデータは商用のグラフ描画ライブラリyFiIes(http://www・ywo｢k５.Ｅｏｍ／
e､/index・htmI)を使って読み込み、ラベルのレイアウトやPNG形式の画像ファイルの生成

を行います｡yFiIe5は非常に便利なのですが､ラベルがレイアウトされないという問題を許

容できるならyFiIeの代わりにPerlを使ってEPSファイルを直接出力するという選択肢も

考えられます。

まとめ

取り上げた２つの例は､本稿で紹介したビジュアライゼーションのテクニックをとても

直接的に適用したものです。この稲のビジユアライゼーションをもっと見たい場合には、

インディアナ大学のKatyBomerによって収集された大規模なビジュアライゼーション集

Place5＆Spaces(http://www,sdmap5・org/maps/browse/)を参照してください。

なお、この種のビジュアライゼーションは今も活発な研究が続けられている未完成の分

野であるということを最後に指摘したいと思います。最近の研究では、このテクニックを

拡張してなんらかの制約条件を考恵に入れられるようにする取り組みが行われています。

制約条件を加味することによって恩恵を受ける例として、たんぱく質間の相互作用を表現

しようとする生物学の分野での研究があります。そこでは２梱のたんぱく質の相互作用の

強さに基づいて類似性が定義されます。核の中に存在するある種のたんぱく質を､特定の

円形の範囲内に配置したいというケースが考えられます。また､細胞質内のたんぱく質を

すべて（より大きな）円形の範囲内に週き､他の核と重なり合わないようにするというこ

とも想定されます。同様に､細胞願上のたんぱく質はその円周上に配画し､かつ類似性に

よってグループ化したいこともあります。本稿で紹介した検索や発見のためのシステムと

同様に､たんぱく質についてのビジュアライゼーションもアイデアを喚起あるいは検証す

るための全体像を作り出してくれるでしょう。このようなビジュアライゼーションが活鰯

する分野は他にも存在するはずです。読者もぜひ適用例を探してみてください。

参考資料

oLinden,ＧＩ'e9'Ｂ｢entSmith,」eremyYork(2003）："Amazoncomrecommendations：

Item-to-itemEollaborativefiIte『ing"、ﾉEEE加鰭merのmpu伽９７，Ｖo1.1:76-80.

９章検粛と発見における全体像の作成



１０章
ソーシャルネットワークの混沌とした

ビジュアライゼーションにおける美しい洞察
AdamPerer

私の目標はあくまで､記録を並べ配置することによってこれを解釈し､全体

として一貫性を持ったものを生み出すことです。

－MarkLombardi(2000年）

MarkLombardiその人が､ネットワークをレイアウトする完壁なアルゴリズムそのもの

だったのでしょう。彼はアーティストの立場から､政財界のスキャンダルによって形作ら

れる複雑なネットワークを表現しようと試みました。その結果､ノードは一切砿なり合わ

ず､エッジもほとんど交差することがなく、接続はカーブを描きながら滑らかになされる

力作が完成しました(図10-1)。ここで表現されている美しさと感性は、コンピュータに

よって自動生成されるようなソーシャルネットワークのビジュアライゼーションではめっ

たに見られないものです。ばねや力などの物理モデルに基づいた高度なレイアウトアルゴ

リズムが考案される可能性もありますが､Lombardiによるグラフのようにパターンやト

レンドを明らかにしてくれることは少ないでしょう。本稿では、ビジュアライゼーション

と統計データを統合したインタラクティブな手法を活用し、ソーシャルネットワークに対

する混沌としたビジュアライゼーションについて深く探求できるようにするための試みに

ついて解説します。

ソーシャルネットワークのビジュアライゼーション

現代社会におけるデジタル情報の増加は、データ分析にとっての黄金時代の到来を意味

します。豊富なデータによって、さまざまな種類の実験的なデータ分析を行い､科学や社

会､文化､経済などの現象を説明できるようになりました。一方餅データにアクセスできる

ことはもちろん砿要ですが､パターンを理解して特異な値を謙別し、ギャップを発見する

能力も合わせて求められます。現在のデータベースは巨大すぎ、これを蹄み込んで操作す

るためのツールがなければ手に負えません。

我々が持つ感覚器官のうち雌も感受性の高いのが眼であり、他の哩党や聴覚､味覚､触

覚の器官よりもはるかに多くの傭報をさまざまに処理できます｡そのため、ビジュアライ

ゼーションによってデータを表現することにより、人間が持つ雌も強力な知覚システムを

フルに活用できます。しかし、ビジユアライゼーションは千差万別であり、効果的な表現

方法を選択するのは容易ではありません。あらゆるビジュアライゼーションがハターン

やギャップそして外れ値を検出して分析者の作業を助けてくれるわけではありませんし、

ソーシャルネットワークのビジュアライゼーション
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｢我々 が想像していなかったようなことに気づかせてくれる[TUkeyl977l』わけでもありま

