統計分析ツール tailstat で本棚.org から選ぶ「僕らの大切な本」
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本論文では統計分析ツール tailstat を用いた事例として，書籍情報の共有サービスである本棚.org
から「あるコミュニティにより大切にされている書籍」を発掘するサービスの開発について報告す
る．tailstat は母集団分布が既知であり，また中心極限定理が適用できないような小標本の分析に適
する統計分析を可能にするツールである．具体的にはたくさんのコンテンツにユーザがアクセスし，
金銭的対価を支払ったりコメントやレーティングなどを行うような Web サービスにおいて，アクセ
ス数ランキング上位ランカーなどのいわゆる「ベストセラー」の陰に埋もれている，「小規模ではあ
るが特異な人気を博す」コンテンツの発掘を可能にする．

“Our Precious Books in Hondana.org” Selected by
Statistical Analysis Tool Tailstat
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In this paper we report our development of “our precious books in Hondana.org” that searches books loved
by certain communities in a book-related information sharing service Hondana.org using a statistical analysis
tool tailstat. The tailstat facilitates statistical analyses with small sample sets from given populations, which
render the central limit theorem inapplicable. It suits for searching extraordinarily popular contents among
some small communities and thus often hidden beneath so called “best-seller” contents in usual best-seller
rankings of web services where the visitors are supposed to pay money or spend effort of giving comments or
ratings.
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来訪の分布と対価支払いの分布

5.

まとめ

本論文で はユーザ参加型書籍情報 共有サイト本
図1 来訪の分布 f．横軸は１冊の本の被登録数．実際は横軸が
239 まで続くが，その一部を切り出してある．縦軸は頻度．

棚.org に統計分析ツール tailstat を適用し，書籍発掘サ
ービス「僕らの大切な本」を開発したことを報告した．
これは tailstat による来訪・対価支払い型 Web サービ
スの分析が汎用性をもち，かつ有効なデータマイニン
グ手法であることを示す事例としても重要である．
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図2 対価支払いの分布 g．横軸（対数軸）は１冊の本が１回の
登録で得る大切度で，0 から１の間の値をとる．縦軸は頻度．

4.

結果

表１に，tailstat を用いて算出した希尐度に基づく書
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