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概要 本稿では、同行者および自宅からの距離を考慮したトピックモデルの提案と評価を行う。結果とし
て、自宅から近い距離の場合、親側の視点で子供と楽しむようなトピックが増え、自宅からの距離が中距
離～遠距離になると、子供視点で父親や母親と一緒に行動するときのトピック（ショッピング、週末の遠
出など）が増えることが分かった。
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1 はじめに
モバイルユーザの屋外における行動支援の一環と
して、ユーザが誰（with whom）と何をし（why）に
どこに行くか(where)を予測することは非常に重要
である。Tweet 上には、これらの三つの情報を同時
に含む Tweet が多くなされている。例えば以下のと
おりである。
Tweet
Off to Miami with my dad
Fried cooking with mommy. Haha
It's such a joy to run around and
play soccer in the rain with my son
Had a great day ice skating at
@intuBraehead with my daughter
abd her 5 friends
Loved sitting down relaxing with
kids watching Man of Steel.
Henry Cavill is super hot ;)

う。ただし、緯度経度情報をそのまま利用した場合、
ユーザの生活圏に依存してしまい、他のユーザに適
用できなくなるため、相対的な位置情報に変換する。
ここでは、同行者を家族関係に限定することで、家
族が一緒に住む自宅からの距離に着目する。

2 関連研究
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場所や時間などのコンテキスト情報とトピック間
の関係を考慮したトピックモデルとして「時間」
[1][2]「場所」[3][4]に応じたトピックモデルが数多
く提案されている。また、深澤らは、
「同行者」をト
ピックを変化させるパラメータとして考慮したトピ
ックモデルを提案している[5]。しかしながら、「同
行者」
「自宅からの距離」「トピック」の三者を同時
に考慮したトピックモデルは提案されていない。
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そこで、本稿では、上記の 3 つの情報を含む Tweet
を多数集め、同行者、場所、トピック間の相関関係
を計算する方法を提案する。相関関係が分かれば、
同行者、場所、トピックのうち、2 つが判明すれば、
3 つ目の情報を予測可能となる。具体的には、同行
者、場所、トピックの生成に関する因果関係につい
て仮説を設け、その仮説に基づきトピックモデルを
提案する。3 つの情報を含むデータを収集し、トピ
ックモデルのパラメータを学習することで、同行者、
場所、トピック間の相関関係を算出する。
なお、場所については、緯度経度をそのまま扱う
方法、意味的な場所として扱う方法がある。意味的
な場所については、同行者、場所、トピックを同時
に一つの文章に含む必要があるが、Tweet の短い文
章で 3 つの情報を同時に含む可能性は非常に低い。
このことから、今回は場所を緯度経度情報として扱

3.1 データ収集
以下の流れでデータ生成を行った。

1. 同行者情報および位置情報を含む Tweet を
抽出する。Tweet 集合 1 とする。
2. Tweet 集合 1 の各ユーザの全 Tweet から自宅
（緯度経度）を推定する。
3. Tweet 集合 1 の各 Tweet に付与された位置情
報と自宅との距離を算出し、同行者、自宅
からの距離、Tweet の三つ組みを生成する。
まず、1 番目の Tweet 抽出について述べる。同行
者情報を含む投稿文を評価用データの対象とするた
め、語彙統語パターン「with 同行者」と一致する文
字列を含む投稿を抽出した。同行者として利用した
名詞については下表に記載する。次に 2 番目の自宅

推定について述べる、まず、Tweet 集合 1 で抽出
した Tweet のユーザリストを作り、当該ユーザの
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全 Tweet（緯度経度情報つき）を抽出する。その
中で、自宅にいると思われる時間帯（午後 10 時
～午前 6 時）の緯度経度情報を抽出する。その中
で 100m 以内誤差をもつ Tweet の中でもっとも多
いものを自宅として推定する。最後に 3 番目は、
ヒュベニ (Hubeny) の公式を用いた。2014 年 4 月
の Tweet を対象にデータ収集を行った。結果として、
以下の表に示す文書を収集した。

遠距離になると、子供が自立し、子供視点での父親
や母親と一緒に行動するときのトピックが増えてく
る。例えば、Class12、Class11 はショッピングに関
するトピック、Class6 は旅行先での就寝に関するト
ピック、Class5,7 は週末の遠出に関するトピックで
ある。このことから、ユーザから見て子供といると
きと、親といるときで自宅からの距離およびトピッ
クには違いが生じることが分かった。

語 彙 統 語 パ タ ー ン （ with+同 行 抽 出 さ れ
た文書数
者）で使用した名詞
father, dad, papa, pappy, my father, my
12536
dad, my papa, my pappy,
mother, mom, mama, my mother, my
15079
mom, my mama, my mother, my mom
son, junior, my son, my junior
3688
daughter, my daughter
1257
kid, children, my kid, my children
6335
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自宅からの距離

100km

lunch, time, spend, friends,
sunday, good, fun

father, mother
watching, walk, let, talk,
long, weekend
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lunch, date, age, dinner,
sister

daughter, father,
mother
time, spending, night,
tonight, sleep
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class9
class11
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同行者、場所、トピック間の因果関係について、
いずれかの 2 つが既知で、そこから残り 1 つを決め
るとすると、以下の 3 つの仮説が考えられる。
仮説 1）同行者、場所⇒トピック（誰とどこに行
くかは決まっていて、そこから何をするかを決める）
仮説 2）同行者、トピック⇒場所（誰と何をする
かは決まっていて、そこからどこに行くかを決める）
仮説 3）場所、トピック⇒同行者（どこで何をす
るかは決まっていて、そこから誰と行くかを決める）
ここで、Tweet では、同行者、トピックについては、
ユーザが明示的に記載しているものの、緯度経度情
報はユーザが明示的に入力したものではない。その
ため、今回は、因果関係 2 に基づくトピックモデル
を提案する。図 1 に提案するトピックモデルを記載
する。提案モデルの推論は、LDA の推論で利用され
る Collapsed Gibbs Sampling（CGS）を利用する。
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3.2 グラフィカルモデル

同行者からトピッ
クへの分布
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love, shopping, want,
time, dinner, beach
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father, mother, son
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mother, son
work, school, cafe,
going, time, lunch, car,
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class15

dinner, date, love, birthday, lunch,
shopping, happy, college

daughter, father, kid, mother,
son
children, home, going, summer,

100m spend, love, look, excited, sleep,

2

wait, game, family, hang, happy

図 2 学習結果（縦軸は自宅からの距離を表す。各トピッ
クはトピックごとの自宅への距離への分布 η に従った距
離に配置している。トピックごとの表で表上では同行者か
らトピックへの分布 θ から導出した同行者を、表下はトピ
ックから単語の分布 Φ から導出した単語を表示している。
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図 1 提案モデル

4 質的評価
図 2 にモデルの学習結果を示す。学習結果から、
自宅から近い距離の場合、親側の視点で子供
（ kid,son,daughter ） と 楽 し む よ う な ト ピ ッ ク
（class15,17）が多いことが分かる。一方、中距離～

5 結論
本稿では同行者と自宅からの距離を考慮したトピ
ックモデルを提案および評価した。
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