せん。

データ分析においては、リンクしているデータをネットワークとしてとらえる手法が広

く使われるようになってきました。個々のデータについての属性だけを見るのではなく、

ネットワーク分析ではデータ間の接続やその結果として生成される栂造にも着目します。

このようなネットワークは近年新たに現れて諾題となっており、研究にはチャレンジが伴

います。筆者はこのようなネットワークを理解するための研究を主に行っています。ビ

ジュアライゼーションやナビゲーションが難しく、各自の目的に即したパターンを発見す

るのが困篭であるという最大の問題点がネットワークには存在します。それにもかかわら

ず､ネットワークとしての視点は依然として社会学者や生物学者、コミュニケーションに

ついての理論家､計量掛誌学者､食物網の生態学者などさまざまな研究者にとって魅力的

です。ソーシャルネットワーク分析(SodaINetworkAnalysi5:SNA)の広まりは､Malcolm

GladwelIによる"刀〕e77bPm9Pb姉'（邦題『急に売れ始めるにはワケがある－ネット

'０蹴ソーシ１，ルネントワークの漉沌としたビジュアライゼーシ」ンにJjける典しい洞猟



ワーク理輪が明らかにする口コミの法則エソフトバンククリエイテイブ)やAlbert-LaszIo

8a『aba5iによる画L加舵d"(邦題『新ネットワーク思考一世界のしくみを醜み解く』ＮＨＫ出

版)、DuncanWattによる否XxDe切曾露"(邦題『スモールワールド・ネツトワークー世界

を知るための新科学的思考法』阪急コミュニケーションズ)などのベストセラー凹霜にも

見て取ることができ、同時にこれらの書籍がソーシャルネットワーク分析にヒントを与え

てきたともいえます。数え切れないほど多くの研究者がネットワークのデータを分析しよ

うとしているのですが､そのためのツールは成熟しておらず､広く利用されているものも

ほとんどありません。

社会や文化あるいは経済において､ネットワーク分析では個々の出来事ではなくそれぞ

れの関係に魁目します．それぞれの出来事の間の関係は慰出来事そのものと同じくらい重

要です。ソーシャルネットワーク分析という視点が生まれるまでは、多くの分析者は個々

の事柄に淵む固有の属性(inherentatt『ibute)にぱかり注目しており､ふるまいが持つ社会

的な側面(それぞれの間の相互作用､他者への影響など）は軽視されてきましたIFre8man

20041･ソーシャルネットワークのコミュニティから生まれた新しい手法を利用すること

により、柵造の中からパターンを見出し､ネットワーク内でのリソースやメッセージの流

れを確翻でき､そして個々人が周囲からどのような影響を受けているのか知ることができ

るようになります。

実際には、ソーシャルネットワークに対するビジュアライゼーションは無秩序なものに

なりがちです。ネットワークが大規模なものである場合、この傾向は特に顕著です。ビ

ジユアライゼーシヨンは視覚という強力な知覚器官に訴えるという点で有益なのですが、

乱雑な表現や複雑に交わるエッジ､読みづらいラベルなどによって視覚的効果が損なわれ

てしまうことがしばしばあります。このような状況では、複雑な静的ビジュアライゼー

ションに意味を与えるためにインタラクティブな手法が求められます。固有の属性とは

データ集合の中に存在する屈性であり、例としては性別､人狐､収入､教育水準などがあげ

られます。拡大縮小やスクロール固有の属性に基づくノードやエッジのフィルタリング

などを行うことによって､複雑なビジュアライゼーションをよりシンプルなものにできま

す。しかし､複雑なネットワークではこのような手法にも限界があります。全体としての

ストーリーが明らかにならず､特に｢スモールワールド(世界は狭い､の意)」のネットワー

クでは大皿の接続を解きほぐして表現できることはほとんどありませんIvanHam2004】･

固有の屈性には柵造的あるいは階層的な情報が存在しないのですが、これらはソーシャル

ネットワーク分析には不可欠のものです。本稿で紹介する手法の最大のメリットは､ユー

ザーのタスクを反映した屈性を計算によって生成し、ビジュアライゼーションを強化する

ことにあります。このような屈性は算出された属性(Computedatt『ibute)と呼ばれ､統叶

的な画要度の指桶(次数あるいは中心性)やクラスタリングのアルゴリズム､データマイニ

