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＊1 Twitter：Twitterという名称やロゴ，Twit-
ter バードは，アメリカ合衆国また他の
国々におけるTwitter, Inc.の登録商標.

＊2 Facebook：Facebook, Inc.の商標または
登録商標．

1. まえがき
Twitterはリアルタイムにつぶやき

を共有する新しいメディアとして世

界中で注目を集めており，ドコモは

モバイルでのさらなる利便性向上の

ためにTwitter社と連携し，新たな

サービスの実現に取り組んでいる．

TwitterやFacebook＊2などSNSで

は，ネットサービスに慣れ親しんだ

リテラシの高いユーザが多いとされ

るが，ドコモのユーザ層は幅広く，

特に，普段からSNSに親しんでいな

い層にも広くTwitterコンテンツを

親しんでもらえるサービスの提供が

重要である．

そこで，有名人やイベントに関連

するワードをデータベース化し，当

該ワードが検索された場合に関連ツ

イートを通常の検索結果に混ぜて提

供する仕組みを開発した．さらに，

ツイートに興味をもったユーザが一

層楽しんでもらえるコンテンツを提

供するために，日本ユーザ向けの話

題のワード／有名人／画像，検索ワ

ードハッシュタグ＊3をリアルタイム

で解析する技術も開発した．

本稿では，今回開発したツイート

検索技術やトレンド解析技術，およ

び，2011年8月よりリリースした，

iモードやスマートフォン向けに展

開されている検索サービスについて

解説する．

2. ダイレクトボック
スを活用したツイ
ート検索システム

2.1 サービス概要
ダイレクトボックスは，iモード

およびスマートフォンで検索する場

合に，検索ボックス（図1（a））に入

力されたキーワードに合わせ，天気

や言葉の意味，映画情報など，ニー

ズに合わせた情報を画面に表示する

部分である．

本ツイート検索システムでは，検

索ボックスに入力されたキーワード

（有名人やイベント）に関連するツ

イートを，ダイレクトボックス内に

コンテンツとして表示することを実

現した（図1（b））．検索キーワード

に関連するTwitterアカウントを紹

介することで，Twitterに馴染みのな

いユーザが通常の検索の中でTwitter

のリアルタイムコンテンツを手軽に

楽しんでもらえるよう工夫した．

さらに，ダイレクトボックス内の

リンク「もっと見る」をクリックす

ることで，キーワードに派生する

Twitterアカウント（以下，ピックア
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社の提供するサービスは，ユーザの「今をつぶ

やく」新しいタイプのメディアとして世界中で注目されて

いる．ドコモでは，モバイルでのさらなる利便性向上を目

的として，ツイート検索サービスを2011年8月よりリリー

スした．本サービスでは，Twitterに馴染みのないユーザに

も親しんでもらえるように，有名人やイベントに関する検

索がされた際に一般の検索結果に混ぜてツイートを紹介す

る仕組みや，Twitter上でのトレンドをリアルタイムで解析

する技術を開発した．本稿では，ツイート検索サービスの

紹介，ならびに，サービスを支える技術について述べる．
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Twitter社の提供するサービスは、ユーザの「今をつぶやく」新しいタイプのメディアとして世界中で注目されている。ドコモでは、モバイルでのさらなる利便性向上を目的として、ツイート検索サービスを2011年8月よりリリースした。本サービスでは、Twitterに馴染みのないユーザにも親しんでもらえるように、有名人やイベントに関する検索がされた際に一般の検索結果に混ぜてツイートを紹介する仕組みや、Twitter上でのトレンドをリアルタイムで解析する技術を開発した。本稿では、ツイート検索サービスの紹介、ならびに、サービスを支える技術について述べる。



ップアカウント）のツイートや，キ

ーワードを本文に含むツイート（以

下，ミンナのツイート），キーワー

ドに関連するハッシュタグを閲覧す

ることができる（図1（c））．

これらのツイートの表示におい

ては投稿時間順だけでなく，ツイ

ートに対する注目度を指標とした

話題順での並び替えも可能である．

また，ツイートの中には，日本で

なじみのない言語や未成年などに

望ましくない単語（NGワード）を

含んだツイート，端末で表示でき

ない文字コードを含んだツイート

があるため，このようなツイート

は検索結果に表示されない工夫を

した．

2.2 ツイート検索システム
図2にツイート検索システムの概

要図を示す．ツイート検索は従来の

検索エンジンと違い，リアルタイム

性を要求されるために，Twitterから

ツイートを取得すると，できるだけ

短い時間で検索可能となるようツイ

ート検索サーバに登録が行われる．

以下，検索が行われた際の流れに

ついて述べる．ユーザ端末から送信

された検索クエリは（図2①），まず
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＊3 ハッシュタグ：ツイートを投稿する際に
「#」記号で始まる単語を付与することで，
同じ話題のツイートを他のユーザが見つ
けやすくする機能（（例）#jishin，#地震）．
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天気 
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ドコモポイントも使える！ 

