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外国語学習支援のための文脈を考慮した
語の用例ごとの難しさ計算モデル

江原遥
東京学芸大学

ehara@u-gakugei.ac.jp

概要 外国語の語彙学習では、多く出現する語（高頻度語）ほど学習上重要と一般的に考えられている。一方、高
頻度語には、語の出現ごとに意味が異なる場合が多くある（多義語）。高頻度語の中にも、学習上の優先度が低い
語の使い方（用例）がある。理想的には、単に語の頻度に基づいて学習上の重要度（難しさ）を決めるのではな
く、母語話者が書いたテキストの語の出現（用例）ごとに、語の用例の学習上の優先度まで出力してくれることが
望ましいが、そのようなシステムは現状ない。本研究では、BERT[Devlin+,2019]に基づく深層言語モデルと深
層外れ値検知モデルを組み合わせ、意味的に例外的な用例を除外し学習上の優先度を自動決定して学習者に提示
するシステムを提案する。そして、英語母語話者の監修のもと、語の用例を学習者が知っているか否かを問う評
価用データセットを新たに作成し、このデータセットを用いた提案手法の評価について述べる。提案手法は、例
えば母語話者の Twitterコーパス中で主要な表現を特定することによって、文法的には正しくとも口語表現とし
ては外れ値であるような表現を特定し、自然な口語表現の学習などに利用できる可能性がある。

キーワード 学習支援，可視化，推薦

1 はじめに
外国語学習において，語彙学習は学習者が学ぶのに必

要な時間が長いうえ，読解力をはじめとする全般的な語
学力と相関が高いため，特に支援を要する．語彙学習の
支援においては，学習者が適切な語の使い方を学べるよ
う，各単語の主要な使い方（用例）を学習者に提示した
いニーズがある．Webなどから母語話者が実際に用い
た作文や発話を集めた大規模コーパスは，均衡コーパス
などの形で容易に入手可能になってきた．こうしたコー
パス中の，ある単語の出現のうち，どの出現が学習者が
覚えるべき主要な用例に相当し，どの出現が例外的であ
るのかがわかれば，学習者にとって有用と思われる．
この時，単にコーパス中の当該単語の出現箇所を羅列
するのではなく，次のような提示を行うと，より語彙学
習に有用であると予想される．

1. 多義語については語義を考慮し，類似した語義を
持つ出現をまとめて提示してくれる機能

2. 覚えるべき主要な語義の出現と，例外的な語義の
出現を分けて提示し，学習者にとって重要な語義
を推薦してくれる機能

しかし，このように．語の出現ごとに語義を付与したり，
覚えるべきかどうかを判定する作業を，人手で行うこと
は，アノテーションコストが高すぎ，非現実的である．
語の各出現に対して自動的に語義を付与するタスクは，
古くから語義曖昧性解消（Word Sense Disambiguation，
Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

WSD）として研究されている．しかし，WSDの技術を
直接利用した上記機能の実現は，次の理由により難しい．
まず，多くのWSDの研究は，一部の頻出語かつ多義語
である語だけを対象にしている．一方，機能 1は学習者
が調べたい全ての語に対して行える事が望ましい．全て
の語を対象としたWSDである all-words WSDの研
究は，比較的少ない [15]．次に，WSDは，正確に語義を
付与することが主目的であり，WSDの技術からは，語
義ごとの主要性（学習上の優先度）を付与する機能 2は
直接的には実現されない．例えば，語義が 3種類あり，
そのうち 2つは主要だが意味が似通っており，1つの語
義はほとんど出てこない場合，学習者の観点からは，主
要な 2 つの語義間の正確な分類よりも，各出現が主要
な語義の出現であるのか，例外的であるのかの方に関心
があると思われる．このように，語の各出現の主要性判
定は，WSDからは直接実現される機能ではなく，WSD

とは異なる仕組みが必要になろう．最後に，WSDのう
ち，人間のアノテータが人手で付与した語義ラベルを教
師データとして用いる教師ありWSDの設定では，教師
データ作成に，やはり高いアノテーションコストが必要
になる問題がある．
語義については，近年，文脈を考慮して単語の各出現

（用例）ごとに，異なる埋め込みベクトル表現を求める
「文脈化単語埋め込み」の手法が，主に自然言語理解のタ
スクにおいて大きなブレイクスルーを起こしており [2]，
語義曖昧性解消にもすでに利用されている [14]．文脈化
単語埋め込みベクトルは出現ごとの意味的情報を含んで
いるため，上記の 1，2の機能を実現する上で重要である
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と思われる．しかし，文脈化単語埋め込みベクトルは，
通常，数百次元程度の高次元ベクトルであるため，その
まま提示しても外国語学習者は理解できない．文脈化単
語埋め込みベクトルを用いて，上記の 1，2の機能を実
現するためには，まず，文脈化単語埋め込みベクトルを
次元圧縮し，可視化することが必要になる．次に，1の
実現のため可視化空間でのクラスタリング，2の実現の
ために各ベクトルの主要度の計算の，3種のタスクを行
う必要があろう．この 3種のタスクを同時に行う手法と
して，「教師なし深層異常検知」[9]が挙げられる．この
手法では，深層学習によってデータを可視化次元に圧縮
し，クラスタリングを行いながら，どのクラスタからも
離れているデータ点を外れ値（異常）として検出する．
そこで，本研究では，文脈化単語埋め込み [2]と教師

なし深層異常検知 [9]に基づき，人手のアノテーション
情報なしで 1，2の機能を実現することで，語の多義性・
主要性を学習者に提示する手法を提案する．また，本研
究のために，著者が知る限り初めて，第二言語学習者の
語義ごとの語彙知識を確認するテストを英語母語話者の
チェックのもと作成し，データセットを作成した．
本稿の貢献は，提案手法の有用性を定量的・定性的に
示したこととデータセット作成である．“figure”という
複数の主要な語義を持つ語に対して提案手法を適用する
ことで，提案手法により，WSDなどと異なり，複数の
主要な語義が適切に「主要」と判定されていることを示
したことである．

2 関連研究
語彙学習支援システムについては，[13]に詳細な関連
研究がまとめられている．
2.1 複雑単語推定と既習語予測問題
テキスト中で語学学習者にとって難しい語を探すタス
クは，自然言語処理分野ではComplex Word Identifica-

tion (CWI，複雑単語推定)と呼ばれる [7, 8]．複雑単語
推定は，必ずしも語学学習者が語を知っているかどうか
には関わらず，母語話者や語学学習者が，他の語学学習
者にとって難しいと思われる語を発見するタスクであ
る．これは，複雑単語推定の目的がテキスト簡単化であ
るため，語を知っているかどうかは副次的な問題である
ためと推測される．複雑単語推定と類似しているが，異
なる設定のタスクとして，学習者が知っている単語を探
す既習語予測問題が挙げられる．これは，覚えるべき語
の学習者への提示を目的としている．既習語予測問題に
関しては，[11]の報告がある．この方法では，やはり，
既習語予測問題をニューラルなモデルとして定式化して
いる．

2.2 用例情報提示
語彙学習のために文脈化単語埋め込みに基づき，用例を

提示する研究は，[10, 4, 11, 12]が挙げられる．このうち，
[10, 4]では，単純に主成分分析（Principal Component

Analysis, PCA）を用いて 2次元に可視化していたが，
クラスタリングは行われておらず，どの単語がどの程度
重要かも示されていない．
学習者の単語テストのデータから，文脈化単語埋め込

みの可視化自体を学習する方法はあるが [11, 5]，単純
に線形写像が用いられており，本稿で述べる非線形な可
視化は行われていない．[12]では，深層異常検知と単語
テストデータを組み合わせて可視化を学習するモデルが
提案されているが，実験結果の可視化例は言及されてい
ない．

3 深層異常検知
深層異常検知の近年の代表的な手法として，DAGMM[9]

が挙げられる．DAGMMは，クラスタリング手法とし
て有名な混合ガウスモデル（Gaussian Mixture Model,

GMM）を深層化し，異常検知の機能を持たせた手法であ
る．高次元ベクトルを次元圧縮し，低次元表現でGMM

に基づくクラスタリングをした上，直感的には各クラス
タ中心からの距離の和として理解できる「エネルギー値」
を計算し，どのクラスタ中心からも遠い点を異常として
検知する．語義曖昧性解消に関連して，文脈化単語埋め
込み表現をクラスタリングして，各クラスタを語義とみ
なしてまとめる手法が提案されている [14]．GMMはク
ラスタリングの代表的な手法であるため語義曖昧性解消
の既存研究との親和性・解釈性を考慮して，DAGMM

を選択した．DAGMMは自然言語処理では応用例は少
なく，知る限り他に固有表現抽出での応用例があるのみ
である [6]．
DAGMMは，入力ベクトル x⃗をオートエンコーダを用

いて低次元表現 z⃗に変換し，z⃗から x⃗を再構成する深層
学習モデルである．再構成したベクトルを x⃗′ = g(z⃗c; θd)

とし，低次元表現を z⃗c = h(x⃗; θe)とする．再構成した
ベクトルと元の入力の近さを測る関数を z⃗r = f(x⃗, x⃗′)

とする．ここで，この近さとしては複数の関数が利用で
きる．DAGMMの特徴は，低次元表現と再構成の誤差
をつなげた z⃗ = [z⃗c, z⃗r]を最終的な潜在表現として利用
することである．再構成の誤差が，潜在表現空間での距
離に直接影響する．潜在表現のクラスタリングは，典型
的な GMMの表記にならい，式 1で定義される．ここ
で，K はクラスタ数，N はデータの数，MLNはMulti

Layer Networkの略である．また，クラスタ kの混合係
数は式 2，平均と分散共分散行列は式 3となる．

p = MLN(z; θm), γ̂ = softmax(p) (1)
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ϕ̂k =
N∑
i=1

γ̂ik
N

, (2)

µ̂k =

∑N
i=1 γikz⃗i∑N
i=1 γik

,
ˆ⃗
Σk =

∑N
i=1 γ̂ik (z⃗i − µ̂k) (z⃗i − µ̂k)

⊤∑N
i=1 γ̂ik

(3)

ある入力 x⃗の潜在表現 z⃗について，これが異常である
度合いは，式 4のエネルギー関数の値であらわされる．
これは，直感的には，k番目のクラスタの中心 µ̂k から
Σ⃗k を用いて z⃗への距離を測り，全クラスタからの距離
の和が大きい z⃗を異常と判定していると解釈できる．も
ちろん，「異常」の比率はデータに依存する．[9]の例で
は，単純に，エネルギー値上位 20%を異常と判定して
いる．

E(z⃗) = − log

 K∑
k=1

ϕ̂k

exp
(
− 1

2 (z⃗ − µ̂k)
⊤
Σ⃗−1

k (z⃗ − µ̂k)
)

√∣∣∣2π ˆ⃗Σk

∣∣∣


(4)

訓練は，ニューラルネットワークのパラメタ θe, θd, θm

に対して，下記の目的関数を最小化することで行う．L

はベクトルの再構成に関する損失関数，P は罰則項であ
り，λはハイパーパラメタである．

J(θe, θd, θm) =
1

N

N∑
i=1

L(x⃗i, x⃗
′
i)+

λ1

N

N∑
i=1

E(z⃗i)+λ2P (Σ̂)

(5)

4 提案手法：テスト理論の考え方に基づく語
彙テスト結果データを用いた閾値自動決定

提案手法の考え方をまとめよう．例えば “figure” と
いう用例を考える．対象としたいコーパス中の全ての
“figure”の出現に対して，BERTなどの事前学習済言語
モデルを用いて，各出現の文脈化単語埋め込みベクトル
を求める．この文脈化単語埋め込みベクトルは，各出現
における “figure” の意味を表していると思える．つま
り，テキスト中に “figure”が現れるたびに，その出現に
おける “figure”の意味を表すベクトルが作られる．従っ
て，テキスト中の “figure”の 1つ 1つの出現を “figure”

の用例とみなせるので，以後，「用例」と「出現」を同
一視する．
この “figure”の文脈化単語埋め込みベクトル集合に対
して，外れ値検知を適用することで，この “figure”の各
用例の例外性の値（エネルギー値）を付与できる．例外
的でない単語は重要であり，教育上覚えたほうが良い主
要な単語とみなせる．では，具体的に，どの程度例外的
な単語が主要と言えるのだろうか？この点を，主観や直
観に頼るのではなく，データから求めたい．すなわち，
各用例の例外性の値の閾値をデータから決定したい．

語彙テスト結果データ（いわゆる単語テストの結果
データ）と，テスト理論の考え方で，この閾値を自動決
定できるという点が，本研究の提案である．具体的には
次のようにする．
DAGMMでは個々の入力ベクトル x⃗の低次元表現 z⃗

に対して異常度 E(z⃗)を計算し（紙面の都合により，具
体的な定義式は [9]を参照），異常度が閾値以上のものを
異常と判定する．本稿では，閾値未満のものを主要と呼
ぶことにする．提案手法では，E(z⃗)の閾値を語彙テス
ト結果データに合わせ調整するため，テスト理論 [1]を
参考に，DAGMMの最終層に次の層を追加した．j を
学習者の添字，iを項目（語）の添字とするとき，学習
者 j が語 iに正答する確率を

P (yi,j = 1|j, i) = σ(aj − di) (6)

とした（σは logistic sigmoid関数）．
aj は能力，diは困難度のパラメタである．さらに，主

要と判定される用例数が多い語ほど簡単になるように，

di ∝ − log(freq(E(z⃗i) < t) + 1) (7)

とし，閾値 tを自動調節する．z⃗iは語 iの（複数の）用
例ベクトルを表し，freqはその中で条件を満たす用例数
を表す．

5 データセット作成
本研究の目的は，外国語の語彙学習において，多義語

に対する難易度を客観的に数値化することである．しか
し，多義語ではなく通常の単語テストのデータはあるも
のの [3]，そもそも，外国語学習者に対して，多義語の各
語義についての知識を問う語彙テスト結果のデータで広
く利用可能なデータは，知る限りない．そこで，今回，
このデータセットを新たに作ることにした．これが，本
研究の主要な貢献の 1つである．
例えば，“period”には，通常の期間という意味の他に，

生理という意味がある．このように，語の通常の意味と，
あまり使われない意味の双方の意味を問うテストを作成
した．複数の英語母語話者の確認により問題として成立
していることを確認した上で，，クラウドソーシング上
で 235人の被験者から回答を得た．期間の “period”の
正答者は 180人，生理の “period”の正答者は 76人であ
り，後者が明らかに難しいことから，異常度が低い用例
が直感的にも語の主要な用例であることが質的・量的に
示された．全体で 13語の主要/非主要な語義を各々学習
者に問い，平均正答率は主要語義で 68.2%，非主要語義
で 39.8%であった．このデータや詳細な関連実験につい
ては，http://yoehara.com/に公開予定である．
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図 1 “figure”の主要な用例．丸い各点は，各用例（コーパス中の各出現）に対応する．▲を濃い赤の部分（主要）な用例
に合わせた．テキスト中の数値からも，主要な用例と判定されていることが分かる．

図 2 “figure”の例外的な用例．▲を濃い緑の部分（例外的）な用例に合わせた．テキスト中の数値からも，例外的な用例
と判定されていることが分かる．

6 実験結果
イギリス英語母語話者による英語の均衡コーパスと

して，代表的な British National Corpus（BNC）のう
ち，10万文に対して BERT[2]を適用し，最も上位の層
（出力に近い層）から文脈化単語埋め込みベクトルを得
た．BERTモデルとしては，bert-base-uncasedを用
いた1．文脈化単語埋め込みベクトルの次元数は 768で
ある．入力された単語に対して，対象データ中の全単語
の出現と，各出現に対応する文脈化単語埋め込みを取得
できるようにした．
実装は，第三者によって公開されているDAGMMの

PyTorch実装をもとに行った2．訓練のハイパーパラメ
タは，次元数の他は，この実装で用いられているものと

1https://github.com/huggingface/transformers
2https://github.com/danieltan07/dagmm

同一とした．特に，DAGMMのクラスタ数は 4と設定
されている．
DAGMMによる用例の潜在表現 z⃗の最初の 2次元を

可視化した．ここでは，色が濃いほど，エネルギー値が
高く，外れ値であると判定されている．紙面での見やす
さを考慮して．z⃗のうち最初の 2次元分を用い，図 1と
図 2に “figure”の語の用例の可視化例を示した．対象の
10万文中，“figure”は 215回出現した．各点が “figure”

の各出現の文脈化単語ベクトルを 2次元座標上で表現し
たものであり，各出現に対応している．各点の色は式 4

であらわされるエネルギーの値を表す．この値は高いほ
ど例外的，すなわち，緑色ほど例外的と判定されている．
逆に赤いところほど例外的ではない，主要な用例と判定
されており，直感的にはヒートマップと解釈できる．
横軸・縦軸は，それぞれ，DAGMMの潜在空間表現

- 4 -
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z⃗の第 1次元，第 2次元である．灰色の三角形の点は基
準点であり，この点に図上で最も近い順に，10点を並
べ，これに対応するテキスト 10件が，用例として右側
に提示されている．用例の左側にあるのは，実際に計算
されたエネルギー値である．基準点はマウスでドラッグ
して動かせるようになっており，学習者は興味のある点
の近くに基準点を移動させることによって，どのような
用例があるのかを把握できる．
さらに，例外的と判定された用例（E(z)が閾値以上で