ングの手法などを用いて算出されます。

固有の屈性だけでは全体としてのストーリーを把握できないことを知り始めたソーシャ

ルネットワーク分析者にとって、算出された属性を用いる手法は特に有用です。実際､多

くの分析者によってとられているアプローチでは､分析の際の先入観を取り除くために固

有の属性を無視し、データの拙造的な要素にのみ鞍目しています。ソーシャルネットワー

ク分析では､社会学からグラフ理論にわたる幅広い統計的手法を利用して屈性を算出で

き、ネットワーク内の興味深い特徴を数値として発見できます。緊密なコミュニティや．

ソーシャルネットワークのビジュアライゼーション 1５１
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ミユニテイの橋渡しとなる人物､強い影響力を持つ中心的な人物などを､さまざまな洗練

されたアルゴリズムを使って発見できるようになるでしょう。

ビジユアライゼーシヨンツールのほとんどは､複雑なデータを理解しやすい表現へと投

影することを目的にしています。しかしながら、算出された屈性によってデータが持つ重

要な特性を明らかにし､分析を補助してくれるようなツールはほとんどありません。ユー

ザーは元のデータとビジュアライゼーションを何度も切り替えながら表示させることも可

能ですが､これによって分析の作業の効率は低下し､発見が阻害されます。

この問題に対する解決策として､BenShneide『ｍａｎと誼者はソフトウェアツール

SoEialAction(http://www.“､umd,edu/hdI/sodaIaction/)を開発しました｡SodalACtionは

元のデータとビジユアライゼーションを統合することによって意味のある算出された属性

を即座に生成し､両者のメリットを容易に引き出せるようにします。内部では統計的アル

ゴリズムが使われており、堕要なデータや関係およびクラスターを発見できます。統計処

理の結果は－股的な表の形式で衷現されるのではなく、ネットワークのビジュアライゼー

ションと統合された形で提示されます。これによって、ノードやエッジについての意味の

ある算出された属性をユーザーに提供できます。算出された属性を利用することによっ

て、ユーザーは動的かつ容易にノードやエッジをフィルタリングでき、興味深いデータを

見出すことができます。ビジュアライゼーシヨンによって統計処理の結果をシンプルに提

示でき、理解が促進され､分布やパターン、トレンド､ギャップ､外れ値などの特徴を発見

できるようになります。時として乱雑なビジュアライゼーシヨンも統叶によってシンプル

に表現され､統計的に重要なノードやエッジに注目できるようになります。このように高

機能なインタラクションを一貫性のあるユーザーインタフェースを通じて提供し､スムー

ズで効率のよい視覚的統計処理システムを実現します。これによってユーザーは複数のソ

フトウェアを何度も切り替えて作業することなしに､洞察や仮脱の生成に集中できます。

統計処理とビジュアライゼーションの高樋能なインタラクションについては後ほど解説し

ますが､まずはSoEialActionを開発した動機について紹介したいと思います。

ソーシャルネットワークを視覚化しようとするユーザー

学界と産業界の双方でソーシャルネットワーク分析者とのフィールドワークを行った結

果、ソーシャルネットワークを解釈する手法としては純粋な統計分析が最も広く使われて

いるということが示されました。ネットワークのビジユアライゼーションは論文や研究発

表の中でしばしば行われていますが、これらは統叶処理が完了した後でプレゼンテーショ

ン用に作成されるのが一般的であり、探求的な分析のプロセスの中でビジュアライゼー

ションが必ずしも利用されているわけではありません。

ソーシャルネットワークに対するビジュアライゼーションの歴史は､"肱uaAi21ngsb畝a／

Ajen”お"【Freeman2000】・に記述されています。1934年にjacobMorenoによって作成

された､最古の部類に入るビジユアライゼーション(図10-2）についても言及されていま

す。ここでは三角形のノードが男子を表し、円形のノードが女子を表します。この教室に

いる個々の生徒についての詳細を知ることなしに、（１）男子は男子同士で友逮になる(2)