メニューリスト オマケ 

検索 

18日9時現在 

>>台風情報をもっと見る 

（10分前） 

全385件 

ドコモダケinfo 
最旬ドコモダケ情報が満載!あいさつ 
デコメも充実ラインナップ 
i Love ドコモダケ 

>>このアカウントのツイートをもっと見る 
>>その他のツイートを見る 

台風に関するツイート 

18日9時 

18日21時 

19日9時 

■▼ SKIP

▼SKIP

ピックアップアカウント 
△△△_info（大気庁） 

（10分前）RT（13） 返信 ･詳細 

（c）ツイート検索結果 （b）iモード検索結果 （a）iモード検索 

検索ボックス 
ダイレクトボックス 

キーワード「台風」に関連する 
Twitterアカウントの最新ツイート 

キーワード「台風」に派生する 
Twitterアカウントの 
最新ツイート 

キーワード「台風」を 
本文に含む最新ツイート 

キーワード「台風」に 
関連するハッシュタグ 

【台風情報】非常に強い台
風は沖縄を暴風域に巻み込
み北上中． 

ミンナのツイート 

このキーワードの関連ハッシュタグ 

×××△△△ 

返信 ･詳細 

家の外が暴風雨で外出でき
ないよ．沖縄の方は大丈夫
なんだろうか？ 

△△△□□□ 

#tyhoon　　#taihuinfo
>>もっと見る 

返信 ･詳細 

台風のせいですごい風と雨．
明日旅行に行くけど飛行機
飛ぶのかなぁ？ 

□□□ .jo（日本台風協会） 

ピックアップアカウントをもっと見る 

ミンナのツイートをもっと見る 

（20分前）RT（40） 返信 ･詳細 

【台風情報】非常に強い台
風は沖縄を暴風域に巻み 

★並び替え：新着順｜話題順 
★キーワードを拡張して検索【使い方】 

ON｜OFF

▼台風18号 
気圧：950hPa 
最大風速：45m/s 
速度：40km/h 
進路：北東 

△△△_info

【台風情報】非常に強い台風は
沖縄を暴風域に巻き込み北… 

ドコモダケと遊ぼう 

ラン 
キング 

図1 ツイート検索のサービス概要図（iモード版）

●①検索ク 
エリ送信 ●②処理 

●⑧検索結果 
返却 

●③適合性 
判定 

●④検索要求 ●⑤ツイート 
検索 

ツイート 
ツイート検索サーバ 検索受付サーバ 

iモード公式，一般モバイルコンテンツ 
などの，その他検索サーバ 

ユーザ端末 

… 

●⑥ツイート検索 
結果返却 
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その他サーバ 
検索結果 
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有名人／ 
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同期 