ある用例）を “+”表記で表すことで，例外であることを
明示している．閾値は自動決定されており，Threshold

で示される．
まず，図 1を見ると，いくつかのクラスタに分かれて
いることがわかる．この可視化が，各用例の語義を反映
していれば，学習者にとって，「はじめに」で説明した，
1の機能のためには有用であろう．しかし，元の高次元
ベクトルを 2次元で表現することは難しく，各クラスタ
が語義を反映していないこともある．可視化・クラスタ
リングの観点では有用でない結果であっても，学習者に
とっては，学習の優先度が高い用例が示されていれば，
2の機能の観点では有用であろう．図 1では，各点の属
しているクラスタに関わらず，クラスタの中心部分が赤
く，クラスタの端の部分が外れ値として判定されている
ことがわかる．
最後に，前述のデータセットで，複数の英語母語話者
の確認のもと，例外的であると判定されたテスト問題を
作成したことを述べた．図 1の x軸 0のすぐ上のあた
りに，■で示される緑色の点があることがわかる．これ
が，複数の英語母語話者の確認のもと，「例外的」であ
るという確認が取れている文例である．具体的には，こ
の文例は，“He is a father figure for me.”という文例で
あり，人物の意味の “figure”であるものの「父親のよう
な存在」という意味である．
図 1，図 2に “figure”の例を示す．“figure”は英語学
習者が初期に学ぶ重要単語でありながら，主要な意味に
「数字」や「人物」などの様々な意味が現れる単語であ
る．どの意味も同程度に重要なため，語彙学習支援の場
においては，語彙曖昧性解消などと異なり，主要な用例
として，どの意味も現れてほしいという状況がある．
図 1に，参照点▲を濃い赤の部分に異動させ，“figure”

の主要な用例のリストを表示させた．この例では，“child-
like figure”（子供っぽい人物）のように，人物としての
“figure”が▲の近くに表示され，主要な用例として提示
されている．一方，“six-figure”（6桁の数字）というよ
うに，数値の意味での “figure”も主要な用例として提示
されており，人物の意味での “figure”と数値の意味での
“figure”どちらも主要な用例として判定されていること

図 3 “figure”のエネルギー値のヒストグラム．データに
合わせて自動決定された閾値は 4.97．

表 1 各語の例外的/主要な用例のリスト
語 単語頻度 例外と判定された用例の数 その比率
see 1359 9 0.66 %

time 2864 27 0.94 %

period 377 2 0.53 %

figure 215 6 2.79 %

poor 276 0 0.00 %

microphone 23 0 0.00 %

pub 346 4 1.16 %

deficit 138 1 0.72 %

が分かる．これは，単に語義ごとに用例を分類する語義
曖昧性解消では得られない，新しい結果である．
最後に図 2 に，例外的と判定された用例の “figure”

を示す．閾値が約 4.97であるので，例外的な用例は少
なく，この位置に固まっていることがわかる．この例で
は，“father figure”や “male figure”のように，単純に
珍しい使われ方をしている用例が例外的と判定されてい
るように見うけられる．これは，BERTも近隣の語の出
現パターンから文脈化単語埋め込みベクトルを生成する
ので，単純に単語の組み合わせがなかなか出てこない用
例が例外的と判定されているものと思われる．
図 3に，“figure”のエネルギー値のヒストグラムを示

す．このヒストグラムを図 2と合わせてみることで，例
外的な値がどの程度少ないのかを読み取ることができ
る．特に，複数の英語母語話者が例外的な用例と同意し
た “father figure”の例は，実際，かなり高い例外性を持
ち，用例としても意味的に稀であることをシステムが認
識できていることがわかる．
6.1 例外と判定された用例の数
表 1に，提案手法により判定された，各語の用例の

うち主要な用例の単語頻度を記す．提案手法における各
単語の異常度の閾値は，学習者に対する語彙テスト結果
データ（100語種について 100人をテストしたもの [3]）
を用いて自動的に調整した．23語×100人，計 2, 300件
を訓練，10語×100人，計 1, 000件をテストに用い，学
習者の語彙テストの正答/誤答の予測精度を用いて評価
した．BNC中の単語頻度をそのまま特徴量に用いた場
合と，異常度を用いた頻度修正を行った特徴量を用いて
ロジスティック回帰で予測したところ，どちらも精度は
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図 4 データセットに対してフィッティングさせた能力値．
高いほどよい．（対数スケールで）どれぐらい稀な単語
も知っているかの尺度であると見ることができる．

0.75であった．従って，提案手法は既存手法と同等の精
度を達成しながら，図 1や図 2に示す詳細な分析が可
能であることが示された．
6.2 能力値の分布
最後に，提案手法は，テスト理論の考え方に基づいて
いるため，各学習者の能力値も同時に求められる．図 4

に能力値パラメタ aj のヒストグラムを示す．前述の式
では，例外性が閾値以内の単語の用例数の対数値をもと
に，単語の困難度 diを求めていた．能力値パラメタ aj

は単語の困難度 di と同じ尺度であるため，この能力値
は，対数スケールで学習者が知っていると思われる単語
の用例数を表していると解釈できる．このように，テス
ト理論を用いた考え方によって，教育的説明性の高いモ
デリングを行うことができる．

7 おわりに
本稿では，教師なし深層異常検知に基づく外国語の語

彙学習における用例の重要度の可視化手法を提案した．
提案手法は，修正前後の用例数を特徴量に用いた精度評
価では従来手法と同等精度でありながら，主要な用例，
例外的な用例を適切に認識できる事を，データセット作
成を交えた評価で示した．また，テスト理論との関係性
により，能力値パラメタに用例数との関係からの解釈を
与え，説明性の高いモデリングを行えることを示した．
次に，今後の課題について述べる．今回は性能の定性
的な評価のために，均衡コーパスを用いて評価したが，
提案手法は「どのコーパス中の用例集合を対象とした
外れ値を考えるか」を容易に変更可能である．例えば，
Twitterなどの母語話者の口語中心のコーパスを対象と
して，書き言葉としては適切であっても母語話者のツ
イートの表現としては外れ値になり得る表現を発見す
る，といったことが，本提案手法で理屈上は可能となっ
た．今後の課題としては，このような母語話者のWeb

上の口語表現の学習などに本研究を適用することが挙げ
られる．
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Anäıs Tack, and Marcos Zampieri. A Report on the
Complex Word Identification Shared Task 2018. In
Proceedings of the Thirteenth Workshop on Innova-
tive Use of NLP for Building Educational Applica-
tions, pp. 66–78, New Orleans, Louisiana, June 2018.
Association for Computational Linguistics.

[9] Bo Zong, Qi Song, Martin Renqiang Min, Wei
Cheng, Cristian Lumezanu, Daeki Cho, and Haifeng
Chen. Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model
for Unsupervised Anomaly Detection. In Proc. of
ICLR, 2018.

[10] 江原遥. 文脈を考慮した視覚的な語彙学習支援. NLP
若手の会第 14回シンポジウム, 2019.

[11] 江原遥. 文脈化単語表現空間上の範囲の学習による語の
多義性を考慮した頻度計数法. 第 243 回自然言語処理
研究発表会予稿集, 2019.

[12] 江原遥. 深層異常検知に基づく多義語のコアミーニング
を考慮した既習語予測モデルの定式化. 言語処理学会年
次大会予稿論文, 2020.

[13] 江原遥. 語彙学習支援システム（私のブックマーク）.
人工知能学会誌, Vol. 35, No. 2, pp. 296–300, 2020.

[14] 芦原和樹, 梶原智之, 荒瀬由紀, 内田諭. 多義語分散表
現の文脈化. 自然言語処理, Vol. 26, No. 4, 2019.

[15] 鈴木類,古宮嘉那子,浅原正幸,佐々木稔,新納浩幸. 概念
辞書の類義語と分散表現を利用した教師なし all-words
wsd. 自然言語処理, Vol. 26, No. 2, 2019.

- 6 -



ARG WI2 No.xx, 2021

試験問題XMLデータのEnd-to-End生成システム
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概要 人工知能技術で大学入試問題を解くことに挑戦する「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトは，大学
入試センター試験の模擬試験において，全教科合計の偏差値 57.1を達成した．しかしながら，東ロボくんの入力
は独自の XML規格を前提としており，「人が XMLデータを作成しないと回答動作を行えない」「XMLデータ
の作成にコストがかかる」などの問題がある．このため，試験問題画像から End-to-Endで XMLデータを生成
する必要がある．そこで本研究では，センター試験のページ画像から XMLデータを生成するタスクを，「要素，
属性，構造，内容の４種類の情報の抽出，推定タスク」と「XML定義に従って再配置するタスク」の５つのタス
クに分解して再定義した．また，要素，構造および一部の属性情報について，抽出，推定実験を行った．

キーワード Information Extraction，XML, Document Layout Analysis

1 はじめに
人工知能技術で大学入試問題を解くことに挑戦する

「ロボットは東大に入れるか」（以下，「東ロボ」）プロ

ジェクト [1]は，大学入試センター試験（以下，「セン

ター試験」）の模擬試験において，2016年時点で全教科合

計の偏差値 57.1を達成した．しかしながら，その入力は

人手で電子化，アノテーションされたXMLデータであ

り [2][3]，「XML化にコストがかかる」，「人がXMLデー

タを作成しないと解答動作を行えない」などの課題が

ある．このため，センター試験の画像から End-to-End

で，XMLデータを生成するシステムが必要となる．

磯崎ら [4]は，センター試験英語の画像データに文字

認識（OCR）を行い，得られた文字列にルールベースで

XMLタグを付与する手法を提案しており，いくつかの

情報について抽出・推定，および XML化を実現した．

しかしながら，全ての情報の抽出，推定は実現できてい

ない．また，精度評価も行われていない．

そこで本研究では，東ロボプロジェクトが公開してい

る XML仕様（以下，「東ロボ XML仕様」）を要素，属

性，構造，内容の４種類に分け，それぞれで抽出，推定

モデルを構築し，精度評価を行った．

2 研究背景

2.1 東ロボくん プロジェクト
東ロボプロジェクト [1]は，大学入試センター試験お

よび二次試験問題を解く人工知能の開発を目的としてい

る．しかしながら，その目的は「試験問題に正解する」

ことであり，問題を読み取る動作において，人の手作業

を許容している．すなわち，入力データは画像形式では

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

なく，計算機にとって扱いやすいXML形式を前提とし

ている [1][2][5]．そして，XMLデータの作成は，人が行

う必要がある [4]．

2.2 センター試験 XML データ
センター試験XMLデータは，1990～2017年度の大学

入試センター試験問題を，XML形式で電子化したデー

タセットである．東ロボくんプロジェクトが公開1して

おり，プロジェクトが独自に策定したXMLベースのア

ノテーション仕様 [3]（以下，「東ロボ XML仕様」）に

従って記述されている．

2.3 End-to-End XML生成の意義
現実のセンター試験会場では，自分以外の人が回答動

作を行うことは不正行為にあたる可能性がある．従っ

て，試験問題画像から XMLデータを生成する処理も，

End-to-Endで行う必要がある．よって本研究では，試験

問題の画像データを入力とし，センター試験XMLデー

タを出力するまでの一連の処理を，End-to-End で実現

するシステムの開発を目標とする．

2.4 4情報について
XML(eXtensible Markup Language) 2 は，あらゆる

文書を電子化する目的で策定されたマークアップ言語で

ある．本研究では，XMLデータを End-to-Endに生成

するシステムの実現のために，XMLを要素（element），

属性（attribute），構造（struct），内容（content）の 4

情報に分解することを提案する．

2.4.1 4情報に分解する利点

XMLを要素，属性，構造，内容 の４情報に分解する

ことにより，「センター試験 XMLデータの構成情報を
1https://21robot.org/dataset.html
2Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition)

W3C Recommendation https://www.w3.org/TR/xml11/

- 7 -



Webインテリジェンスとインタラクション研究会予稿集

抽出・推定するタスク」を，「XMLタグ検出」，「分類，回

帰」，「XMLタグソート」，「OCR」の４つの具体的なタ

スクに分解できた．また４情報は，一般的なXML記法

に対応しており，抽出・推定された情報をXMLデータ

の対応する位置に書くことできる．これにより，XML

データへの統合も半自動的に行うことができる．なお，

東ロボXML仕様は 4情報への分解で十分であるが，他

のXML規格，データセットの場合はその限りではない．

2.4.2 4情報の End-to-Endシステムにおける役割

図 1 は，４つの抽出・推定モデルの出力がXMLデー

タのどこに表記されるかを，色分けで示した図である．

図 1 4情報の抽出・推定モデルと XMLデータとの関係

図中央の XML データを，生成したいセンター試験

XMLデータとする．周りの４つの四角は，４情報の抽

出・推定モデルであり，それぞれ要素，属性，構造，内

容情報を出力する．それら４情報は，XMLデータ内の

対応する（色の）位置に表記される．

このように，4情報への分解は，XMLデータ生成タ

スクを４つの具体的な抽出・推定タスクに分解すると同

時に，それらを表記する場所を決める役割を持つ．

3 4情報の定義とXML記法との対応
本研究では，XML形式で表現可能な文書（試験問題）

を，要素，属性，構造，内容の４情報に分解する．４情

報の定義と，XML記法との対応関係を以下に示す．

3.1 XMLタグ，内容情報
XMLにおいて，デザインや構造，意味などのメタ情

報は，図 2 のように，文や図表などをXMLタグでマー

クアップすることで表現される．

図 2 XMLタグと内容の位置関係

XMLタグには， start-tag と end-tag がある．XML

タグは start-tag と end-tag で囲まれた情報（以下，「内

容情報」）にメタ情報を付与することができる．

一般的に，内容情報には文章や画像，音声，動画，XML

データなどがある．なお，東ロボXML仕様には，問題

文や図，表のセルの値，キャプション文，数式の記号な

どがある．

3.2 要素，属性情報
XMLタグは，要素（element）と属性（attribute）情

報を持つ．センター試験XMLデータの例を，図 3に示

す．図 3 は，2011年の地理 B科目，第１問の問２（一

部省略）であり，左図が実際の試験問題の画像，右図が

XMLデータである．要素を赤四角で，属性を青四角で

ぞれぞれ示す．

図 3 要素，属性の例

3.2.1 要素の定義

要素はXMLタグの名前であり，XMLタグの先頭（左

端）に１つだけ指定できる．本研究では，表 1の 24の

要素を定義した．

要素名 要素の説明

title タイトル（教科名など）
info 配点などの情報．「全問必答」などの指示
question 問題領域
question min 問題領域（これ以上小問を含まない）
instruction 問題文
data 参考情報（文, 図表, グラフ, 写真...）
label ラベル（「表 1」「図 1」「A」「ア」など）
caption （主に表や図などに対する）説明文
note 注釈
img 画像データ（写真, 地図, 絵, グラフ...）
tbl 表（全体）
row 表中の行
cell 表中のセル

ansColumn 解答番号（ 3 など）

choices 選択肢（全体）
choice 選択肢（個々）
cNum 選択肢の番号
formula 数式
uText 下線付きテキスト
lText ラベル付きテキスト
blank 空欄
ref 参照（data, uText, lTxt, note, ...）
page num ページ番号
ignore 解答時に無視する情報

表 1 東ロボ XML規格で定義された要素

表 1 は，東ロボ XML の仕様書である問題構造アノ

テーション仕様書3で定義された要素に，３つの追加，修

正を加えたものである．具体的には，page num（ペー

ジ番号）と ignore（無視する情報）の追加と，question

の question, question min への分解を行なった．

3https://21robot.org/dataset.html
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3.2.2 要素の抽出モデル

本研究では，（画像から表 1の）要素情報を抽出する

モデルとして，物体検出（Object Detection）モデルを

利用する．要素の抽出に物体検出モデルを適用する手法

は，古典・近代書籍 [6][7] や論文 [8] などにも適用され，

高精度で抽出できることが確認されている．

3.2.3 要素の用途

センター試験を解く際，要素は必要不可欠である．例

えば，question の抽出に失敗した場合，解答モデルはそ

もそも問題があること自体を認識できないため，解答動

作に入ることができない．あるいは，formulaや img の

抽出に失敗した場合，解答モデルは数式や画像があるこ

とを認識できないため，数式や画像専用の解答アルゴリ

ズムを選択することができない．このように，要素情報

は，解答動作の決定に必要な情報がそこに存在するとい

う情報であり，解答モデルが適切なアルゴリズムを選択

するために必要不可欠である．

3.2.4 属性の定義

属性は，要素の補足説明であり，要素の右側に必要

なだけ記述できる．また，属性は nameと valueからな

り，name=value の形で表記される．例えば，文書内の

写真に，要素名が data である XMLタグを付与し，そ

の type が “写真” であることを表現したい場合，XML

データは図 4のようになる．

図 4 属性の例

なお，本研究では属性を @name と表記する．例えば

図 4 は，「（要素 data）の @type は “写真” である」と

なる．表 2 に，東ロボXML仕様における属性（一部抜

粋）を示す．

表 2 東ロボ XML仕様における属性（一部抜粋）
要素 属性 意味

exam

@year 年度
@subject 科目名
@range of options 選択問題の範囲
@num of options 選択する選択問題の数

question

@minimal 小問を含まない？
@answer style 回答方式（選択, 記述）
@answer type 答えのタイプ
@knowledge type 必要となる知識
@anscol 対応する解答欄の @id

data @type text, image, table, ...