女子も女子同士で友達になる(3)勇気のある男子生徒1人には､片方向の関係ではあるが

女子の友達も存在する(4)女子2人による孤立したグループが存在するという４つの点に

１０重ソーシャルネットワークの混沌としたピジュアライゼーションにおける興しぃ濁察
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ついて容易に把握できます。読みやすく、正しく配置された表示されたネットワークは社

会的な桶造を教えてくれるという典型的な例です。

ソーシャルネットワークでは関係が生まれるごとにデータの量が増えていくため､その

表現はきわめて複雑なものになりがちです。一般的なネットワークのビジユアライゼー

ションを行っている人々は､統叶処理が必須のソーシャルネットワークの分析者を気の毒

に思うことでしょう。ノードやエッジの数が膨大になると、実用的なビジュアライゼー

ションの作成が困難になるからです。大規模なネットワークのビジュアライゼーションは

通常､錯綜したノードとエッジの集合にすぎず､NetVizNilrvana(BenShneidermanによる造

路。すべてのノードを職別でき､すべてのエッジをたどれること)が実現されることはまれ

です。ネットワークのビジュアライゼーションではクラスターや外れ値を明確に示してく

れますが､ネットワークが複雑になるとそれ以上の洞察を得ることは一般的に困難です。

ここで､華者の主張は２つあります。１つは､統計的な手法だけを使っていてはトレンド

やパターンを見出すことは困難であるという点です。もう１つは､ネットワークのビジュ

アライゼーションはごく限られた数の洞察しか与えてくれないという点です。このような

状況においてソーシャルネットワークの研究者がなすべきことは､統計手法とビジュアラ

イゼーションの双方を(緊密に統合された形で)利用し､美しいビジュアライゼーションを

生み出すことです｡SocialActionはこれを実現することを目指します。

ソーシャルネットワークを視覚化しようとするユーザー
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SociaIAEtionの設計