ツイート 

図2 ツイート検索システムの概要

N
TT

 D
O

C
O

M
O

 T
ec

hn
ic

al
 J

ou
rn

al



検索受付サーバにて処理される（図

2②）．本サーバは関連ツイートをダ

イレクトボックスに表示するかを判

定するため，有名人／イベントDB

を用いて検索クエリとの適合性を判

定する（図2③）．適合すると判断し

た場合，ツイート検索サーバに対し

てツイート検索要求を行う（図2

④）．ツイート検索サーバでは，検

索要求を基にツイートの検索を行う

（図2⑤）．例えば，有名人の検索要

求であれば，有名人のTwitterアカ

ウントから最新のツイートを検索す

る．また，「台風」などのイベント

を表すワードであれば，台風に関連

する（複数の）アカウントから適合

するツイートを検索する．検索結果

は所定のフォーマットにて検索受付

サーバに返却される（図2⑥）．一方

で，ユーザからの検索クエリはその

他検索サーバにも送信され（図2

⑦），ツイート検索の結果とともに

検索結果画面を構成し（例：図1

（b）），ユーザ端末に返却される（図

2⑧）．

ダイレクトボックスに表示された

ツイート検索結果から，「ツイート

をもっと見る」など追加情報をユー

ザが要求した場合や，ツイート検索

結果内の検索ボックスから検索がな

された場合は，上記で述べた検索受

付サーバは経由せずに直接ツイート

検索サーバに要求がされる．ツイー

ト検索システムでは，有名人やイベ

ントなどのピックアップアカウント

を提示するために，検索受付サーバ

と同期された有名人／イベントデー

タベースを保有している．検索要求

を受信した際に，本データベースを

参照してピックカップアカウントを

検索結果として表示するか判定し，

ヒットした場合は該当するアカウン

トのツイートを検索し，ピックアッ

プアカウントとして表示する．ま

た，ピックアップアカウント以外に

も一般のツイート本文の中からキー

ワード検索を行い，「ミンナのツイ

ート」として検索結果を表示する

（例：図1(c)）．

3. トレンド検索シス
テム

3.1 サービス概要
ツイート検索だけでなく，Twitter

上での話題を提供することでさらに

楽しんでもらえるようトレンド検索

（図3（b））の提供も行っている．

トレンド検索サイトでは，Twitter

上のツイート解析結果を用いること

で次の4つの機能を利用できる．

①話題のツイート画像

Twitter上で注目されている画

像を集約して表示．さらに，

各々の画像に関連するツイート

を閲覧可能（図3（c））

②話題の有名人

Twitter上で注目されている有

名人をランキング表示．さら

に，各々の有名人に関連するツ

イートを閲覧可能（図3（d））

③話題のキーワード

Twitter上で注目されているキ

ーワード（以下，HOTキーワー

ド）を表示．さらに，各々の

HOTキーワードを本文に含む

ツイートを閲覧可能

④話題のハッシュタグ

Twitter上で注目されているハ

ッシュタグを表示．さらに，

各々のハッシュタグを含むツイ

ートを閲覧可能

なお，HOTキーワードは前述の

ダイレクトボックス発動条件に適宜

適用されるので，HOTキーワード

が検索された場合は，関連ツイート

が検索結果として表示される．これ

によりユーザは，まさに世の中で起

こっているリアルタイム情報をさら

に知ることができる．

3.2 トレンド解析システム
図4にトレンド解析システムの構

成図を示す．現在トレンドとなって

いる情報を提示するために，ツイー

ト解析はリアルタイムに行われる．

以下，ツイートの解析処理の流れ

について述べる．3.1節にて紹介し

た4つの機能については一連の処理

として説明する．

まず，未成年などに望ましくない

単語（NGワード）を含むツイート

を解析対象から除外する．次に，解

析対象と判定されたツイートから

単語，ハッシュタグ，URLを抽出す

る．ここで，単語抽出にはあらかじ

め用意しておいた日本ユーザ向け

の有名人やトレンドワードの辞書

を利用して行う．この辞書には，ツ

イート上でのさまざまな表現に対

応するために有名人の正式名称，呼

称のほか，webをクローリングして

収集した新語が含まれている．有名

人・トレンドワード辞書を用いて，

ツイートを解析することにより日
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本で話題の有名人，HOTキーワー

ド，話題のハッシュタグの候補を抽

出している．

また，抽出に際して以下の処理を

行う．①話題の有名人の候補につい

ては有名人辞書内の表記揺れである

正式名称，各種呼称をひとまとめに

する．②ハッシュタグの抽出は#か

らスペースまでの一連の文字列を抽

出し，辞書は用いない．③URLの抽

出では，ツイート内のURLのうち，

遷移先が画像共有サービスになって

いるものを対象とする．Twitterには

投稿可能な文字列長が140文字以内

という制限があることから，ツイー

ト内のURLを短いものに置き換え

るURL短縮サービスが利用される

ことが多い．URL短縮サービス提供

者は複数存在するため，同一の画像

に対して複数の短縮URLが存在し
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（a）ツイート詳細検索 