cell

@rowspan
(表内に横方向のセル
　の連結がある場合)
結合されたセルの数

@colspan
(表内に縦方向のセル
　の連結がある場合)
結合されたセルの数

ref @target
参照記号の参照先の
要素の@id の値

blank @digits 空欄に指定された桁数

表 2の他に，@id（refの @targetなど，参照が必要な場

合のXMLタグの識別番号）や examにおける @source

（問題の出題機関 (大学入試センター)），誤字脱字や欠落

に対応するための @correction（文字化け箇所の正しい

文字） などがある．

3.2.5 属性の推定モデル

属性ごとに最適な推定アルゴリズムは異なる．本稿で

は，表 2 のうちの @answer type と @knowledge type

について，文章分類モデルで推定を行なった．その他の

属性情報については，要素や内容として扱うべきものや，

解答には不要な情報もあるため，解答モデルの仕様に応

じて見直す必要があると考える．

3.2.6 属性の用途

属性の用途は，XMLデータの用途によって決まる．

例えば，@answer type と @knowledge type は，解答モ

デルが最適な解答アルゴリズムを選択するために有用な

情報である．あるいは，試験問題を解くためではなく，

出題傾向の分析や検索システムといった用途で利用した

い場合は，@year や @subject といった情報が必要にな

ると考えられる．

3.3 構造情報
要素が複数ある場合，要素の順序は木構造（特に内包，

並列関係）を表現する．例えば，図 4の “写真”が，セン

ター試験の選択問題における選択肢であるとき，XML

タグは図 5のように表現される．

図 5 構造の例

3.3.1 構造の定義

文書の構造には様々なものがあるが，本稿では，「XML

タグの順序のみで表現可能な構造情報」を構造と定義す

る．XMLタグの順序は，一般的に，木構造や並列，内

包などの関係を表現できる．

3.3.2 構造情報の必要性

図 5のような構造情報は，ルールベースで情報を検索

する場合の暗黙の了解として利用される．例えば，「問

題を解く」モデルにおいて，「選択肢を読み込む」処理は

必須である．この処理を，図 5のXMLデータに対して

行う場合，最も単純なプログラムとして，「要素 choices

を検索し，その子要素の choiceを検索し，その子要素の

- 9 -



Webインテリジェンスとインタラクション研究会予稿集

cNum と data を読み込む」というアルゴリズムが考え

られる．XMLデータの構造情報が正確であれば問題な

いが，choices や choice, cNum の順序が正しくない場

合，子要素として検索しても見つからないため，選択肢

を読み込むことができない．選択肢を読み込めないと，

マークシートに書く番号が分からないため，仮に問題が

解けたとしても，回答欄に回答を書くことができない．

このような例は，文書を活用するタスクにおいて度々

発生する．試験問題においては，「選択肢」のほかに，

「question と instruction（問題文）や ansColumn（問

題番号）」，「複数の data が入れ子な状態」，「表の行列

やセル」，「uText や lText（下線，ラベル付きテキスト）

のテキストとの位置関係」など，少しでも間違えると解

答に影響を及ぼす構造情報が，多数存在する．

このように，構造情報は，XML解析を前提とした処

理において重要である．

3.4 End-to-End XML生成システム
XMLデータは，図 6 のような配置で，要素（赤），属

性（青），構造（タグの順序），内容（緑）の４種類の情

報が記述されたデータである．

図 6 要素，属性，構造，内容の記述方法

センター試験の画像から XML データを End-to-End

で 生成するシステムの実現には，これら４つの情報を

抽出，推定し，XMLに統合する必要がある．本稿では，

このうちの要素の抽出と，属性，構造の推定実験を行う．

また，End-to-End XML生成システムの実装の課題に

ついて，考察を行う．

4 実験
センター試験XMLデータの全情報の抽出，推定とい

う目標のために，要素情報の抽出と，属性，構造情報の

推定の３つの実験を行った．

本実験の目的は，以下の２つである．

• 要素，属性，構造の抽出・推定モデルの I/O（入出

力）を決定し，抽出・推定可能であることを示す．

• End-to-End 化に向けて，要素，属性，構造の抽

出・推定における制約や条件を整理する．

4.1 要素の抽出実験
4.1.1 データセット

2011年度センター試験の英語，数学ⅡＢ，地理Ｂ（３

教科１年分）の画像に対してアノテーションを行ない，

データセットを作成した．データの例を図 7 に示す．

図 7 アノテーションの例

データ数は 79ページ分であり，Object Detection タ

スクで一般的なMS COCO[9]などのデータセットと比

較すると，非常に少ない．ただし，センター試験はレイ

アウトやデザインがある程度統一されており，１年分で

ほぼ全てのレイアウトパターンを網羅することができ

る．また，１ページあたりの要素数が多く，データセッ

ト全体の要素の合計数は約 4000個であった．従って，

ページ数としては少ないが，センター試験のXMLデー

タ化に必要な特徴は，十分に学習可能であると考える．

4.1.2 モデルの学習

本稿では，Object DetectoinモデルとしてDetectron2[10]

を使用した．Detectron2は Classificationや (Panoptic,

Instance, Semantic) Segmentation, Object Detection

などを学習可能なモデルである．今回のデータセットは

Object Detectionのみのアノテーションのため，Object

Detection のみで学習を行なった．

評価指標には，MS-COCO[9] Object Detection デー

タセットの評価指標4である平均適合率 (Average Preci-

sion，AP)（以下，「COCO AP」）を用いた．

4.1.3 結果と考察

テストデータに対する Object Detection (box) の平

均適合率 (COCO AP) を，表 3 に示す．なお，AP75 は

IoU値 が 0.75 以上の予測領域を正答としたときの平均

適合率である．

AP AP75

box 57.2 68.05

表 3 Detectorn2 の予測結果の平均適合率

End-to-Endシステムにおいて，要素情報の用途は，主

に以下の２つである．１つ目は，属性，構造情報の推定

モデルの入力データとして利用するためであり，物体検

4http://cocodataset.org/#detection-eval
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出モデルの出力のうち，クラスが該当する．２つ目は，

内容情報の抽出（文章，画像などの切り出しや，文字認

識（OCR）など）に利用するためであり，クラスと矩形

領域（bounding box）が該当する．よって，APの値は

高ければ高いほど良いが，その精度の具体的な評価は，

後続のモデルへの影響（精度低下）の評価を元に行われ

るべきであると考える．その上で，全体の要素の抽出精

度は AP75 でも 70%程度であるため，後続のモデル（内

容や属性，構造の推定）の精度の低下が予想される．

4.2 属性の推定実験
4.2.1 推定対象について

表2の属性のうち，@answer typeと@knowledge type

の値の推定を行った．表 4 に，それぞれの属性値の例を

示す．@answer typeは，「問題の答えのタイプ」を 14以

上のクラス（複数指定可能）で分類し，@knowledge type

は，「問題の解答に必要となる知識」を 10以上のクラス

（複数指定可能）で分類している．

表 4 属性値の例

属性名 属性値の例

answer type

sentence, term(person, location,...),
formula,image(graph, map, ...),
referenceSymbol, orthography,
symbol-symbol-symbol, ... など

knowledge type

KS(外部の知識源),
RT(資料テキストからの判断),
IC（グラフ，図表読み取り）,
GK(一般的知識),
DM(ドメイン依存モデル),
’DIC O,GK’, ’R QA,IC O’ ... など

4.2.2 データセット

1987 ～ 2017 年度の，英語（筆記），数学 IIB 科目

からデータセットを作成した．@answer type，@knowl-

edge type は， 要素 question（小問）の属性であるた

め，入力データは question に関係する情報が望ましい

と考えられる．よって本実験では，「直前の大問の問題

文（instruction）」（内容）と，「questionタグで囲まれ

た XMLデータ」（要素（名前），属性，構造，内容）を

入力データとした．入力データの例を，図 8 に示す．

図 8 属性推定における入力データの例

4.2.3 モデル

@answer type，@knowledge type 属性それぞれにつ

いて，LSTM文章分類モデルで学習を行った．Tokenizer

は，入力がXMLデータであることから，Sentence Piece[11]

を使用した．Tokenize前後のデータの例を，図 9に示す．

図 9 Sentence Piece による Tokenize 前後の入力データ

4.2.4 結果と考察

@answer type，@knowledge typeの属性値の，LSTM

文章分類モデルによる推定精度 (正解率)を表 5 に示す．

表 5 属性値の推定精度（正解率）

英語 (%) 数学 (%)

@answer type 93.6 86.2

@knowledge type 49.3 44.0

@knowledge type の正解率が 50% 以下という結果と

なった．この原因として，まず，@answer typeは 29ク

ラスの分類問題であるのに対し，@knowledge type は

138クラスあることが挙げられる．また，@answer type

は「選択肢のデータ形式」から予測できるが，@knowl-

edge type は「問題の答えがある場所と知る方法」とい

う情報であり，問題文を詳細に読む必要があるため難易

度が高いことも考えられる．なお，XMLタグを除いて

の実験や，LSTMモデルを Bidirectional LSTM に変更

した実験なども行なったが，有意な差は見られなかった．

@knowledge type の正解率が 50% 以下であるため，

解答モデルが @knowledge type を元に解答アルゴリズ

ムを決定する場合，半分程度は間違える可能性があるこ

とが分かった．@knowledge type 推定精度向上は今後

の課題である．

4.3 構造の推定実験
4.3.1 推定対象について

センター試験のページ画像から，構造推定モデルまで

の処理の過程を，図 10 に示す．

構造推定タスクは，要素の抽出（物体検出）モデルか

ら得られた「要素（名前, 領域）の集合」と「元画像」

を入力として，正しい順序にソートされた「要素のリス

ト」を出力するタスクである．なお，本実験では「要素

領域」と「元画像」の情報は使用せず，「要素名」のみ

で推定を行った．
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図 10 構造推定までの処理の流れ

4.3.2 データセット

2011年度の，英語（筆記），数学 IIB，地理Bの 3科目

のXMLデータからデータセットを作成した．教師デー

タは，「ページごとの要素のリスト」とした．教師デー

タの例を図 11に，元画像の例を図 12 に示す．

図 11 構造推定の教師データの例
図 12 元画像の例

なお，数学科目において，数式はMathMLで記述され

ているが，本実験では formulaタグに省略した．formula

タグは，MathML仕様を学習した別の End-to-End XML

生成システムによって，MathML形式に変換する必要

がある．

4.3.3 モデル

Seq2Seq モデルを用いて，要素名のソートを行った．

エンコーダーおよびデコーダーには LSTMを使用した．

入力は，「シャッフルされた要素名の集合」とし，出力

に対する教師データは，「正しい順序に並べられた要素

名のリスト」とした．また，評価指標には BLEU を使

用した．なお，ページ内の要素の総数は最大で 80程度

であったため，Seq2Seq モデルの最大入力系列長は 100

とした．

4.3.4 結果と考察

Seq2Seqモデルによる構造の推定精度を，表 6に示す．

表 6 構造の推定精度

BLEU

構造（要素名のみ） 0.87

本実験では，入力として要素領域と元画像の情報は

使用していないが，BLEU値 0.87が得られた．このこ

とから，センター試験のほとんどの情報は，一定のルー

ルで配置（レイアウト）され，パターン化されていると考

えられる．学生にとっては，情報の検索の高速化（欲し

い情報がありそうな位置を推測しやすい）というメリッ

トになるが，その具体的な効果は未知数である．

5 まとめ
本研究の目標は，人手が必要なセンター試験XMLデー

タの生成を，東ロボくんのみで処理できるようにするこ

とである．そのためには，センター試験問題のページ画

像から XMLデータを生成する処理を，End-to-Endで

実現する必要がある．本稿では，東ロボXML仕様で定

義されている情報を，要素，属性，構造，内容の４種類

に分解し，それぞれで抽出，推定を行った．
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概要 コールセンタには，オペレータとユーザ間の問い合わせと回答のやりとりを記録した応対履歴が存在する．
応対履歴には，人間同士のやり取りで明確な記述ルールやタグが存在しないため，機械的に質問文と回答文を結
びつけることができない．従来研究で，応対履歴を Q文と A文に分類して一文対一文の QAペアを作成した際
に，分類の際に省かれてしまっている前後に存在する Q文，A文以外の文も問い合わせに関する文として評価す
る必要があることがわかっている．そこで本研究では，QAペアの前後の文を評価するために，文の文末表現に
基づいて，これまでの質問文，回答文に加えて，叙述文とその他に分類を追加して各文に新たなフラグを付与し
た．また，フラグを付与した文を用いて，Q文，A文の結合ルールの作成と評価をする．さらに，Q文，A文の
結合ルールに基づいて，一文または二文の QAペアを作成し，新たな QAペアの生成ルールを検証し，その有効
性を示す．

キーワード コールセンタ，応対履歴，QA自動生成，TF-IDF

1 はじめに
製品やサービスを提供する企業には，消費者からの問

い合わせに対応するコールセンタが存在する．企業の
コールセンタでは，マニュアルや FAQなどでは解決す
ることができない問い合わせを取り扱っている．
コールセンタのオペレータは，ユーザからの質問とそ
の回答を複数回繰り返すことで FAQやマニュアルでは
解決できない専門的な問い合わせに対応する．オペレー
タはユーザからの質問に対する回答を作成する際に，企
業のコールセンタに保管されている膨大な量の過去の事
例の中から目的に合った事例を探す．しかし，この作業
にはかなりの時間を要する上，いくつかの異なる事例が
候補に挙がった場合，最適な事例を選ぶにはそのデータ
に対する専門的な知識が必要とされる．オペレータは必
ずしも専門家ではないため，専門家に相談をしながら質
問に対する回答を作成することになるが，この場合，オ
ペレータの時間だけでなく，相談を受ける専門家の時間
も費やされるため，コスト面においてもこの課題は企業
にとって非常に解消したいものだと言える．
そこで我々は，受けた質問に類似する内容の事例を自
動で検索し，オペレータの業務の効率化ができるツール
の開発をし，コールセンタの処理効率を向上させること
で解決したいと考えた．しかし，このようなツールが未
だに実用化に至っていない背景として，コールセンタに
おける応対履歴のような，人間同士のやりとりがそのま
ま残されている生のデータには，決まった記述の型や明
確なタグ分けはなく，質問に対する回答を適切に探し出
すことが現状困難だという問題があるからである．

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

本研究では，20年以上にわたり IT分野のサポートサー
ビスを提供しており，200人以上のオペレータが 100種
程度の製品を扱っているコールセンタでの実際の応対履
歴を分析対象として，自動でQA検索を行えるツールの
開発の基礎となる，文と文の関連付け技術の問題点とそ
の改善法について検討する．
従来研究で，応対履歴を Q文と A文に分類して一文

対一文のQAペアを作成した際に，前後に存在する問い
合わせに関する文を評価する必要があることがわかって
いる．QAペアの前後の文を評価するために，文の文末
表現に基づいて質問文，回答文，叙述文とその他に分類
を追加して各文に新たなフラグを付与した．我々は，新
たにフラグを付与した文を用いて，Q文，A文を結合し
て新たなQA ペアを作成し，新たなQAペアの生成ルー
ルを検証し，その有効性を示す．
本稿の構成は次のとおりである．第二章では，本研究

との関連研究について述べる．第三章では本研究で行っ
たQA作成の手法について述べる．第四章では，第三章
で提案した手法を策定するまでに行った実験，および提
案手法に基づいて行った実験の結果とその分析で得られ
たことを述べる．第五章では，本研究の成果のまとめと
今後に向けた課題を述べる．

2 関連研究
本章では,本研究に関連するこれまでのQA自動生成，

日本語の表現や文構造に関する研究について述べる．
2.1 QA自動生成に関する研究
教師ありデータに対するQA自動生成に関する研究と

して，牧野らのもの [1]が挙げられる. 彼らの研究では，
sequence to sequence[2]の枠組みの内の１つである，注
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意付き RNNエンコーダ・デコーダを用いて Yahoo!知
恵袋1 でのベストアンサーの回答に出現する単語を機械
学習する回答検索学習モデルを確立させた．しかし，人
間が質問，回答の分類をした文を対象に機械学習を行う
といった手法をとっており，依然としてQA生成を完全
自動化するレベルには至っていない．完全自動化を目指
す上では，QA集のような整理された文章ではなく，応
対履歴のような人間の同士のやりとりを記録した文章か
ら QAを生成する手法が必要である．
記述規則の無い文の集まりからQAを自動生成する研

究として，本研究でも主軸となっている共通する単語を
手がかりに Q文と A文の関連付けを行う手法は過去に
多くの人が試みている．
教師ありデータに対するQA自動生成に関する研究と