梱造分析の研究者によって、ソーシャルネットワークに対する統計的な卿査のための手

法が多数提案されています。しかし、これらの手法はネットワークごとに異なる意味を持

つことがあり、ソーシャルネットワークを正しく解釈するための体系的な方法はまだ存在

しません。そのため､分析者はネットワークについての亜要な側面を見落としていないか

どうか確信を持てないという問題があります。探求を容易にするために、ソーシャルネッ

トワークの分析者に対してインタビューを行い、ソーシャルネットワーク間迎の学術畦を

鯛査して広く使われている手法をまとめてみました。そしてこれらの手法を６つのユー

ザー中心タスクに分類しました。すなわち総覧､ノードのランク付け、エッジのランク付

け､ノードの表示､コミユニティの発見､エッジの稲類の6つです。以降の節では､それぞ

れのタスクと関連する機能について詳しく見ていきます。その前に、このプロセスが目指

している主な目標を紹介します。

ビジュアルな表現の中から憎報を探索する際のShneidermanのスローガンとして、「ま

ず概要を知り、ズーミングとフィルタリングを行い､そして必要に応じて詳細なデータを

得る｣IShneIdBrmanl996】というものがあります。この桐詣はソーシャルネットワーク分

析を行う際の複雑な作業の助けとなってくれます。分析者はまずネットワークについて、

統計面と視覚面の双方から概要を把握します(図10.3)。そしてネットワーク全体に対し

て密度や半径、コンポーネントの数などが算出され､力学的アルゴリズムに基づいてレイ

アウトされたネットワークに重ねて表示されます。ビジュアライゼーションによって柵造

やクラスター、ネットワークの密度を感覚的に知ることができ、同時に統計悩報によって

これらの知見を確認し､数値的な頚づけを与えることができます。ネットワークが小規模

であったり、分析者にとってネットワークの梱造だけが興味の対象である堀合には、ここ

までの手順だけでも十分です。

ネットワーク内の個々の要素について、より深い理解が必要になることもあるでしょ

う。ソーシャルネットワーク分析で広く使われている指棉を用い、ノード(あるいは頂

点)やエッジ(あるいはリンク）の統計的な函要度を算出することもできます。例えば､次

数(股も接続が多いノード）や中位性(クラスターを中継するノード)、近接性(外部から

の悩報を受け取るのに適したノード）などの指棉を使ってそれぞれのノードをランク付

けできます。利用する指標を選択すると表が現れ､ランクの順にノードを一覧できます。

SodaIActionでは各ノードに緑(低ランク）から黒(中位)そして赤(高ランク）へと変化す

る色を割り当てています。これによってノードのおおよそのランクを視覚的に把握できま

す。指桶を選択するごとに､その指桐に基づいてノードの色も即座に再描画されます。こ

れによって、ネットワーク全体の中から重要なノードの所在を見出すことができます(図

10-3〔A〕)。

さらに深い洞察を得たい場合は､先ほどのスローガンの第2ステップ(拡大およびフィ

ルタリング)を行うことも可能です。このステップで､他のソーシャルネットワーク分析

ソフトウェアを利用するほとんどのユーザーは途方に罫れることになります。ユーザーに

分析の力を与えるためには拡大とスクロールだけでは不十分なのです。ネットワークの一

部を拡大すれば､ユーザーは全体像を見失うことになります。密度の高いネットワークで

は､いくら拡大しても複雑さが解消することはありません。そこで､ScdaIAdionではユー

１０箪ソーシャルネットワークの混沌としたビジュアライゼーションにおける興しし､洞察
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ンを表示するためのユー

ザーインクフエース雌瞭既

処理の篭繋と厭合さ机てお
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ノードを妻す。〔8）麟計処
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た０ユーザーはスライダー

を煙い､踊要鯉の低いノー

ドを消去できる｡こ札に

よってノードの位置やネソ
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ノードが何悲淡しているか

IlJWで暫為よう、ラベルは

湾に優先的に我示さ札為．

ユーザーがノード荘巡択す

ると隣捜するノードがハ

イライト表示され､同蹄に

ノードについての詳繕が左

侭に表示される

』Z型

ｍｌｊＺｌ
ｌＺｎ

唖
唖

、
鴫

劉脇

1邸６

△にⅡウ

ザーが選択可能な統計操作を使ってナビゲーションを補助しています。脆囲を指定するた

めのスライダーを使い､その範囲外のノードやエッジを表示しないようにできます。属性

や重要度の指標に基づいてフィルタリングを行うことによって､分析者にとって関心のあ

るノードだけに注目できるようになります。これによってビジュアライゼーションをシン

プルにすることも可能になります(図10-3〔8〕）

統計処理や視覚的表現によって全体的な傾向をつかむことができても､個々のノードの

意味を理解できていない分析は不完全です。ネットワークに対する他のビジュアライゼー

ションのほとんどとは異なり、SodalAEtionではラベルを常に表示するようにしています。
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１０重ソーンャルネントワークの混滝としたピジュアライゼーションにおけ諸鍵しぃ詞淵1５６