リアルタイム検索 

「台風」を検索 

ピックアップアカウント 

「ドコモ太郎」を検索 

みんなのツイート 

△△△_info（大気庁） 

（10分前）RT（13） 返信 ･詳細 

【台風情報】非常に強い台
風は沖縄を暴風域に巻み込
み北上中． 

ミンナのツイート 

このキーワードの関連ハッシュタグ 

×××△△△ 

　リアルタイム検索TOPへ 
　Menuへ 

ご利用にあたって 
画面の見かた　免責事項 
[PR]について 

©　NTT　DOCOMO

返信 ･詳細 

家の外が暴風雨で外出でき
ないよ。沖縄の方は大丈夫
なんだろうか？ 

#tyhoon　　#taihuinfo
>>もっと見る 

http://××××■■■■ .jp

□□□●●● 

返信 ･詳細 

ゲリラ豪雨ってすごい！！！
RT@hogehoge電車の中から
撮ったゲリラ豪雨．新宿方面

すごいな…http://×××××××× 

（2分前）RT（19） 

△△△□□□ 

返信 ･詳細 

新宿ってことはこれから秋葉
原にも来るのか？RT @○△
×○△×電車の中から撮っ

たゲリラ豪雨．新宿方面すごいな… 

（10分前）RT（41） 

検索 

検索 

気になるワードで検索してみよう★ 

Twitterで話題の画像とミンナのツ 
イートをチェックしよう★ 

今，Twitterで話題の有名人！ 
1位 

2位 

（b）トレンド検索 

リアルタイム検索 

話題の有名人 

HOTキーワード 

話題のハッシュタグ 

話題のツイート画像 

ミンナのツイートを見る 

話題の画像を見る 

ドコモ花子 
★★★★★★★ 

ミンナのツイートを見る 

有名人のアカウントを探す 

・過去のHOTキーワードはコチラ 

話題の有名人をもっと見る 

HOTキーワードをもっと見る 

>>話題のハッシュタグもっと見る 

（7/7　14：50更新） 

（7/7　14：50更新） 

ドコモ太郎 
○○○○○○○ 

1位 

2位 

話題の有名人 

ミンナのツイートを見る 

ドコモ花子 
★★★★★★★ 

ミンナのツイートを見る 

ドコモ太郎 
○○○○○○○ 

3位 
ドコモダケ 
□□□□□□□□ 

大雨　　台風　　熱愛報道　　復活 
ドコモ　セミ入りアイス　39.9℃ 

#●●●　#docomo　#▲▲▲ 
#nadeshiko　#japan　#■■　 
#★★★★★ 

（c）話題のツイート画像 

（d）話題の有名人 

リアルタイム検索 

話題のツイート画像 

前のページへ　¦　次のページへ 

リアルタイム検索 リアルタイム検索 

リアルタイム検索 

話題のツイート画像 

前のページへ　¦　次のページへ 

前のページへ　¦　次のページへ 

http://×××××××× 

この画像に関するツイート 

△△△□□□ 

返信 ･詳細 

ドコモ太郎がこの間海外で
英語公演したんだって。やっ
ぱこれからは日本の俳優も英
語ができなきゃなんだなー。。。 

うちも勉強しよう！ 

（1分前）RT（8） 

★★★××× 

返信 ･詳細 

ドコモ太郎が海外で英語
公演したんだって． 
やり手だねぇ． 

（2分前）RT（18） 

○○○■■■ 

返信 ･詳細 

ドコモ太郎さんを渋谷で
見たよ！意外に大きな人
だった． 

（5分前）RT（30） 
ツイート詳細検索サイト内のリンク「リアルタイム 
検索TOPへ」より，トレンド検索サイトへ遷移可能 

図3 トレンド検索のサービス概要図

ツイート 

URL抽出結果 

ハッシュタグ 
抽出結果 

キーワード 
抽出結果 

有名人 
抽出結果 有名人・トレンド 

ワード辞書 

単語， 
ハッシュタグ， 
URL抽出 

URL展開 

NGワード 
除外 

トレンド解析 

図4 トレンド解析システム構成図
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得る．そこで，短縮URLについては

事前に元のURLに展開しておく．

トレンドの判定は，解析の対象と

なる時間を決め，その時間内の出現

頻度などの集計結果に基づいて行わ

れる．前記のステップにて抽出され

た単語，ハッシュタグ，URLを対象

に集計処理を定期的に行うことでト

レンドの解析を行い，現在話題にな

っている画像，有名人，キーワード，

ハッシュタグの提供を可能にした．

4．あとがき
本稿では，ドコモユーザをターゲ

ットとして開発したリアルタイムツ

イート検索サービスの紹介，および

システムの解説を行った．今回の開

発では，Twitterに馴染みのないユー

ザにも親しんでもらえるように，有

名人やイベントに関する検索がされ

た際に一般の検索結果に混ぜてツイ

ートを紹介する仕組みや，Twitter上

でのトレンドをリアルタイムで解析

する技術が特徴となっている．紹介

したサービスは，すでにiモードお

よびスマートフォンよりリリースさ

れており，実際に利用することが可

能となっている．

今後は，位置情報やその他メディ

アの連携などを通じて，即時に旬の

情報を分かりやすく届けられるよう

な新たなサービスおよび技術の開発

を行っていく．
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