して，川端らのもの [3]が挙げられる. 彼らの研究では，
出現単語の表記上の近さを計算する方法は，同義語のよ
うな意味的に同じだが表記が異なる表現に弱いとし，単
語の分散表現獲得方法の代表例でもあるword2vec2を用
いて単語の意味を拡張し，意味的な類似度を考慮した文
の結び付けを行った．また，word2vec の単語集合に含
まれない商品名や，コマンドなどを未知語としてランダ
ムなベクトルを生成した．この未知語は企業などへの問
い合わせにおいて重要な意味を持つものであるが，ラン
ダムに生成されたベクトルは，未知語の意味を表現する
ことができないため未知語の扱い方を検討する手法が必
要となる．
蔦ヶ谷ら [4]は，出現する単語の距離で結び付けを行

うカウントベースの分散表現獲得法について改めて分析
を行い，その際に現れる問題の原因を分類し，原因ごと
の必要な対策をまとめることで，QA自動生成の研究に
おける手がかりを示した．
2.2 日本語の表現や文構造に関する研究
日本語の文構造に関する研究として, 黒橋らのもの [5]

が挙げられる. 彼らの研究では, 文章構造の抽出のため
に「なぜなら」，「たとえば」などの手がかりとなる単語
だけではなく，主題連鎖/焦点-主題連鎖の関係，二文間
の類似度を用いて得られる並列/対比の関係，これら三
つの情報を組み合わせて利用することによって文章構造
の自動推定を行なった. 文書構造の抽出は，QAペアを
作成するうえで質問者，オペレータのやりとりの中から
話者を決定する際に有効な手段である．しかし，実験で
使用したデータは科学技術文であり応対履歴のような文
集合における手法を検討する必要がある．
吉田ら [6]は，出現する単語の表面上の近さに加え，
回答文の記述は対応する質問文よりも狭義的な内容が示

1https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
2https://code.google.com/archive/p/word2vec/

図 1 提案手法概要

されているというQA文の特徴を利用した，単語の意味
を予測する関連付けを行った．上記の研究はいずれも，
表記上の単語の情報だけでは関連付けの材料としては弱
いとし，推論ベースの手法により新たな情報を付加する
ことで問題を解決しようとしたものである．
本研究では，文章構造をもとに作成したルールをもと

にQ文または A文を結合し新たなQ’文と A’文を作成
する．さらに，蔦ヶ谷らの手法をベースラインとして，
Q’文とA’文を用いて新たに作成されるQAペアの評価
と検証をする．

3 提案手法
本章では，従来研究であげられている課題とそれに対

する研究の方針と，本研究で用いた応対履歴のデータと
前処理の方式，各文のフラグ付与ルール，Q文の結合，
A文の結合および QAペアの作成方法について述べる．
3.1 研究の動機
従来研究 [4]は，応対履歴のようなタグ付けや記述規

則のない文章から，QAペアを生成する手法とQAペア
を評価する際に用いたQAscoreの有効性を示している．
さらに，今後解決すべき課題として，複数文にまたがる
1つの質問，回答を結合する必要性を示している．従来
研究では，各文に含まれる文末表現を用いて質問文をQ

文，回答文を A文として文を分類しているが，応対履
歴の中には Q文でも A文にも分類されない事象を説明
する文が存在する．この事象を説明する文を叙述文とし
て Q文または A文と結合することで，従来研究の課題
解決を試みる．
3.2 概要
提案手法の全体的な流れを図 1に示す. Q文，A文そ

れぞれ一文ずつを関連づけるのではなく，前後に存在す
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図 2 応対履歴データの諸元

図 3 応対履歴一部抜粋

る文を結合することで新たに Q’文，A’文を作成する．
さらに，Q’文，A’文を入力としてQAscoreを用いてQA

ペアを作成して，評価と検証を行う．
3.3 実験に使用するデータ
実験で使用するデータは，顧客からのその商品への質
問に回答するまでの顧客とコールセンタオペレータお
よび専門家とのやりとりを，対応した事例ごとにそれぞ
れ個別のテキストファイルとして書き起こしたもので
ある．これらの各ファイル内に，質問者からの質問が記
述されている文と，それに対応する回答が記述されてい
る文が存在しているものとして，ファイル内の文同士で
QAとなり得る文のペアの生成を行った．サンプルデー
タの諸元を図 2，応対履歴を一部抜粋したものを図 3に
示す．図 3に示すように，応対履歴はオペレータごとに
記述方式や，文の表現方法，改行の箇所などが異なる．
また，質問および回答の明確なラベル付けや，文体の規
則は存在しない．
3.4 データの前処理
3.4.1 フラグの付与
応対履歴の各文を，質問文，回答文，叙述文に分けるた
めに文の文末表現の特性と日本語の文法モジュール [7]

を参考にして，表 1に示すルールを用意した．「～は～
(～たいです｜たくありません｜たくないです)」などの
問いかけや，要望などの表現を含む場合には質問文，「～
できる｜～できません」など可能・不可能を説明する表
現を含む場合には回答文，「～ています｜～である」な
どの説明的な表現を含む場合は叙述文になる．　また，

表 1 フラグ付与ルール
Q(質問文) 問いかけ，要望，要求となる文末表現
A(回答文) 断定形，状況説明，方法説明をする文末表現
D(叙述文) 体言止め，説明をする文末表現
N(その他) プログラムのコードなどを抽出

プログラムのコードや，URLなどはその他の文として
文を分類する．
3.4.2 特徴語の抽出
前項で付与したフラグをもとに Q文，A文また D文

に分類する．各文を Pythonの形態素解析エンジンであ
る「*janome」3を使用し，単語単位に分解してそれらを
特徴語とした．さらに，表に示すルールに基づいて名詞
を janomeの辞書をもとに分類した．このとき，応対履
歴内には社内での共有や確認のために同一の文が繰り返
し出現している場合があり，その際に引用などにより繰
り返された文に出現する単語の出現頻度が上がってしま
うことがこの後の手順で行う TF-IDFを実行する際に
ノイズとなり得るため，出現する単語の 8割以上がファ
イル内の別の文と一致する Q文，A文に関しては同一
文の繰り返しであると判定し，先に出現した文のみをリ
ストに残す処理を行った．
3.4.3 単語の特徴量算出
前項で抽出した特徴語に，それぞれのファイル内をベ

クトル空間とした各文の単語ベクトルを生成する．単語
ベクトルを使用して，TF-IDF法を用いて各特徴語のス
コアを算出する．ベクトル空間を全ファイルではなく，
以下に示す 2つの理由から各ファイルをベクトル空間と
した．

• 質問に対する回答は，同じファイル内に存在する

• 各文を特徴づける名詞にスコアを高く付与したい

本研究では，TF-IDF法を用いる際に，pythonの自然
言語処理ライブラリである「*gensim」4を使用する．各
名詞の特徴語 weightt,s は以下の式で算出する．

weightt,s = tft,s∗log2
N

sentencefreqt
∗ 1

∥weights∥2
(1)

tft,sは任意の名詞 tの文 s内での出現回数，sentencefreqt
は名詞 tが出現する文の数，N は同じベクトル空間内
の文の総数（本実験ではファイル内のQ文A文の総数）
を示す．また,|weights∥2は特徴量 weightt,sの L2ノル
ムであり，正規化を行っている．
3.5 文の結合
従来研究 [4]で，Q文，A文の周辺に存在する文には

問い合わせに関する記述が含まれていることがわかって
3https://mocobeta.github.io/janome/
4https://radimrehurek.com/gensim/
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いる．本研究では，周辺に存在する文と Q文または A

文を結合し新たな Q’文とA’文を作成する．さらに，Q’

文と A’文を用いて一文対一文のQAペアよりも適切な
QAペアを作成することを目指す．
3.6 QAスコア算出方法
前節で算出した特徴量をそれぞれの特徴語に付与す
る．Q文とA文は各ファイルに複数個存在するため，あ
るQ文に対して適切な A文を結びつけるためにQAペ
アのスコア QAscore を以下の式で算出する．

QAscore =
∑√

weightt,Q ∗ weightt,A (2)

weightt,Q, weightt,Aはそれぞれ共通する名詞 tのQ文，
A文での特徴量を示している．QAscoreは，名詞の特徴
量 weightt,sが高い名詞がQ文，A文で共通して出現す
るほど高くなる．つまり，それぞれの文を特徴づけてい
る名詞がより多く共通して出現しているペアが，このス
コアが高いということになる．このスコアを比較するこ
とで，各 Q文に対していくつも生成される QAペアの
中から，最も適するペアを抽出できるようになる．
3.7 QAペア作成
本研究では，結合により新たに生成された Q文と A

文をそれぞれ「Q’文」，「A’文」と呼ぶ．さらに，Q’文
と A’文の関連付けを行って QAペアを作成する．

4 実験結果
本研究の目的は，従来研究で得られなかったQAペア
の抽出と，適切なQAペアを得ることである．本論文で
は，Q’文作成，A’文作成，Q’文と A’文を用いて新た
な QAペアの作成，以上の三つの実験を行なった．
4.1 実装
今回の実験では，図 2の応対履歴データの一部を使用
した．応対履歴は約 80,000件存在するが，本研究では
全データの中から一部抽出した 300件を評価対象として
実験をした．
4.2 Q’文とA’文の作成
4.2.1 Q’文の作成
QAペアを作成する前に，Q’文，A’文を作成するた
めの文の結合ルールの検証をした．使用したデータは，
図 2に示す通りである．Q’文は以下の手順で作成する．
Q’文は，Q文の前後に存在するD文またはQ文を結
合して新たに三種類のQ’文 (DQ,QQ,QD)を作成した．
著者と専門家三名で作成した Q’文の評価を行った．表
2に生成した Q’文の件数と，正解率の割合として各パ
ターンの評価の内訳を示す．
(1) DQに関して
表 3に叙述文＋質問文の文構造の例を示す．一文目で使

表 2 Q’文の内訳
Q’(結合文) 件数 正解率 (％)

DQ (叙述文，質問文) 49件 75.5

QQ (質問文，質問文) 77件 24.6

QD (質問文，叙述文) 15件 33.3

表 3 叙述文＋質問文の例

叙述文
クライアントから DBを参照している最中に

別のトランザクションがテーブルのロードを実行した際に、
1時間程待った後タイムアウトする事象が発生しました。

質問文 DBの参照を nolockで指定した場合に抽出完了
までの間ロック (share lock)状態となることはありますか?

用環境や，発生したエラーなどの説明が述べられている．
二文目では，一文目での状況に対しての解決策を問う内
容，または考えられる解決策の確認をしている．このこ
とから，DQでは事象の説明＋それに対するアクション
の確認のような文構造となっている．
(2) QQに関して
表 4に質問文＋質問文の文構造の例を示す．上手く作用
した時の傾向として，質問者が製品に関して知識が豊富
な場合に解決策は「〇〇または，××でしょうか？」の
ような二択に絞り込んだ質問の場合である．しかし，質
問者に製品に関する知識が乏しい場合には複数の質問を
一度に質問することがある．Q文の結合において，注意
する点として本研究では，QAペアは一つの質問に対し
て一つの回答を関連づけることを目標とするためQQに
関してはそれぞれ一つの質問として扱う．
(3) QDに関して
表 5に質問文＋叙述文の文構造の例を示す．質問文の次
の文で，実際に出力されたエラー文や，参照したマニュ
アル，添付ファイルの参照を指示する文である．参照し
ている箇所がオペレータの改行に対する方針により異な
ること，マニュアルのページの参照の場合に応対履歴に
は具体的な内容が記されていないため QD結合は結合
をしないで，一文の質問文として扱う．

これらのことから，Q文はDQが出現した際に結合す
る．また，Q’生成のルールを以下の図 4に示す．
4.2.2 A’文の作成
図 5に示すように，オペレータは，質問に対して段階

を追って回答していることがわかる．具体的には，ユー
ザの状況確認→オペレータからユーザへの指示→手順の
説明のような文の構造が見られる．しかし，オペレータ
によって改行や句読点の打ち方が異なるため，一文で全
てを記述する場合や図 5の例のように複数文にわたって
記述することがある．さらに，ユーザに手順を実施して
もらうためには、状況の確認と手順の指示の二文が重要
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表 4 質問文＋質問文の例
質問文 HOSTに指定している IPアドレスに

pingは通るという認識で相違ないでしょうか。

質問文
F/W等、サーバ,クライアント間に設置されている状況が
あればサーバ,クライアントのどちらからどちらに向けての

設定なのか詳細をご教示願います。

表 5 質問文＋叙述文の例
質問文 DBとしてなにかアンロードファイルにデータ以外を

付加して出力しているのでしょうか。
叙述文 アンロードファイルは以下の指定をしています。

であることがわかる．このことから今回の実験では，A’

文は二文を上限に結合を行う．A’文の生成ルールを以
下の図 6に示す．
4.3 結合文を用いたQAペアの作成
ベースラインの手法である従来研究では，一文対一
文の関連付けを行なっている．Q文と A文に共通する
特徴語を用いて，QAscoreを算出してランキング上位の
QAペアを評価している．本研究では，新たに作成した
Q’文，A’文を用いてQAscoreを算出する．従来研究で，
QAscoreの上位 30件の評価の結果，約 60％のQAは有
効であると示していることから，今回提案する手法で生
成されるQAペアのスコアが，ベースラインの手法で作
成されるQAペアのスコアを上回る場合は，より適切な
ペアを抽出できたものとする．
4.4 実験結果と評価
ベースラインの手法で生成されたQAペアは 5150件
で，今回提案する手法で得られたQAペアは 6638件で
あった．表 6に今回提案する手法で得られた QAペア
の内訳を示す．実験の結果から，提案手法とベースライ
ンの手法の QAscore を比較すると図 7のように 4つの
クラスに分類することができる．
本研究では，QAscoreの増減と共通特徴語の数の二点

に着目して分析を行った．
(1). QAスコアが増加したもの (1301件)

今回の実験の評価基準は QAscore と共通特徴語の数
が増加したものは，提案手法の目標通り適切なQAペア
になったものとするため，1301件中 557件は結合によ
り適切なQAペアが作成された．QAscoreが増加する理
由は，共通特徴語の数に比例して増加するからである．
しかし，増加したものの内 744件は共通特徴語の数が増
えていないのにQAscoreが増加していた．これらのQA

ペアのスコアは，平均 0.024増加している．これは，文
の結合前後で「gensim」を用いて実装したTF-IDF値が
異なるからだと考えられる．
(2). QAスコアが減少したもの (1239件)

文の結合前後でQAscoreは減少している．共通特徴語

図 4 Q文の結合ルール

図 5 オペレータの回答

の数に変化がないものでスコアが減少する理由として，
結合によってTF-IDF値が減少したこと考えられる．し
かし，1239件中 28件は特徴語の数が増加したにもかか
わらず，QAscoreが減少した．これは，IDF値が 0の特
徴語の数が増加したもしくは，結合によってTF-IDF値
が減少したことが原因であると考えられる．
(3). QAスコアに変化がないもの (2610件)

スコアが変化しなかったものに関して，2610件中 2590

件は特徴語の数，QAscore共に変化がなかった．2590件
中 1164件は，Q文，A文ともに結合していなかった．し
かし，1426件はQ文またはA文を結合したにもかかわ
らず TF-IDF値，共通特徴語の数にも変化がなかった．
また，2610件中 20件は共通特徴語の数が増加したにも
かかわらずQAscoreに変化がなかった．これは，増加し
た特徴語の IDF値が 0になったことが原因であると考
えられる．
(4). 提案手法により新たに作成されたもの (1488件)

Q文，A文の結合により新たに作成されたもの，1488
件全てに共通することとして Q文もしくは A文どちら
かに必ず D文 (叙述文)が結合されている．Q文，A文
ともに一文では，挙がらなかったこれらについては，Q

文または A文の周辺位存在する問い合わせに関する叙
述文を結合することにより新たなQAペアが抽出された
ということである．
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図 6 A文の結合ルール

表 6 結合前後の件数
結合なし 結合あり 合計

ベースライン手法 5150 0 5150

提案手法 1426 5212 6638

4.5 評価
実験結果から，結合前後で QAscore が増加したもの

は一文対一文の QAペアよりも適切な QAペアが作成
されたとすると Q文または A文を結合することで結合
前よりも適切なペア 1301件と，従来研究では得られな
かった新しいQAペア 1488件を抽出することができた．
また，「gensim」を用いて算出した TF-IDF値の影響に
よって，共通特徴語の数に変化がなくてもQAscoreが増
減することがわかった．これは今回，実装に用いた下式
の入力値が異なるからだと考えられる．

idf(t) = log
N

df(t)
(3)

• idf(t)：ある単語 tの IDF値

• N：ファイル内に存在する文の数

• df(t)：ファイル内に存在する単語 tを含む文の数

結合前後で入力文が一文の場合と，二文の場合で IDF値
が変化してしまうことが，QAscoreに影響を及ぼしてい
る．各ファイルごとに IDF値が導出できていて，単語
tの TF-IDF値が結合前後で同じ場合，共通特徴語の数
が同じものはQAscoreに変化はなくなると仮定すると，
605件のQAペアが従来研究よりも適切なQAペアとし
て作成されることになる．また，新たに作成したQAペ
アのうち 48件は，共通特徴語が増加したにもかかわら
ずQAscoreが増加しなかった．これは，今回の実装方法
では IDF値が 0になるからだと考えられる．