掴で瞳ﾙﾌ園
■
■
■
■

ラベルやフォントの大きさは随時変更でき、強調の度合いを調節できます。また、スロー

ガンの第3ステップ(必要に応じて詳細なデータを得る）に基づいた設計が行われており、

ユーザーがノードを選択するとそのノードが持つすべての屈性が表示されます。ノードに

マウスカーソルを亜ねた場合にも､そのノードが持つエッジと隣接するノードがハイライ

ト表示され､関心を持つノードについてのNetVizNirvanaが実現されます(図10-3〔Ｏ)。

もう１つ楽しい例を見てみましょう。Facebookでの筆者の個人的なソーシャルネット

ワークを取り上げます。普通のネットワークレイアウトアルゴリズムをリンクに対して適

用すると、抽象画家jacksonPollock作品のようなグラフが生成されてしまいます。乱雑さ

の中にも興味を引く点はいくつかあるのですが､Lombardiによるビジュアライゼーショ

ンのような美しさは望むべくもありません。一方､統計処理(ここでは､コミュニティを発

見するためのクラスタリングアルゴリズム）を適用すると、はるかに実用的なビジュアラ

イゼーションを得ることができます。当初は複雑に絡み合っていたノードやエッジも、統

計処理によって意味のあるカテゴリへとグループ化され､飯者のソーシャルネットワーク

が的確に表現されました。ここでは高校時代の友人､大学時代の友人､大学院時代の友人、

Microsoftの同僚などを識別できます(図10-4)。友人関係のおかげで､意味はわからなく

ても美しい画像が生成されましたａ

踊

足

図１０４塞者のFa“book

でのネットワークを我すピ

ジュアライゼーション。ク

ラスタリングのアルゴリズ

ム醤過脇することにより．

主将の人生における７つの

側Mdにそれぞれ対応したコ

ミュニティが明らかになっ

たｸﾗｽﾀﾘﾝグを行わ
ないと幾示は捜鮒になりす

ぎ､そこから窓聴を読み取

ることは国副である

ﾊ⑨

翻烏

」



まとめると､統計処理とビジュアライゼーションの組み合わせは探求的なデータ分析に

おいて洗練されたソリューションとなりえます。ビジュアライゼーションによって統計処

理の結果がシンプルに表現され､パターンや全体的な傾向の把握が容易になります。逆に、

統計佃報を活用することによって、混沌としがちなビジュアライゼーションの理解を単純

化し､統計的に意味のあるノードやエッジに輯目することができます。

ケーススタディ：混沌から美しさへ

ネットワークのビジユアライゼーションを美しいものにしてくれる究極の要因は何なの

でしょうか。１８世紀スコットランドの哲学者DavidHumeは以下のように記しています

【HumB17421。

美しさは対象物自体の中に存在するのではない。美しさについて思う者の心の中に

だけ美しさは存在し､それぞれにとって異なる美しさが知覚される。

しかし、Ｈｕｍｅの美に対する考え方は鎗争の的でもありました。スコットランドで

Humeの醗輪仲間だったＨｅｍｙＨｏｍｅ(Kames卿)は､美しさは法則に基づいた合理的なシ

ステムに還元できると確信していました。

データに基づくビジュアライゼーションについては、簸者はKames卿の意見に同意しま

す。ビジュアライゼーションから得られる洞察は､美しいビジユアライゼーションの成功

を測る尺度として機能します。分析者は自身の直感が正しいことを確湧し､異常あるいは

特異な値を発見し、データに潜むパターンを職別しようとしています。バージニア工科大

学のChri5North教授は､洞察とは複雑で深く、定性的で予期せずに現れ､かつ亜要な発見

であると定蕊しました。これは有用な特徴づけではあるのですが､洞察を測定するのは美

しさを測定するのと同じくらい複雑な作業であるという印象を受けます。研究室で行われ

る伝統的なコントロールされた実験は､多くの科学的賦験における効果が実証されていま

す。しかし､洞察に対してこれを適用することはできるのでしょうか。例えば仮に鉦者が

新しいディスプレイ装固や入力ウイジエツトを考案したとすると、コントロールされた実

験の下では２つ以上の対象物について学習や作業にかかる時間､誤りの発生率などを測定

できます。このような実験では一般的に20から60名の被験者に対して10から30分の学

習時間が与えられ､１から３時間のセッションの中で2から20稲の作業を行うよう指示さ

れます。その結果に対してt-te5tやANOVAといった統計的手法が適用され､平均値に大き

な運が見られるかどうかチェックされます。特にユーザー間の遅異が小さい場合に、この

ような統計値に基づく手法が効果を発揮します。

しかし､洞察を測定可能なタスクに分割するにはどうすればよいのでしょうか。難しい

点はたくさんあります。まず､分析者は大きな問題について数日あるいは数週間も費やし

て探求的なデータ分析を行うことがありますが､作業のプロセスを研究室のコントロール

された瑠境での実験で再現することはほぼ不可能です(たとえ多数の専門家を必要な時間

だけ利用できるとしてもです)。２点目に、探求的な作業というのはその本質として定装

があいまいであり、被験者に対して作業内容を明示するということと相容れません。３点

目に、それぞれのユーザーはスキルや経験が異なるため､作業にかかる時間もばらばらに

ケーススタディ：混沌から典しさへ 1５７
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なり、統計値に基づく手法の効果が損なわれる可能性があります。コントロールされた環

境では､非常に優れた成綱が不幸にも異常値として扱われてしまうことがあります。しか

しケーススタディにおいては、このような値の存在は新たな発見へとつながる洞察を与え

てくれるため非常に有益です。そして４点目として､篭者はツールに対する定回的な分析

結果以上のものを求めており、ユーザーの成功によって得られた興雷だけでなく週遇した

問題やいら立ちについても知りたいと願っています。これらの理由から、壷者は柵造的で

反復的なケーススタディに基づいた調査法を採用し､SodalActionが美しいビジユアライ

ゼーションを作成できているかどうか判定することにしました。

以下の節では､数名の分析者が実際にSodalActionを使って自身のデータのビジユアラ

イゼーションを行った際のケーススタディをまとめています｡MarkLombardiに敬意を表

し、ここでも政治家やテロリストによる水面下のネットワークについて取り上げることに

します。

上院での票決を通じたソーシャルネットワーク

錨会について分析する人は､アメリカ上院での党派主義とそれらの団結に関心を持って

います。例えばCongressionalQuarterIy社は､民主党所属職員の多数が共和党所属調員の

多数とは異なる投票を行った票決をすべて築計しており、それぞれの胴員について、自身

が所属する党の方針に沿った票を投じた割合を算出しています。この指押によって､各踊

員の党に対する忠減心を年ごとに把握できます。しかし、これだけでは上院全体としての

パターンをなんら見出すことはできません。

当時USNews＆WorldReport誌で編集者をしていたChrisWiIson(現在はSlate麓の編集

者)は､2007年の上院での票決に見られたパターンに興味を持ちました。Wilsonはここで、

戦略的､超党派的､あるいは地域的連携といったパターンをデータの中から見出そうと試

みました。彼は公開されているデータを元にしてかなりの時間をかけ､投票内容のデータ

のマイニングを行いました。しかし彼が普段利用している分析手法では、目立ったパター

ンを発見することはできませんでした。

そこでWilsonは、ソーシャルネットワーク分析を活用すれば求めていた解答を得られる

と考えました。彼のデータには､2007年の前半６ケ月での各胴員の投票行励が含まれてい

ました。この年の１月には､民主党が1醗席差で踊会の主導樋を握っています。この際の

投票行動から､なんらかのソーシャルネットワークが見出されると考えられます。

ある決巌案において1人の議員がもう１人の溌員と同じ投票を行った場合、これらの

鵬員がエッジによって接続されるようなネットワークをWilsonは作成しました。それ

ぞれのエッジの強度は同じ投票行動を行った回数によって決定されます。例えばBaraEk

ObamaとHiIIaryqintonが同じ投票を行ったのは203回ですが、彼とSamBrownbaCkは

59回しか同じ票を投じていません。説論の必要がなく、全会一致で成立した決槻案が多

数存在する(例えば｢地下鉄のヒーロー｣WesleyAutreyによる人命救助を賞質した決謡案

RC-20など）ため､作成されたネットワークは非常に密度が高いものになりました。すべ

ての鋼員が接続され､１つの巨大で複雑な網のような柵造を持ったビジユアライゼーショ

ンが作成されました。

SocialActionでは重要度に基づいてエッジをランク付けできます｡Wilsonはこの機能を

利用し､重要度のランクが低いエッジを動的に除外することによって複数のビジュアライ

１０理ソーシャルネットワークの混沌としたビジユアライゼーションにおける興しし､珂嗣



ゼーシヨンを比較できるようになりました。例えば180回(全票決回数のおよそ60ハーセ

ント）というしきい値を設定した場合のネットワークを図10-5に示します。このようにか

なり低いしきい値でも､強い党派心を見て取ることができます。また、共和党所属搬員の

中で民主党と同じ投票行動をとる傾向が高い議員(CoIlin5､Snowe､Specter､Smithの4名）

を明確に識別できます。この会期内では両党がともに結束していますが、その度合いは民

主党のほうが強いということがこのビジュアライゼーションからわかります。

しきい値を増加させても、民主党側のクラスターは接続の密度が高くグラフが塗りつぶ

されるほどです。このことから､民主党識員は共和党踊員よりも結束が強いという取柄が

新たに明らかになります。描かれるエッジにはある程度の透明度が設定されていますが、

民主党のクラスターはエッジが非常に多く、あたかも黒い球が描かれているようです。一

方､共和党側ではエッジの密度は非常に低くなっています。しきい値を変化させるという

インタラクションを通じて､民主党首脳が所属議員の意見統一に成功したということを美

しく表現できているとWilsonは考えましたこのような耶実は議会戦術を評価する際に

非常に重要であり、統計処理とビジュアライゼーションの統一によって新たな発見が可能

になりました。

投票行励のパターンを調べるために､WilsonはSocialActionが持つ統計的な重要性の指

標を利用しました”すべてのノードに対してランク付けを行い､その結果を視覚的に表現

し､亜要度が低いノードをフィルタリングして排除することによって、多くの発見を得る

ことが可能になります。例えばWilsonは､中心性に基づく統計処理は｢上院での力学の中

心地を定量的に発見するためのすばらしい方法｣であると述べています｡SocialActionに