5 まとめ
本論文では，従来研究で明らかになったQ文またはA

文周辺に存在する，問い合わせに関する記述を含むQA

図 7 QAscore 結合後 - QAscore 結合前

ペアの作成を試みた．今回の実験では，Q文と A文を
結合したものを入力として新たに QAペアを作成し評
価，検証を行なった．Q文と A文を結合することによ
り，従来研究ではQAペアとして関連付けられなかった
1488件の QAペアを新たに作成することができた．ま
た，前項に示した通り，今回提案する手法により，1301
件の QAペアを作成することができた．これらのこと
から，Q’文とA’文の作成とQ’文とA’文を用いたQA

ペアの作成は，QAペアの自動抽出において有効な手法
である．
今後の課題として，本論文では，二文を上限に結合し

たA’文に関して，図 5に示すA文の文構造からわかる
ように，二文以上に渡り回答している A文の分析を行
い，A’文の作成手法と，前項に示した，IDF値の設定
方法に関しても検討をする．
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仮想的な探索を用いて文脈や時間の経過による番狂わせにも
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概要 多腕バンディット問題は，腕と呼ばれる複数の候補から得られる報酬を最大化する問題である．同問題の
Webサービスへの応用では，利用者の嗜好傾向が多様かつ継続的に変化する課題に対処するため，文脈や時間の
経過を考慮した問題設定への拡張と方策が提案されている．しかし従来の方策は，腕の相対的な有用性が逆転す
る環境で，不充分な追従性や非効率な探索に起因する機会損失が増加してしまう．本研究では，このような番狂
わせを含む環境であっても機会損失を低減可能な方策を提案する．提案手法では，線形カルマンフィルタを用い
た継続的な状態推定によって文脈や時間の経過に応じた変化に迅速に追従する．さらに，状態推定の欠損値処理
を仮想的な探索に見立て，探索効率を高める．評価では，方策の追従性と探索効率を分析するための新たな指標
を導入し，これらが従来の方策と比べて提案手法により改善することを確認した．

キーワード 多腕バンディット問題，線形カルマンフィルタ，非定常，コンテキスト

1 はじめに
適応的なシステムの実現には，利用者と情報システ

ムが互いの状態をよく理解するためのコミュニケーショ

ンと，それに応じた振る舞いの変更が必要となる．一方

で，そのコミュニケーションから得られる情報や利益の

価値を考慮しなければならない環境では，確実な情報に

基づく振る舞いを選択しつつ，まだ得られていない情報

を引き出すために，価値の低いコミュニケーションを敢

行しなければならない．このような，振る舞いの候補に

対する利用と評価のトレードオフの最適な解を求める問

題は，多腕バンディット問題として知られている．この

問題は，腕と呼ばれる複数の候補から得られる報酬を最

大化する問題である．プレイヤーは各試行で 1つの腕を

選択し，その腕から報酬を得る．各腕はある確率分布に

従い報酬を生成するが，プレイヤーは試行の結果からこ

の確率分布を推測しなければならない．そのため，プレ

イヤーはある時点の腕ごとの評価に基づき，最も評価の

高い腕を用いながらも，真に評価の高い腕の探索を並行

して行う．この問題に対する方策では，ある時点で最も

評価の高い腕を用いることを活用，各腕の評価を行うこ

とを探索と呼び，これらの活用と探索，報酬による評価

の見直しを繰り返し行うことで，短期的には探索による

機会損失を，長期的には腕の固定化による機会損失を低

減する．

同問題のWebサービスへの応用では，利用者の嗜好

傾向が多様かつ継続的に変化する課題に対処するため，

文脈や時間の経過を考慮した問題設定への拡張がなされ

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

ている．この拡張された問題設定は，文脈付き，かつ，

非定常な多腕バンディット問題と呼ばれ，いくつかの方

策が提案されている．これらの方策では，文脈や時間の

経過に応じて迅速に腕の評価を更新する性能が注目され

てきた．一方で，この問題設定では番狂わせが発生する

場合がある．ここで番狂わせとは，文脈や時間の経過に

応じて腕の相対的な有用性が逆転する状況の中で，最善

の腕の有用性は維持されながらも，その他の腕の有用性

が向上した結果，逆転する状況を指す．探索を減らして

機会損失を抑える方策では，この状況を察知するのは難

しく，全ての腕の全ての文脈で一律に継続的に注意を払

うような方策では，全体的な機会損失を増加させてしま

う．また，これらの不充分な追従性や非効率な探索に加

え，試行ごとの評価の更新処理に時間がかかる方策も多

い．そのため，この番狂わせな環境に対応するには，評

価の更新に加え，変化の検出も迅速かつ効率的に，軽量

な機構により行われる必要がある．

本研究では，仮想的な探索を用いて文脈や時間の経過

による番狂わせにも効率的かつ迅速に追従する多腕バン

ディットの方策を提案する．提案手法では，文脈に応じ

て推定した状態に基づき腕を選定する．状態の推定に，

軽量で多変量の特徴量を扱うことができる線形カルマン

フィルタを用いることで文脈の考慮と実行時間の短縮を

図る．また，線形カルマンフィルタの欠損値処理を仮想

的な探索と見立て，選定されなかった腕に対しても評価

を更新することで，評価の低い腕に対する長期的な探索

を促しながらも，実際の探索を最小限に抑えられる．

評価では，文脈と時間の経過に応じて候補の有用性が

変化するシミュレーションを実施し，提案手法と従来の
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方策を比較した．比較のため，方策の追従性と探索効率

を分析するための新たな指標を導入し，これらが従来の

方策と比べて提案手法により改善することを確認した．

本報告の構成を述べる．2節で多腕バンディット問題

における番狂わせの課題について述べる．3節では，2

節で述べた課題を解決する提案手法について述べる．4

節では提案手法の評価を行い，5節でまとめる．

2 多腕バンディット問題における番狂わせと，

その課題
多腕バンディット問題では，多様かつ継続的に変化す

る利用者の嗜好傾向のような，報酬分布の変化を想定し

た問題設定について，文脈と非定常性という 2種類の観

点から拡張が図られている．文脈付き多腕バンディット

問題では，複数の要因パラメータからなる文脈に応じて

腕から得られる報酬分布が決定される．非定常な多腕バ

ンディット問題は，同じ文脈においても報酬分布が時間

経過によって変化する問題である．利用者の嗜好傾向が

多様かつ継続的に変化する環境において最適な候補を選

定するには，文脈付き，かつ，非定常な多腕バンディッ

ト問題の方策を用いる必要がある．

これらの方策で非定常性の解決のために採用される

様々な方式は，いずれも変化後の報酬分布から得られる

報酬のサンプルを一定数必要とする．機会損失の低減

を目的とした多腕バンディット問題の設定では，各方策

は，ある時点で評価の高い腕を最も多く活用する．その

ため，ある時点で最適腕の有用性のみが低くなるよう

な状況では，報酬のサンプルを十分に観測することがで

き，いずれの方式も有効に働く．反対に，評価の低かっ

た腕が，ある時点で有効性が高くなるような番狂わせの

状況では，新たな最適腕に対する報酬のサンプルを得る

までに時間が掛かり，以前の最適腕を選定し続ける機会

損失が発生してしまう．そこで，番狂わせの検出のため

に一定割合の探索機会を設ける方式 [1] も提案されてい

るが，探索を一律に増加させるため，相対的な腕の評価

が逆転しない期間での機会損失につながってしまう．そ

のため，方策を番狂わせに対応させるためには，評価の

低い腕の有効性の変化を素早く察知できるよう探索を行

いつつ，その探索に伴う機会損失を減らすことが求めら

れる．このような方策は，推薦手法のコールドスタート

のように，一定の嗜好情報が蓄積されるまでその有効性

が現れない選択肢を比較評価する状況で必要になると考

えられる [2]．以降では，従来の方策での，番狂わせへ

の対応の課題を個別に分析する．

Time varying Thompson sampling (TVTP) [3]，Adap-

tive Thompson Sampling (AdTS) [4]は評価の更新のみ

に着目した手法である．これらは，非定常性を前提とし

たモデルの導入や履歴の削除によって，過去に観測した

報酬に捉われずに腕の再評価を迅速に行うが，評価の低

い腕に探索を促す仕組みを備えていない．また，迅速な

評価の更新のため導入される粒子フィルタやブートスト

ラップといった機構の実行に時間がかかるという課題が

ある．Decay LinUCB [5]は報酬に対する重み付けによ

り腕の再評価を迅速に行う．この手法では，腕の相対的

な選定回数の差に基づき始めは探索が促されるが，選定

回数に対する減衰操作により徐々に探索が減ってしまう．

Dynamic Linear UCB (dLinUCB) [6] と Dynamic

Ensemble of Bandit Experts (DenBand) [7] は報酬予

測の誤差の変化を検出し，新たな報酬分布に適したバン

ディットのモデルを追加する．追加されたモデルでは変

化後の報酬を利用するため，過去に観測した報酬に捉わ

れないが，同時に，全ての腕に対する評価がやり直しと

なる．また，これらの手法は，徐々に変化検出の閾値を

下げることから変化の有無によらず定期的にモデル追加

と再評価を発生させる．よって間接的に評価の低い腕に

探索を促すと見なせるものの，不要な探索が発生する．

腕の報酬が確率的ではなくプレイヤーの方策を知る敵

対者によって決定される敵対的バンディットと呼ばれる

問題への方策である，ADA-ILTCB+ [8]は，非定常な

問題設定にも用いることができる．この方策は，番狂わ

せの発生も常に想定する必要があることから評価の低

い腕に対する探索を積極的に行う．しかしながら，同様

の仮定から慢性的に探索が増加する傾向が見られる．ま

た，文脈を扱う場合，全ての状態と腕の組み合わせから

最適なペアを推定するため，組み合わせが爆発し実行時

間が指数的に増加する課題がある．

KF-MANB [9] は，カルマンフィルタを用いて現在の

状態を継続的に推定し，確率一致法と組み合わせること

で非定常な問題を扱う手法である．この手法では，カル

マンフィルタの欠損値処理の仕組みを導入し，選定され

なかった腕に対し長期的に探索が促されるよう評価を更

新できる．このことから，変化の検出，評価の更新をそ

れぞれ迅速かつ効率的に行える．さらに，カルマンフィ

ルタの状態推定は軽量であることから，実行時間の課題

も生じにくいという利点がある．しかしながら，この手

法では一次元の状態しか扱えないため，文脈によって報

酬分布が異なるような文脈付きの問題設定の場合に対応

できない．

3 提案手法

3.1 確率一致法による線形カルマンフィルタとの

統合
線形カルマンフィルタは，観測時の誤差を含む時系列

データに対し，時系列の観測値ならびにその背後にある
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Algorithm 1: Linear KalmanFilter Bandits

1 procedure MAIN(): ▷ main entry

2 Initialize K arms with

µ1, P1, Z(xt),H, T,R(xt), Q.

3 for t← 1, T do

4 Get xt.

5 a(k) = arg max
j=1,K

SAMPLE(a(j),xt)

6 Receive rt by pulling arm a(k).

7 for j ← 1,K do

8 FILTER(xt, a
(j), rt, j == k).

9 PREDICT (xt, a
(j)).

10 procedure SAMPLE(a(j),xt): ▷ sample for

a(j), given xt.

11 Sample s
(j)
t ∼ Nm(µ

(j)
t , βP

(j)
t ).

12 return xT
t s

(j)
t .

13 procedure FILTER(xt, a
(j), rt, observed):

▷ filter the state, given xt, rt.

14 if observed then

15 Zt = Z(xt)

16 Get filtered estimator µt|t, Pt|t for a
(j)

by Equation (3).

17 else

18 µ
(j)
t|t = µ

(j)
t

19 P
(j)
t|t = P

(j)
t

20 procedure PREDICT(xt, a
(j)): ▷ predict

the state, given xt.

21 Rt = R(xt)

22 Get predictor µt+1, Pt+1 for a(j) by

Equation (4).

状態の推定を行う手法の一つである．この手法では，対

象の時系列を以下の状態空間モデルで表現する．

yt = Zαt + ϵt, ϵt ∼ Np(0,H) (1)

αt+1 = Tαt +Rηt, ηt ∼ Nr(0, Q) (2)

ここで yt ∈ Rpと αt ∈ Rmは t時点の観測値と状態を，

ϵt は平均 0分散共分散 H ∈ Rp×p，ηt は平均 0分散共

分散 Q ∈ Rr×r の多変量正規分布 N から得られる誤差
を表す．なお，本稿では N の添字は変量の次元数を示
す．また，Z ∈ Rp×mは，状態空間から観測値空間への

写像，R ∈ Rm×r は，誤差空間から状態空間への写像，

T ∈ Rm×m は，時点の経過に伴う状態の推移を表現し

ている．線形カルマンフィルタは，t時点までに得られ

た観測値から，この状態空間モデルで表現された時系列

ならびにその背後にある状態を逐次的に推定する．推定

は，与えられた t = 1時点の初期状態 α1 の平均 µ1 と

分散共分散 P1を起点とし，フィルタリングと一期先予

測と呼ばれる操作を交互に行う．

フィルタリングは，t時点での観測値 ytと予測した観

測値 Zµt の誤差から，その時点での状態を推定する操

作である．この操作によって得られる状態 αtの平均と

分散共分散をフィルタ化推定量と呼び，それぞれ µt|t，

Pt|t と表す．フィルタ化推定量の算出は以下の通り．

µt|t = µt +Kvt

Pt|t = Pt −KFtK
T

(3)

ここで，vt = yt − Zµt，Ft = ZPtZ
T + H，K =

PtZ
TF−1

t とした．

一期先予測は，先に求めたフィルタ化推定量を用いて

t + 1時点の状態を推定する操作である．一期先予測に

おける状態αt+1の平均µt+1と分散共分散 Pt+1の算出

は以下の通り．

µt+1 = Tµt|t

Pt+1 = TPt|tT
T +RQRT

(4)

提案手法では，この推定した状態を多腕バンディット

問題における腕の選定に利用する．はじめに，腕ごとに

線形カルマンフィルタによって推定された状態の平均と

分散共分散を得る．次に，それらを平均と分散共分散と

する多変量正規分布からサンプリングを行う．なお，多

腕バンディット問題としての探索のバランスを調整でき

るよう，分散共分散に対してスケール項 βを設けた．最

後に，サンプリングされた値とコンテキスト xt との内

積が最も大きかった腕を選定する．これらは，線形カル

マンフィルタの状態推定値を用いた確率一致法とみなす

ことができる．なお，この工程は Algorithm1の 5行目

ならびに 10から 12行目に相当する．

3.2 欠損値処理による仮想的な探索
線形カルマンフィルタは，ある時点で観測値が得られ

ない場合も欠損値として適切に扱うことができる．提案

手法では，この欠損値処理を多腕バンディット問題にお

いて選定されなかった腕に対する評価の更新操作として

取り入れる．この仮想的な探索による評価更新は，各時

点で選定した腕の評価のみを更新する従来の多腕バン

ディットの方策に比べ，以下の 2つの効果が期待できる．

第一は，番狂わせの早期検出である．線形カルマン

フィルタでは，欠損値に対するフィルタ化推定量は，式

(3)の結果ではなく t時点の状態として推定した平均 µt

と分散共分散 Pt となる．一方，一期先予測は観測値を

得た場合と同様に行う．状態の分散共分散に着目すると，
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フィルタリングは分散共分散を小さく，一期先予測は大

きくするよう更新する．そのため，選定されない腕では

一期先予測のみ行われることで分散共分散が継続的に増

加し，確率一致法の仕組みにより該当する腕の探索が促

される．

第二は，評価の更新に伴う機会損失の低減である．線

形カルマンフィルタでは，先の欠損値処理により観測値

を用いずとも一期先予測による状態の推定が可能であ

る．すなわち，状態のモデルにトレンドや周期的成分が

含まれ，これを正しく推定できている場合，探索を経ず

に状態の推移傾向を捉えることができる．この探索が不

要な予測機能により，腕の有用性の変化を検出して評価

が逆転するまでの期間における途中経過の評価を把握す

るための探索を減らし，探索効率の向上が期待できる．

これらは Algorithm1の 18から 19行目に相当する．

3.3 時変行列による文脈に応じた腕の評価更新
多次元の要素からなる状態を扱う線形カルマンフィル

タでは，この状態と観測値，誤差の次元数の整合性を取

るため，式 (1)におけるZや式 (2)におけるRのような

行列を必要とする．これらの行列Z,Rは，式 (3)のフィ

ルタリングや式 (4)の一期先予測において状態の平均や

分散共分散のどの要素を更新するかを決定している．多

様な文脈を扱う多腕バンディットにおいて，常時同じ行

列を用いて，文脈に関連しない状態の要素を更新するこ

とは，推定の精度を低下させ非効率な探索が発生してし

まう．このような状況として，排他的に発生する文脈に

おいて同じ腕であっても有用性が異なる状況が挙げられ

る．この状況では，ある文脈での試行に対する欠損値処

理が，異なる文脈も含んだ分散共分散の継続的な増加に

繋がり，本来不要な探索を引き起こす．

提案手法では，文脈に応じて行列 Z,Rを切り替える

ことでこの問題を解消する．これらの時変の行列 Zt, Rt

は，t時点のコンテキスト情報 xt のうち値が 0より大

きい要素と対応する成分のみ 1を設定して得られる．例

として，状態のモデルにトレンドや周期的成分を含ま

ず xt ∈ {0, 1}m の場合，時変の行列 Zt, Rt はそれぞれ

Zt = xT
t，Rt = xt となる．これらは Algorithm1の 15

行目と 21行目に相当する．

3.4 方策の特性を分析する評価指標
本研究では，方策の追従性と探索効率を定量的に分析

するための新たな指標を導入する．この指標では，各時

点での方策の判断結果を，選定された腕が最適腕かどう

か，その腕を方策が活用として選定したかどうかの四象

限に分類し，全ての試行分を数え上げた，表 1の混同行

列を準備する．この混同行列では 2⃝と 3⃝の値から，最適
な腕が切り替わる状況での誤判定の数を把握できる．番

狂わせではない場合，各方策は最適腕の有用性が低下し

表 1 方策の腕の選定に関する混同行列

活用 探索

最適腕 1⃝ 2⃝
最適腕以外 3⃝ 4⃝

たことを 3⃝に該当する試行のみから再評価する．一方，
番狂わせの場合，新たな最適腕を再評価するため 2⃝に該
当する試行が必要となる．そして，どちらの場合でも，