よって、同僚議員の橋渡しを行う中心的な議員はほんの数名しかいないということが明

らかになりました｡また､WiIsonはSocialActionのインタラクティブなクラスタリング

によって｢共和党内での地域的な辿挑が明らかになった」とも述べています。これらの洞

察は、SocialActionを利用するまでは彼が発見できなかったさまざまな事柄のほんの一部

です。

SodalAEtionがもたらしたさまざまな発見に、Wilsonは感銘を受けました。統計処理と

ケーススタディ：認沌から静しまへ

図10.52007垂のアメリ

カ上院での役票行動渥喪ツ

ビジュアライセーション

右側の赤いノートが共和党

所属の議員を表し､左測の

青いノードが民主党所胤凝

員寿捉す熱所属の縦勧も

2名肌ら札ろ‘リンクkt投

累行劫の戴似性を表し、民

業蛍所属議員のほうが党に

識する忠勤Sが高いことが

わかる．北婆望から逝出さ

れた4名の共和党議員臆、

しばしば民主党と同じ投閑

行動種とっている．１&た、

MCq1nとB『ownbn[1,の簡
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効巾であり、リンクが蜜)１，
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回戦の投禦を行っていない
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ビジュアライゼーションの緊密な統合によって､彼は多くの洞察を得ることができ、それ

らについてU5New5＆WorIdReport鮭や連邦鵬会の担当者と畷臆することができました。

そこでSodaIActionが多くの注目を典め、同畦のオンライン版の醜者にもSodalAction

の機能について伝えたいと考えられました。その後WiI5onはSlate鮭へと転職しました

が､彼は引き続きSoCiaIAEtionを使ってさまざまな調査報告を分析しています。例えばメ

ジャーリーグでのステロイド利用者によるソーシャルネットワークが表現され､インタラ

クティブな分析が可能になっています(http://www・sIatecom/id/2180392/)。その他の分

析も予定されています。

テロリストのソーシャルネットワーク

アメリカ国土安全保障省のHomelandSeCurityCente｢ofExEelIenCeに､START(NationaI

Con5ortiumfo『the5tudyofTErrorismandRe5ponsestoTError）と呼ばれる機関が所属し

ています。STARTは全世界規模の研究チームであり、「テロリストのネットワークを壊滅

させ、テロ行為を防止し、テロリストの脅威に直面した際には社会の復旧を支掻するため

のガイドをタイムリーに提供する」ことを目的としています。このチームに属する｣ames

Hendricksonは犯罪学を専攻する大学院生で､Global｣ihad(世界的な聖戦)と呼ばれるソー

シャルネットワークの分析に興味を持っています。

これまでの研究で、テロリスト組織に悩報を与えたり組織を支持したりする先鋭化傾

向が幽要であることが指摘されています。先鋭化のプロセスは心理学的な観点からさま

ざまな説明がなされてきましたが､Hendrkksonはテロリストグループの力学関係につい

ての理論だけではグループ間の関係の強さや範囲といった特性について十分に説明でき

ないと考えました。そこで､彼はGIobaljihadのメンバー間の間係の強さやそのⅧ類を体

系的に比較し、テロ攻撃への関与の度合いをどの程度予測できるか岬価しようと試みま

した。STARTの訪問研究員であるMaK5a9emanはベストセラー‘Und色KsEndingた"w

AjeIwり応"(Univer5ityofPenn5ylvaniaPress）を執筆する際に､GIobaljihadに関与してい

る350人以上のテロリストのデータベースを作成していました｡Hendrick5onは学位輪文

のための研究の中でこのデータを最新のものに更新し、ソーシャルネットワーク分析を行

いました。

Sa9emanのデータベースには、テロリストとされる人物について30以上の屈性が肥述

されています。この中には友人や家族､師弟関係といったさまざまな他者との関係も含ま

れています｡Hendricksonは､人間同志の関係がテロ攻撃への関与に対してきわめて大き

な影響を与えているという仮説を立てました。彼はソーシャルネットワーク分析ソフト

ウェアUqNetを使って分析を開始し､仮脱についてある程度の検柾を行うことができま

した。その一方で恩UCINetはこれ以上の探求や仮脱の作成には適していないと彼は考えま

した。当初Hendrick5onは、ビジュアライゼーションを利用した分析に対して壊疑的でし

た。ビジュアライゼーションを使って人間の視覚による判断に頼るよりも､統計的手法に

よって重要度を定愚的に証明することを好んでいたのです。しかし､SocialAdionによっ

て統計的側面に容易にアクセスでき､自身の懸念が払拭されたと彼は贈っています。

特に､SocialActlonの多槻性がHendricksonの分析に役立ちました。SodaIActlonでは

さまざまな種類の関係について分析する際に、データ集合を醜み込み直す必要がありま

せん。現在選択されている関係を表すエッジだけを表示させることができ､別の種類の関

１０草ソーシャルネットワークの混沌としたビジコアライゼーシ」ンにおける典しい洞寮