最適腕を正しく切り替えられたならば 1⃝に該当する試行
が増加する．よって，最適な腕が切り替わる状況に迅速

かつ効率的に追従可能な方策は 1⃝に対し， 2⃝と 3⃝の値を
小さく保つと期待される．

この仮定に基づき，変化への追従性と探索効率の指標

としてのF0.5値を表 1の混同行列から算出する．これは

分類問題の評価に使われる同指標を先の混同行列に適用

したもので，Precision(P = 1⃝/( 1⃝+ 3⃝))とRecall(R =

1⃝/( 1⃝+ 2⃝))の重み付き調和平均 (F0.5 = 1.25 P ·R
0.25P+R )

である．Precisionを重視する F0.5値とするのは， 2⃝が
最適腕への探索であり，誤判定ではあるものの試行の増

加に対して短期的な機会損失が生じにくいためである．

従来の評価指標に用いられる累積リグレットは各時点

で最善の腕の期待値と選択した腕の期待値の差を期間ま

でに合計したものである．この指標では，腕の選定にお

ける方策の判断は区別されておらず，値の増加が 2⃝ 3⃝ 4⃝
のどれに起因するものかを把握できない．結果として，

方策による追従性の差異の分析が定性的な考察に留まる

か，分析の観点が不統一なことが多かった．本指標によ

り，変化に対する各方策の挙動の特性を定量的に示すこ

とが可能になり，本分野での有意義な議論の促進につな

がると考える．

4 評価

4.1 評価方法
本報告では，文脈と時間の経過に応じて腕の有用性

が変化する状況のシミュレーションを通して提案手法の

有効性を評価する．評価は 10本の候補より選定した腕

から得られる期間中のクリック数のシミュレーションに

よって行う．ここで，腕は多腕バンディットの方策によっ

て各時点ごとに選定され，各腕は設定したクリック率の

ベルヌーイ分布に従いクリックされるものとする．各腕

は 4次元のパラメータ θを持ち，選定時点 tのコンテキ

スト情報 xtとの線形和によってクリック率を算出する．

各腕のパラメータを時間の経過に応じて変化させること

で，文脈と時間の経過に応じて腕の有用性が変化する状

況を再現する．本評価ではコンテキスト情報として

X = {(0, 0, 0, 1)T, (0, 0, 1, 0)T, (0, 0, 1, 1)T,

(0, 1, 0, 0)T, (1, 0, 0, 0)T, (1, 1, 0, 0)T}
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図 1 腕ごとの線形パラメータ θ2 の推移

から時点 tごとに無作為に選択された xt を用いる．各

腕の線形パラメータのうち，2次元目の値 θ2 の変動を

図 1に示す．約 500時点で発生する最善な腕の有用性の

みが低下する状況と，約 1, 000時点で発生する番狂わせ

の状況を変動として含めた．なお，パラメータの他の次

元は期首に設定した値を維持する．これにより，コンテ

キスト情報 xt ∈ {(0, 1, 0, 0)T, (1, 1, 0, 0)T}の場合にの
み上述のクリック率の変動が発生する．

本評価では，乱数を用いた確率の計算結果を平均化す

るために，異なる乱数シードを用いてシミュレーション

を 50回行い，この平均を結果として用いた．また，腕の

評価が定まった後における変化への対応の性能を調査す

るため，各方策へ各腕の各コンテキスト xtごとに 50回

分の試行結果をシミュレーション実施前に予め与えてい

る．比較する方策には 2節で紹介した文脈付き，かつ，非

定常な方策である Decay LinUCB，AdTS，dLinUCB，

DenBand，TVTP，ADA-ILTCB+を用いる．また，提

案手法の Linear KalmanFilter Bandits(LKF)では，状

態の次元数をコンテキスト xt と揃えた状態モデルを採

用する．なお，評価時とは異なる乱数シードでの予備評

価で各方策のパラメータ調整を実施した．パラメータ

調整にはGP-UCB [10] を用い，方策ごとに設けたパラ

メータの組み合わせから累積クリック数が最大となるも

のを探索した．

4.2 機会損失の評価
図 2に方策ごとの累積リグレットの推移を示す．上段

は全ての文脈の合計，下段は図 1 の変化が起きるコン

テキスト xt = (0, 1, 0, 0)T での結果である．破線は最

適腕の切替が発生する時点を表している．なお，ADA-

ILTCB+については本設定における腕と文脈の組み合わ

せ数の増加により評価作業中に実行が完了しなかったた

め以降の結果から除いている．シミュレーション全体を

通して，累積リグレットが最も少ない方策は DenBand

で 94.3，次いで提案手法の LKFがほぼ同程度の 94.8と

なった．図より，これらの方策が，番狂わせに追従した

ことで全体的な累積リグレットの増加を抑えたことが

わかる．各方策の切替の様子を確認するため，図 3 に

図 2 方策ごとの累積リグレットの推移

xt = (0, 1, 0, 0)T における各方策の腕ごとの累積選定数

の推移を示した．ただし，Decay LinUCB，dLinUCBは

それぞれTVTPとDenBandと同じ推移特性であったこ

とから図から省略した．なお，最上段は理想的な腕の選

定がなされた場合の推移である．また，括弧内の数値は

各腕の累積選定数を示している．図よりDecay LinUCB，

AdTS，TVTPは，番狂わせではない最初の変化には迅

速に追従できた一方，二度目の番狂わせの検出が遅れ，

新たな最適腕への切替が遅れたことがわかる．これは，

これらの方策に弱い腕に対する探索の仕組みが備わって

いないことに起因する．反対に，dLinUCB，DenBand，

LKFでは新たな最適腕への切替が見て取れる．

4.3 変化への追従性と探索効率の評価
図 4にxt = (0, 1, 0, 0)Tにおける方策ごとのF0.5値と

Precision，Recallの値を示す．提案手法の LKFが，高

い水準で Precisionと Recallを両立したことで F0.5 値

が最も大きくなり，誤判定の期間と新たな腕への探索を

最小限に抑えたことがわかる．反対に，番狂わせへの追

従が遅れたDecay LinUCBとTVTPでは，新たな最適

腕への探索が極端に少なかったことから Recallは大き

いが，以前の最適腕を使い続けたため Precisionが小さ

くなり，結果として F0.5値も小さくなっている．Decay

LinUCBと TVTPより早いものの，やはり番狂わせへ

の追従が遅れたAdTSでは，F0.5値はこれらと LKFの

中間を示した．しかしながら，番狂わせの検出のため混

同行列の 4©の探索が多くなり，変化のない期間でのリグ
レットの増加が観測されている．本報告時点では F0.5

値は変化時の追従性と探索効率の評価指標であり，変

化のない期間の評価は今後の課題である．dLinUCBと

DenBandでは，図 2の下段からリグレットを LKFと

同程度に抑えているにも関わらず F0.5 値が低く算出さ

れた．これは，混同行列の 2©の極端な増加に起因してい
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図 3 腕ごとの累積選定数の推移

る．ここから，新たな最適腕への探索を積極的に行いな

がらも評価の更新が緩やかな特性を持つ方策であること

がわかる．すなわち，番狂わせが短期間に高頻度で発生

するような環境に課題がある可能性が考慮された値とみ

なせる．

5 おわりに
本報告では，線形カルマンフィルタを用いた継続的な

状態推定と欠損値処理によって，番狂わせを含む環境で

あっても機会損失を低減可能な多腕バンディット手法を

提案した．評価では，機会損失の低減の観点において従

来の最先端の方策と遜色のない性能を示した．また，方

策の追従性と探索効率の分析のために新たな指標を提案

し，この観点でも従来の方策に比べ改善を確認した．今

後は，線形カルマンフィルタにおけるトレンドや周期変

動モデルの仮想的な探索アプローチに対する有効性の評

価や，誤差の分散共分散の逐次的な推定による探索効率

の向上，ならびに提案指標の改善を進めたい．

図 4 方策ごとの F0.5 値と Precision，Recall
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BERTによる参考文献書誌情報抽出における
擬似学習データの有効性評価
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概要 多数の学術論文を蓄積する電子図書館のサービス運用には,書誌情報データベースの整備が必須であり,学
術論文の参考文献欄から書誌情報を自動抽出する研究が行われている.しかし,高精度な書誌情報抽出のためには,
参考文献文字列の書式が異なる雑誌ごとに一定量の参考文献文字列を学習データとして用意する必要があり,その
生成コストが課題となる.そこで本研究では,自然言語処理の多くのタスクで良い性能を示している, Bidirectional
Encoder Representations from Transformers (BERT) を利用した書誌情報抽出において, 擬似学習データの利
用方法を検討する.実験では, 擬似学習データの量と書誌情報抽出精度の関係を明らかにするとともに，書誌要素
の位置の入れ替えや，書誌要素を挿入した擬似学習データの有効性を評価する.

キーワード 参考文献書誌情報抽出，擬似学習データ，機械学習

1 はじめに
膨大な学術論文を蓄積する電子図書館のサービスを

利用する際，検索や文書間リンク等の機能は必須であ
り，これらの機能を利用するには，著者名等の書誌情報
が必要となる．特に学術論文の参考文献欄の書誌情報
は有用であるため，機械学習により参考文献文字列から
書誌情報を自動抽出する研究が行われている．しかし，
機械学習で書誌情報を高精度に抽出するには，参考文
献文字列の書式が異なる学術論文誌ごとに，一定量の参
考文献文字列を学習データとして用意する必要があり，
その生成コストは無視できない．そこで，川上ら [1]は
CRF[2]を利用した参考文献書誌情報抽出において，能
動サンプリングや擬似学習データの利用により，必要と
なる学習データの削減を行った．近年では，浪越ら [3]

が Bi-directional LSTM-CNN-CRF[4]ベースのモデル，
Prasedら [5]はNeural ParsCitというニューラルネット
ワークベースのモデルを提案した．浪越ら [3]は約 3500

件，Prasedら [5]は約 1000件の参考文献文字列を学習
データに用いた．
本研究では，Bidirectional Encoder Representations

from Transformers (BERT)[6]を用いた書誌情報抽出に
おいて，擬似学習データを利用し，少量のラベル付きの
学習データで書誌情報抽出精度の向上を図る．実験では，
擬似学習データ量が書誌情報抽出精度に与える影響およ
び，書誌要素の位置の入れ替えや，書誌要素を挿入した
擬似学習データの有効性を評価する．

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

2 関連研究
機械学習による参考文献書誌情報抽出の研究では，例

えば Coung[7]らは CRFを拡張した higher order semi-

Marcov CRFs (HO-CRFs)を用いて，1384件の参考文
献文字列を対象に Title，Author等 13項目の書誌情報
を抽出する実験を行い，その平均 F値は 0.943であった.

また，Prasedらの開発したNeural ParsCitは，単語の分
散表現と単語を構成する文字の分散表現をBi-directional

LSTM[4]へ入力し，その出力をCRFに入力することで，
書誌要素を予測するモデルである．Cora[8]データセッ
トに対する実験の結果，その平均F値は 0.914であった．
擬似学習データに関する研究では，例えばWang ら

[9]はトピックモデルを用いて文を分類する際，学習デー
タ中の単語を近傍の単語と置き換えることにより擬似学
習データを生成した．また，Xiangら [10]は，Named

Entity Recognitionタスクのための擬似学習データ生成
技術として，トークン置換を利用した 3つの手法を提案
し，学習データが少量の際にその 3つの手法で生成した
擬似学習データが全て有効であることを確認した．

3 参考文献書誌情報抽出
3.1 アプローチ
参考文献書誌情報抽出では，参考文献文字列から著者

名やタイトルといった主要な書誌情報を抽出する．本研
究ではこれを「チャンクと書誌要素の同時推定」により
行う．ここでチャンクとは，図 1にあるような参考文献
文字列中のワードの塊であり，ワードはあらかじめ定義
した 24種類のデリミタを用いて，参考文献文字列を分
解して得られる文字列のことである．
本研究では，各ワードに対して，ワードが書誌要素の
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図 1 チャンクと書誌要素の同時推定

表 1 抽出する書誌要素とその大分類 [3]

書誌要素 (書誌要素ラベル) 大分類
Author (RA), Editor (RE), AUTHOR
Translator (RTR), Translator (RTR)

Title (RT), Booktitle (RBT) TITLE

Journal (RW), Conference (RC) JOURNAL

Volume (RV), Number (RN), VOLUME
Page (RPP)

Publisher (RP) PUBLISHER

Day (RD) DAY

Month (RM) MONTH

Year (RY) YEAR

Location (RL), URL (RURL), OTHER
Other (ROT)

先頭に該当すれば“書誌要素B”，先頭以外にあれば“書
誌要素 I”というラベルを付与する．これらを書誌要素
BIラベルと呼ぶ．また，ワードがデリミタの先頭に該
当すれば“デリミタ B”，先頭以外にあれば“デリミタ
I”というラベルを付与する．これらをデリミタ BIラベ
ルと呼ぶ．その後，連続する同じ種類の“B”から“ I”
を結合して，書誌要素チャンクまたはデリミタチャンク
を得る．本研究では，書誌要素 BIラベルとデリミタ BI

ラベルを合わせて，書誌情報 BIラベルと呼ぶ．図 1は
実際に参考文献文字列のワード列に書誌情報 BIラベル
を付与し，ワードを結合して書誌要素とデリミタを抽出
する例である．抽出する書誌要素の一覧と，評価実験の
ため似たラベルをまとめた大分類を表 1に示す．なお，
表 1の Otherは他のどの書誌要素にも分類されない書
誌要素であり，具体的には所属機関などが含まれる．ま
た，24種類のデリミタとそれに対応するデリミタラベ
ルは浪越ら [3]と同じものを用いる．
3.2 BERTを用いた参考文献書誌情報抽出
BERTは大量の教師なしデータで事前学習され，比較
的少量の教師ありデータでファインチューニングするこ
とで，多様なタスクに対応することができる．本研究で

図 2 BERTによる書誌情報 BIラベルの付与

は，教師データとして書誌情報 BIラベルが付与された
参考文献文字列により BERTをファインチューニング
し，テストデータの書誌情報を抽出する．BERTによる
書誌情報抽出の様子を図 2に示す．図 2の Eiが入力系
列，Tiが出力系列，Trmが Tramsformer[11]を表す．本
研究では，参考文献文字列のワード列を BERTに入力
として与える．それらに書誌情報 BIラベルを付与する
ことでチャンクとその書誌要素を同時に推定する．
3.3 擬似学習データの生成
本研究の擬似学習データは，参考文献文字列の各チャ
ンクに割り当てられた書誌要素ラベルと同じ書誌要素
チャンクを，他雑誌のラベル付き学習データから無作為
に選出し，元のチャンクと置換することで生成する．な
お，置換は表 1の書誌要素ラベルが割り当てられた全て
のチャンクに対して行い，デリミタラベルが割り当てら
れたチャンクは置換しない．
さらに本研究では，書誌要素の位置を入れ替えた擬似
学習データと元の学習データにはない書誌要素を挿入し
た擬似学習データを利用する．書誌要素の位置を入れ替
えた擬似学習データは，参考文献文字列中の 2種類の書
誌要素の位置が入れ替えられている．一方書誌要素を挿
入した擬似学習データは，参考文献文字列中の特定の位
置に，他雑誌のラベル付き学習データから選出した特定
の書誌要素が挿入されている．なお，拡張する元となる
参考文献文字列に含まれる書誌要素は挿入しない．

4 評価実験
4.1 実験の方法
学習データに擬似学習データを加えてファインチュー
ニングしたBERTの抽出精度を評価する．実験データは，
2000年の電子情報通信学会英文論文誌 (IEICE-E)に含
まれる参考文献文字列 4497件を利用し，擬似学習デー
タ生成の際に利用する他雑誌ラベル付データには，1952
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図 3 擬似学習データの量と書誌情報抽出精度

年から 2012年までの IEEE Trans. Computers (IEEE-

CS)に含まれる参考文献文字列の引用回数上位 4770件
を利用する．また，評価の際には [3]と同様に，表 1に
示した書誌要素の大分類を用いる．つまり大分類が同
じ書誌要素は正解判定において区別しない．本研究では
参考文献文字列の書誌要素を構成する全てのチャンクに
正しい書誌要素ラベルを付与した場合，その参考文献文
字列の書誌要素推定に成功したと判定し，その際デリミ
タの正解判定は行わない．実験結果に示す書誌情報抽出
精度は，推定に成功した参考文献文字列の割合を表し，
参考文献文字列データの 4/5 をファインチューニング
データ，残りをテストデータとして算出する．抽出モデ
ルには中間層の Transformerが 12層で構成されている
BERTbase[6]を利用する．また，実験では学習データか
ら無作為に選出した参考文献文字列を 10件ずつ追加し
て書誌情報抽出精度を算出し，この場合を RANDとす
る．BERTbaseのハイパーパラメータはミニバッチサイズ
が 4，エポック数が 30，学習係数は 0.00005とする．
4.2 実験結果
4.2.1 擬似学習データの量
追加する擬似学習データの量を評価する．実験では擬
似学習データ追加後の学習データ件数が，RANDのデー
タ件数の 2倍，5倍，10倍，50倍，100倍の場合を比較
する．つまり学習データは，実学習データが 30件，拡
張数が 5倍の場合，「実学習データ 30件 + 擬似学習デー
タ 120件」となる．結果を図 3に示す．図 3では実学習
データが 10件の場合，2倍から 50倍までは，抽出精度
が上がっている．また全体としては，50倍の場合が他
の倍数の抽出精度を上回ることが多かった．また，100

倍の場合，実学習データが 30件以上になると抽出精度
が下がる傾向が見られた．
4.2.2 書誌要素の位置を入れ替えた擬似学習データ
書誌要素の位置を入れ替えた擬似学習データの効果を
評価する．図 3 で最も高い抽出精度であった，拡張数

図 4 入れ替え，挿入をした擬似学習データ追加の結果

50倍の場合と比較する．実験では擬似学習データと学
習データを合わせてRANDの 50倍になるよう擬似学習
データを生成する際，入れ替えの対象とする 2種類の書
誌要素を含む参考文献文字列のうち，3割の参考文献文
字列でそれらの書誌要素の位置を入れ替える．なお本実
験では，PublisherとPage，またPublisherと Location

を入れ替える．結果を図 4に示す．ここで Publisherと
Pageの入れ替えにおいて，実学習データ件数が 10件の
場合には，PublisherとPageが共起する参考文献文字列
がなかったため，入れ替えは行われなかった．Publisher
と Pageを入れ替えた擬似学習データを追加した場合，
単純な擬似学習データを加えて 50倍にした場合に比べ
て全ての学習データ件数で書誌情報抽出精度が高くなっ
た．Publisherと Locationの位置を入れ替えた場合，実
学習データ件数が 10件，20件では単純な 50倍の抽出
精度を下回ったものの，30件以上では同等かそれ以上の
抽出精度を示した．また，単純に 50倍の擬似学習デー
タを加えた場合と，Publisherと Pageの位置を入れ替
えた場合の抽出精度の差が最も大きかった，実学習デー
タが 50件の場合の各書誌要素の抽出結果の F値を表 2

にまとめる．なお，表 2の 1列目は書誌要素の大分類で
あり，入れ替えの対象であるPublisherはPUBLISHER

に，PageはVOLUMEに，LocationはOTHERに含ま
れる．表 2より，TITLE以外の全ての F値が向上して
おり，特に入れ替えの対象である PUBLISHERの F値
の向上が大きかったことから，位置を入れ替えた擬似学
習データが有効だったことがわかる．
4.2.3 書誌要素を挿入した擬似学習データ
書誌要素を挿入した擬似学習データの効果を評価す
る．実験では，実学習データと擬似学習データが合わせ
てRANDの 50倍になるよう擬似学習データを生成する
際に，1割の擬似学習データに対して書誌要素 Titleの
後に Booktitle，または Editorを同じ割合で挿入する．
結果を図 4に示す．ベースラインとなる単純な擬似学習
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表 2 実学習データ 50件時点での各書誌要素の F値
単純な 50倍 Publisherと Page

AUTHOR 0.9900 0.9920

TITLE 0.9853 0.9851

JOURNAL 0.9592 0.9653

VOLUME 0.9670 0.9679

PUBLISHER 0.8493 0.8969

DAY 0 0

MONTH 0.9790 0.9820

YEAR 0.9776 0.9806

OTHER 0.8061 0.8223

データによる 50倍と比較して，実学習データ件数が 10

件の場合を除いて，抽出精度が同等かそれ以上となった．
特に実学習データが 60件の場合は，50倍の抽出精度が
0.8142に対し，書誌要素の挿入をした場合が 0.8432と
差が大きくなった．
4.3 考察
参考文献文字列の書式は雑誌ごとに決まっているが，
細部には揺れがある．そこで順序が曖昧になりうる書誌
要素の位置を入れ替えた擬似学習データを利用したとこ
ろ，これは有効に働いた．本研究では書誌要素Publisher

と Page，Publisherと Locationの入れ替えを評価した．
これは特に順序が混同して記述されていることの多い書
誌要素の組み合わせであり，学習データが少量の場合に
は，一方の順序で記述された参考文献文字列のみが正し
く書誌情報抽出され，他方の順序の参考文献文字列から
は正しく書誌情報が抽出できていなかった．位置を入れ
替えた擬似学習データの追加により，入れ替えをしない
擬似学習データのみでは正しく書誌情報抽出できなかっ
た書誌要素の並びの参考文献文字列が，正しく抽出でき
るようになった．
また，本研究の書誌要素の挿入では Booktitleと Edi-

torを Titleの後ろに挿入した．これは，Titleの後ろに
Journalが続く参考文献文字列が多く，学習データが少
量の場合に Titleの後ろに続く多くのワードが Journal

と推定されていたためである．書誌要素の挿入実験では，
Titleの後ろに続く Journal以外の書誌要素を正しく推
定できるようになる事例が確認できた．

5 まとめ
本稿では，実学習データに擬似学習データを加えて

ファインチューニングした BERTを用いて参考文献書
誌情報抽出を行い，その抽出精度を実験により評価した．
加える擬似学習データの量は，追加後の学習データ量が
実学習データ件数の 50倍になるまで増やした場合が最
も高い抽出精度となった．また，特定の書誌要素の位置
の入れ替えや，特定の書誌要素を挿入した擬似学習デー
タを追加した場合，単純な擬似学習データのみを追加し

た際には正しく抽出できなかった参考文献文字列を抽出
できる事例が確認でき，その有効性が確認できた．今後
の課題には，書誌要素の位置の入れ替えや挿入を，特定
の書誌要素に限定せず一般化することがあげられる．
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概要 製造業では，デジタルデータや AI の活用による生産革新が進んでいる．機械学習とは，大量のデータから

アルゴリズムを使ってデータの関係性や特徴などを学習し，新たな知識や規則を抽出する AI 技術のことであり，作

業者の身体動作の分析が期待されている．従来研究の一つでは，加速度・地磁気センサーを用いて，作業現場に

おける人間の測位計測を行う研究がある．しかし，高精度な位置情報が得られる光学式モーションキャプチャーを

用いた工場の作業者の分析は，十分に行われていなかった．本研究では，光学式モーションキャプチャーを用い

て工場における複数の作業者の動きを高精度にデータ化し，機械学習ソフトウェアによって分析することで，各作

業者の動作の分析を試みる． 

キーワード 作業分析，モーションキャプチャー，深層学習，特徴量，次元圧縮，予測

1  はじめに 

現在，製造業のデジタル化への取り組みが広まって

おり，AI(Artificial Intelligence，人工知能)分析[1]による

生産性向上，品質管理・向上などを目的とした生産革

新を進める動きが進んでいる[2]．機械学習[1][2]とは，

AI における一つの分野であり，大量のデータからアル

ゴリズムを使ってデータの関係性や特徴などを学習し，

新たな知識や規則を抽出する技術のことであり，身体動

作の分析が期待されている[3]．モーションキャプチャー
1とは，現実の人物や物体の動きをデジタル的に記録す

る技術のことであり，時間や 3次元の位置座標のデータ

が取得できる．このモーションキャプチャーから得られる

3次元の座標データに対して機械学習などのAIを用い

ることで，作業の分析を行えるようになることが期待され

ている[5]． 

これまで，加速度・地磁気センサーなどを用いて，作

業現場における人間の測位計測を行う研究[4]が行わ

れてきた．しかし，高精度な位置情報が得られる光学式

モーションキャプチャーを用いた複数の作業者の分析

は，十分に行われていなかった． 

本研究では，光学式モーションキャプチャーを用いて

複数の作業者の動きを高精度にデータ化し，機械学習

ソフトウェアによって各作業者の動作の分析を試みる． 

2  方法 

2.1  作業内容と取得データ 

本研究のモーション分析の対象として，杉研究室が

測定したナット締め作業の作業者動作データ用いる．こ

の動作データの取得は，以下の手順に沿って行った． 

①. 動作データを取得するために，被験者の体に 10

個，ナット締め作業を行うためのレンチに 2 個のマ

ーカーを付けた． 

②. 各被験者は，レンチを用いて，ナットを 2 周分回す

作業(以降ナット締め作業と呼ぶ)を行う．作業時に

おける 0.017 秒ごとの各マーカーの 3 次元座標デ

ータを，モーションキャプチャー1 を用いることで記

録する． 

③. 各被験者に②の作業を 30 回繰り返して行ってもら

い，得られる 30 回分の 3 次元座標(X，Y，Z)デー

タを被験者の動作データとする． 

④. ①〜③の動作データ取得作業を，被験者を替えて

行い，3 人分の動作データを取得する．以降，被

験者それぞれを被験者 A, B, C と呼ぶ． 

2.2  深層学習ソフトウェア Deep Learner 

本研究では，モーションキャプチャーで作業を行う人

間の動作情報のデータを取得し，取得したデータを深

層学習ソフトウェア Deep Learner2を用いて深層学習に

よる分析を行う．Deep Learner とは，多層ニューラルネッ

トワークの技術を利用したモデル作成や予測の機能を，

ビジュアルプログラミング環境で利用できるソフトウェア

である 2． 

2.3  身体動作データの前処理と分析 

入力データの前処理として，2.1 節の②で取得した 1

回あたりの作業の動作データに対し，1~90(30 回×3 人

分)の作業番号を付与する．さらに，被験者 A，B，C そ

Copyright is held by the author(s). 

The article has been published without reviewing. 

 

 

1https://www.nacinc.jp/analysis/motion-capture/mac3d-system 
2 https://www.msi.co.jp/deeplearner/ 
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れぞれを区別するために識別タグA，B，Cを付与する．
表 1 は，取得した動作データに上述の作業番号と識別
タグを付与したデータの例であり，このデータ群を Deep 
Learnerの深層学習で用いる入力データとする．

表 作業番号と識別タグを付与した入力データ例

本研究では， 節で作成した入力データの分析

に際し，教師なし学習による次元圧縮と，教師あり

学習による予測の つの手法を Deep Learner で適用

する．今回の実験では，教師なし学習として作業番

号 つに対し，約 個記録された 個分のマー

カーの 次元座標データ 約 × × を 次元

のベクトルへと次元圧縮を行うことで，取得データ

の特徴を定量的に抽出することを試みる．

教師あり学習では，予測分析を行った．今回の実験

では，作業5回分のデータを学習用データとし，作業 30
回分のデータを検証用データとして分析を行う．

3 結果

図 2は，入力データに対して，深層学習によって抽出
した特徴量の 2 次元ベクトルを出力データとして得た結
果であり，縦軸，横軸ともに特徴量を表す．それぞれの

被験者において，特徴量の差の最大値は，縦軸が 0.51，
横軸が 0.26 であり，被験者によって得られた特徴量に
23〜93%の違いが見られた．
この教師なし学習を用いて行った分析の結果として，

2次元の特徴量を得ることで，本来多次元の作業データ
からは判別できない，作業者間の 2次元ベクトル上での
特徴量の違いを可視化できた．このことから，膨大なデ

ータを作業者について識別・分類することが可能だと考

えられる．

図1 次元圧縮(教師なし学習)の結果

表 3 は，入力データに対する識別タグの予測と実際
の識別タグの結果を表にしたものである．各列は，予測

した識別タグ，各行は実際の識別タグを示す．全 90 回
分の作業データのうち，90 回全ての作業において予測
されたタグが，実際の識別タグと合致した．

表 3 被験者 A, B, C の予測分析(教師あり学習)の結果

教師あり学習を用いて行った分析の結果から，学習

用データを多く得ることが困難な場合でも，作業者を識

別できるタグを付与することで，作業者の予測は可能だ

と考えられる．したがって，同じ作業に関する作業デー

タのみを用いた場合でも，Deep Learnerによって作業者
の特徴の違いを識別することができると考えられる．

4 まとめと今後の課題

本研究では，モーションキャプチャーによって取得し

た作業データを用いて，機械学習の代表的手法である，

教師なし学習・教師あり学習の分析を行い，作業データ

のみを用いて作業者を識別することを試みた．

今後の課題として，異なる作業における作業者の識

別，同じ作業者における作業内容の識別が挙げられ

る．

謝辞 データの取得をして下さった電気通信大学 小

林周平さんおよび被験者の方々に，感謝の意を表する．
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概要 本稿では，進化計算の一手法であるGNP-based rule mining method (GNMiner) を用いて検出されたルー
ル集合の特性に沿って，その最適なパラメータ設定を検証した．一般的な進化計算手法は最終世代におけるエリー
ト個体を課題に対する解とする。そのため，「獲得できるルール数」に着目した評価がされる．一方，GNMinerは
与えられた条件を満たす解を世代継続的に蓄積する戦略をとる．このため，進化時の選択・再生の操作法，パラ
メータ群の設定法が従来の進化計算とは異なり，目的に沿った設定の評価が必要である．そこで，筆者らは蓄積
されることとなるルール集合の特性に対する評価の観点から進化操作時のパラメータ設定を検証する．その初段
の評価対象として，分類問題に用いたときの精度，ルールを構成する属性数（ルールの複雑度合い），ルール蓄積
における進化過程の動態（パラメータの変化），に注目したシミュレーション実験を実施することで，GNMiner
における効果的な進化設定を考察する．

キーワード 相関ルール，進化的計算，数値ルールマイニング，遺伝的ネットワークプログラミング

1 はじめに
相関ルール分析はデータマイニングの基礎技術として

広く用いられている．相関ルールとは，多数のアイテム
を扱うデータベースにおいてアイテム間の関係性に注目
し，「あるレコードが Pを満たせば Qも満たす」といっ
た事実を表現するものである．P，Qはアイテムに関す
る条件が入り，「P⇒ Q」の形で表現される．データベー
スから相関ルールを抽出するための多くのアルゴリズム
は 2つのフェーズからなり，最初のフェーズでは頻出ア
イテム集合を列挙し，次いで相関ルールが生成される．
ここで，頻出アイテム集合とは，処理対象とするデータ
集合に一定以上含まれている要素の集合であり，主なア
ルゴリズムとしては Apriori法 [1]などが知られている．
アイテム数の増加に伴って実行時間が指数関数的に増加
する [2]，出現頻度が高くなると抽出された相関ルール
の価値があいまいになる [3]といった問題もある．
こうした問題に対応するため，進化的計算を用いた相関
ルール抽出アルゴリズムが注目されている．これらのア
プローチの特徴は，厳密な終了条件を設定して計算時間
を制限でき，それにも関わらず頻出アイテムセットの生
成ステップを経ずに相関ルールを取得できる．筆者らは
ユーザが設定した柔軟な条件を満たす相関ルールを頻出
アイテム集合の生成ステップを経ずに，直接発見する方
法をネットワーク構造と世代継続的な成果蓄積型の進化
計算法を用いて，十分な件数の相関ルールを高速に抽出
する手法（GNMiner)を提案している [5]．一般に，進
化的計算ではタスク解決に向けて最終世代のエリート
個体を解として用いるが，GNMinerは所与条件を満た
す解を世代継続的に蓄積する進化戦略を採用している．
Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

そのため，進化過程における選択・再生の操作方法や初
期パラメータ群の設定方法は従来の進化計算手法と異な
る．そこで，本稿では異なるタスク設定に対して適切な
評価を目的とし，蓄積されることとなるルール集合の特
性を，進化操作時のパラメータ設定から検証する．具体
的には，進化操作の変数として，ネットワークの接続，
選択アイテムの変異確率を操作した際に相関ルールの蓄
積傾向がどのように変化するかを確認する．

2 GNMinerによる相関ルール抽出
GNMinerは遺伝的ネットワークプログラミング (GNP)

ベースの一次元の局所分布マイニング方法を拡張し，連
続値のルールマイニングを可能とした手法である [6]．図
1に基本構造と遺伝子型の発現を示す．1つの属性に関
する判定をGNPの１つの判定ノードで表現する．また，
判定ノードでは指定した属性値であるかを判定し，分
岐する．また，図 2 に相関ルール抽出の処理全体の流
れを示す．１つの処理ノードを始点とする一定個数以内
の判定ノードの連結の範囲で相関ルールの前提部の集
団をデータベースのレコード１つずつについて，GNP

のノードを処理ノードから順に遷移していく．ある処理
ノードを通過したレコードを Nとすると，この N個の
レコードのうち，判定ノード群をYes側に進んだレコー
ド数を図中の位置で判定ノードが調査する．判定ノード
はNoに進む場合には探索中の次の順番の処理ノードに
接続し，次の判定ノード群の探索を行う．判定ノードを
Yes側に連続して遷移する場合は処理ノードから遷移し
たノード数が予め指定した個数，すなわち相関ルールの
前提部を構成する属性数の最大に達したら，判定ノード
の判定結果に関わらず次の処理ノードに接続する．
GNPの探索は最初の処理ノードからスタートし，全て
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図 1 Example of the node connection in the GNP val-
ues.

図 2 Flow of GNMiner for 2d-ALDRs.

の処理ノードについてレコード調査を終えたらレコード
を更新してまた最初に戻る．規定のレコードを探索した
ら，サポートや確信度を計算して一世代を終える．この
探索はレコードごとに全個体について並行して進める．
各世代で求まる相関ルールは逐次，新規であるか判定を
行い，同一属性がルール内で重複して用いられているか
確認する．新規であれば，サポートや確信度の値と共に
世代間に共通のライブラリに蓄積していく．

3 パラメータ特性の検証実験
UCI MLリポジトリのGeographical Original of Mu-

sic Data Set（GOMDS）[7]を用い，初期パラメータと
進化設定の操作によって相関ルールの発見効率にどのよ
うに影響するかを検証する．データセットは 33の地域
をカバーする 1059トラックの個人コレクションから構
築され，伝統的，民族的なコレクションとなっている．
また，GOMDS では 68属性が音に関する数値特徴量，
2属性が緯度経度であり，音楽の地理的ルーツがラベル
付けされている．データに欠損などはなく，68属性は
シミュレーション前に平均が 0，標準偏差が 1となるよ
う正規化している．
マイニング条件として，suppmin = 0.07, 連結するアイ
テム数は 6以下とし，GNP全体のサイズは 10として
判定ノードを 100，他を処理ノードとした…また終了条
件は 200世代経過とし，各ラウンドで最大 2000までの
ルールを蓄積するように設定した．これは 2000ルール

抽出された時点でメソッドがそのラウンドでのマイニン
グを停止する．抽出された相関ルールは各ラウンドの
プールに保存し，100ラウンドの施行後に重複をチェッ
クし，ユニークな相関ルールのみをカウントする．
進化の設定を変数として変化させることでGNMinerの
特性を検証する．個々のノードは世代ごとに選択規則に
よって新しいノードに置き換えられる．ノードは自身の
適性によってランク付けされ，上位 1/3が選択される．
パラメータの変数として，ノード接続の変更, アイテム
の変更，が発生する突然変異の確率を Pm1, Pm2とし，
それぞれ 1/4, 1/6, 1/10とした組み合わせで 9パターン
のパラメータ設定による影響を検証する．

4 結論
本稿では進化計算の方法論を用いた相関ルール発見手
法である，GNMinerの詳細な挙動を検証する手始めと
して，進化の操作パラメータを変数とした場合のシミュ
レーションを実施した．その結果，進化計算の変異確率
である 2つのパラメータ，GNPノード接続を変異させる
確率と，ノードに対応するアイテムを変異させる確率を
変更した場合にそれぞれ相関ルールの発見速度に対して
異なる影響があることを確認した．また，いずれのパラ
メータ設定であっても，参考とするルールの乏しい初期
の探索ではパラメータの変化による影響が見られず，ラ
ンダムに当てに行く挙動になることが確認できた．今後
は他のパラメータに関する検証や，異なるデータセット
を用いた場合の挙動についても検討を深めていきたい．
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松本 真拓†, a 安藤 一秋††, b 

† 香川大学大学院工学研究科   †† 香川大学創造工学部 

a) s21g479@kagawa-u.ac.jp   b) ando.kazuaki@kagawa-u.ac.jp 

概要 本研究では，Twitter から病気・症状を含む日本語ツイートを収集，分析することで，新型コロナウイルス感染

症などの流行状況や各種症状の発症状況を都道府県別や時系列別などに可視化するシステムの構築を目的とす

る．本研究で提案するシステムを利用することにより，病気の流行や症状の発症状況を迅速に察知できる．提案シ

ステムは，ツイートされる病気・症状の事実性解析部と病気・症状をツイートしたユーザの居住地推定部で構成され

る．本稿では，居住地推定部の実現に向けて，Twitter 内のツイート内容と Twitter 外の情報である天気情報を組み

合わせた深層学習モデルを提案する．天気情報を含むツイートを 1 件以上発信しているユーザに対する都道府県

別の居住地推定実験により，ツイート内容のみを用いた手法よりも提案モデルの方が約 1.6 ポイント高い 0.733 の F
値が得られることを確認した． 

キーワード Twitter，居住地推定，深層学習，天気情報 

1  はじめに 

新型コロナウイルスに感染すると，発熱や咳，倦怠感

に加え，味覚障害や嗅覚障害など，様々な症状が発症

することが確認されている．普段，あまり確認されない症

状の発症状況を検知することで，未知の病気の流行を

察知できる可能性がある．本研究では，ソーシャルメデ

ィアの 1 つである Twitter を現実世界の事象を観測する

ためのセンサと捉え，新型コロナウイルスなどの感染症

の流行状況や頭痛・腹痛などの各種症状の発症状況を

調査し，都道府県別や時系列別などで可視化するシス

テム[1, 2]の構築を目的とする．提案するシステムを活用

することにより，多種多様な病気の流行を迅速に把握で

きるだけでなく，病気・症状の原因や特徴の分析，未知

の病気の発生検知なども可能になると考える． 

提案システムは，Twitter で発信されるツイートが病

気・症状に関するものかを判定する事実性解析部[1]と，

病気・症状に関するツイートを投稿したユーザの居住地

を特定する居住地推定部[2]で構成される．本稿では，

居住地推定部の実現に向け，Twitter ユーザの居住地

を都道府県別に推定する手法について提案する． 

Twitter から得られる顕在的な位置情報としては，ユ

ーザや関連アプリケーションがツイートに位置情報を付

与した位置情報付きツイートや，ユーザが自由に記述

できるプロフィールの Location 項目などがある．しかし，

位置情報付きツイートを発信する，またはプロフィール

の Location 項目に正確な位置情報を記述する日本語

ユーザはかなり少ない[3]．したがって，位置情報付きツ

イートやプロフィールの Location 項目など，顕在的な位

置情報以外を用いて，ユーザの居住地を推定する手法

が必要である. 

また，近年の Twitter ユーザの居住地推定に関する

研究では，深層学習を用いることで，英語圏ユーザに

対して高い推定性能が得られることが報告されている

[4]．しかし，英語圏ユーザを対象とした既存研究の多く

は，ツイート内容やユーザ同士の関係性など，Twitter

内で取得できる情報のみを推定に利用している．しかし，

Twitter 内で取得できる情報のみでは，ツイートに地域

に関する語（地域語）を含まない，含んでいてもその数

が極端に少ないユーザや，幅広い地域の人と関わりの

あるユーザ，フォロー・フォロワー数が多すぎるまたは少

なすぎるユーザに対する居住地推定は難しい[2, 5, 6]． 

ツイートに地域語を含まないユーザであっても，自身

の居住地の天気情報や地震の発生状況などをツイート

するユーザも存在する．天気や地震の発生状況といっ

た外部データとツイートの内容・発信時間を照らし合わ

せることで，居住地の推定性能を向上できる可能性があ

る．そこで本稿では，日本語ユーザを対象に，居住地の

推定性能の向上を目的として，Twitter 内のツイート内容

と Twitter 外部の情報である天気情報を組み合わせた

深層学習モデルを提案する． 

2  関連研究 

本研究で提案する可視化システムの関連研究として，

インフルエンザの流行状況を可視化する「インフルくんCopyright is held by the author(s). 

The article has been published without reviewing. 

- 33 -



Web インテリジェンスとインタラクション研究会予稿集 

 

[7]」がある．このシステムでは，ツイートに含まれるインフ

ルエンザに関する情報を収集し，都道府県別にマッピ

ングすることで，インフルエンザの流行地域を可視化す

ることを目的としている．本研究で提案するシステムは，

対象とする病気を感染症には限定せず，また，頭痛・腹

痛といった各種症状を対象にする点で異なる．また，「イ

ンフルくん」では，位置情報付きツイートやプロフィール

の Location 項目など，顕在的な位置情報を利用して，

ツイートを都道府県別にマッピングしている．しかし，位

置情報付きツイートを発信するユーザやプロフィール欄

に自身の居住地を記述しているユーザはかなり少ない．

たとえば，2021 年 1 月 20 日から 2021 年 1 月 22 日ま

での期間にインフルエンザに罹患していると判定された

22,561 件のツイートの内，およそ 73.4%にあたる 16,558

件のツイートには位置情報を付与できず，地域不明とな

っている．したがって，病気・症状を発信するユーザを

漏れなく可視化するには，潜在的な位置情報を利用し

て居住地を推定する技術が必要となる． 

Twitter ユーザの居住地推定については，様々な取り

組みが実施されているが，近年では，深層学習を用い

たモデルが注目されている．たとえば，Huang ら[8]は，

畳み込みニューラルネットワークを用いて，ツイートおよ

びユーザのプロフィール項目から居住地を推定するモ

デルを提案している．実験の結果，既存のナイーブベイ

ズ分類器を用いた手法よりも国別の居住地推定で 5.1

ポイント高い 0.921 の正解率で居住地を推定できると報

告している．また，Miura ら[9]は，テキスト情報に加え，

ユーザのメンション関係によるソーシャルネットワークか

ら作成したユーザ分散表現を深層学習の入力に追加

するモデルを提案している．実験の結果，都市レベル

の居住地推定においては，テキスト特徴量のみ用いる

よりも 13.6 ポイント高い 0.585 の正解率が得られたと報

告している．Huang ら[10]は，深層学習モデルに位置関

係の階層性を取り入れ，ツイート内容やユーザのメタデ

ータ，メンション関係から抽出したユーザのネットワーク

関係を用いた手法を提案している．英語圏の公開デー

タセット（Twitter-US）を用いたユーザの居住地推定実

験の結果，既存手法よりも 2.6 ポイント高い 0.727 の正

解率を達成したと報告している．これらの深層学習を用

いた既存手法の多くは，ツイート内容やユーザ同士の

関係性といった Twitter 内で取得できる情報のみを利用

しているが，ツイート内に居住地に関係する語を含まな

い，数が極端に少ない，ユーザ関係が幅広いといった

ユーザの居住地推定は難しい． 

次に，Twitter 外部の情報を併用した研究として，

Miyazaki ら[11]や近藤ら[6]の研究がある．Miyazaki ら

は，固有表現の関係性を表すデータベースを基にグラ

フ畳み込みニューラルネットワークから獲得する固有表

現分散表現とユーザのツイート内容の双方を用いる深

層学モデルを提案している．米国のデータセット

（GeoText）に対する実験の結果，ツイート内容のみを用

いた手法よりも約 4 ポイント高い 0.440 という正解率を報

告している．また，近藤らは，天気情報を含む位置情報

付きツイートを機械学習により雨が降っているか否かで

分類し，アメダスの観測データとの一致性に基づきユー

ザの居住地を推定している．都道府県別の居住地推定

実験の結果，ツイートに出現する単語の分布で推定す

る手法については適合率のマクロ平均が 0.069 であり，

天気情報を用いた手法については適合率のマクロ平均

が 0.242 となり，より高い性能が得られたと報告している．

その理由として，ツイートに出現する単語の分布を用い

る手法では，ユーザの地域別の居住地分布が大都市

圏に偏ることから，ローカルワードをツイートしていない

ユーザの居住地を，人口の多い大都市圏に推定してし

まう傾向があると述べている．一方，天気情報を用いる

手法は，ローカルワードをツイートしていないユーザの

居住地を有効に推定できると報告している．しかし，近

藤らの研究では，天気情報を含むツイートのみを用いて

居住地を推定しているため，天気情報を含まないツイー

トはローカルワードを含む内容であっても利用できてな

い．したがって，天気情報を含まないツイートを活用す

ることで推定性能を向上できる可能性がある． 

本稿では，ツイート内容にローカルワードを含まない

ユーザに対する居住地推定性能の向上を目的に，ツイ

ート内容を用いた既存の深層モデルに対して，近藤ら

の研究を参考に Twitter 外部の情報であるアメダスの観

測データに基づくモデルを追加した深層学習モデルを

提案する．  

3  提案手法 

本章では，ユーザのツイート内容とアメダスの観測デ

ータを用いて居住地を推定する深層学習モデルについ

て提案する．提案モデルは，ツイート内容モデルと天気

情報モデルで構成される．ツイート内容モデルでは，既

存の Huang ら[７]のモデルを予備実験により簡略化した

モデルを採用する．天気情報モデルでは，天気情報を

含むツイートおよびツイート発信時間の天気情報を参照

するモデルを提案する．天気情報モデルによる地方別

予測結果をツイート内容モデルによる都道府県別予測

に反映することで，居住地推定性能の向上を目指す． 

本稿で提案するモデルのアーキテクチャを図 1 に示

す．以下，モデルの詳細について述べる． 

3.1  ツイート内容モデル 
本節では，Huang ら[10]が提案した，ユーザのツイー

ト内容から特徴量を抽出するモデルを簡略化したモデ

ルについて説明する．本研究では，日本語文を対象と

するため，まず形態素解析エンジン MeCab により，ツイ
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図 1 提案モデルのアーキテクチャ 

ートを形態素に分割する．次にツイート内容から特徴量

を抽出するため，Word-Embedding により，ツイートの各

形 態 素 を 単 語 分 散 表 現 に 変 換 す る ． そ し て ，

bidirectional LSTM（Bi-LSTM）により，ツイート内の各

形態素の前後関係を抽出する．ここで，居住地推定に

おいて，すべての形態素が重要であるとはいえないた

め，Bi-LSTM に続いて Word-Level-Attention（Word-Att）

により，重要単語を抽出する．その後，ツイート間の相

互関係を学習するために，Transformer Encoder と，ツイ

ート間の重要度を計算するための Text-Level-Attention

（Text-Att）および softmax 関数により，ツイート特徴ベク

トルからユーザの居住地を都道府県別に予測する． 

ツイート内容モデルを用いることで，天気情報を用い

ずとも居住地を推定できる．評価実験では，このモデル

を比較手法とする． 

3.2  天気情報モデル 
本節では，天気情報を用いたモデルについて提案す

る．本モデルは, 天気情報を含むツイート（天気情報ツ

イート）およびそのツイートの発信時間の都道府県別の

天気情報を利用する．近藤らが提案したモデル[6]の都

道府県別の適合率が 0.242 であることから，本稿では，

ユーザの居住地を 9 地方に予測するモデルを構築する． 

3.2.1 天気情報ツイートの抽出 
天気情報を用いるためには，天気情報ツイートを抽

出する必要がある．本稿では，近藤らの研究[6]を参考

に，天気情報を発信する際に用いられやすい語や絵文

字を人手で選定し，いずれかの語彙を含むツイートを天

気情報ツイートと見なす．図 2 に語彙リストを示す． 

図 2 天気情報ツイート判定用の語彙リスト 

3.2.2 天気情報ベクトルの獲得 
天気情報の獲得にはアメダス[12]の観測データを用

いる．アメダスとは，気象庁の運営している気象観測シ

ステムであり，日本全国約 1,300 箇所に設置されている．

天気情報モデルでは，アメダスの情報を基に時刻𝑡にお

ける都道府県ごとの降水の有無を表すデータを作成し

て利用する．アメダスにおける降水量の観測データは

0.5mm 単位で記録されているため，都道府県内の観

測地点において 1 箇所でも降水が記録されれば，該当

都道府県での降水があったと判定する．また，都道府

県内のすべての観測地点で降水が記録されていなけ

れば，該当都道府県での降水はなかったと判定する．

本稿では，時刻 t において都道府県内で降水があれば

1，降水がなければ 0 として，時刻 t における 47 都道府

県すべての情報を含む天気情報ベクトル𝑉  ∈  𝑅

を作成する．𝑀 は都道府県の個数 47 である． 

3.2.3 天気情報モデルのアーキテクチャ 
本節では，天気情報を用いたモデルのアーキテクチ

あつい,晴天,炎天下,暁,眩しい,絶好,朝晩,日陰,快晴,

日差し,暑く,映える,初日の出,日和,🌸, ⛅,🍉,濡れ,

雪かき,積雪,積もっ,降れ,長靴,雨天,びしょ濡れ,大雨,

豪雨,大雪,ずぶ濡れ,雨,降っ,降り出し,夕立,止ま,雷,

吹雪,吹雪い,ちらつい,雨風,降り続い,雨宿り,増水,雪

だるま,土砂降り,パラパラ,しとしと,ザーザー,風雨,あ

いにく,積もる,休校,小雨,生憎,雪合戦,雨降り,本降り,

どしゃ降り , 止む , やむ , 暴風雨 , 暴風 , びしょびし

ょ,rain,🌂,☂”,☔,🌁 
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ャについて説明する． 

天気情報モデルは，天気情報ツイートおよび天気情

報ベクトルを入力とする．まず，ツイート内容モデルと同

様, Word-Embedding，Bi-LSTM，Word-Level-Attention

を用いて, 天気情報ツイートの分散表現を取得する．そ

して，得られた分散表現を 1 次元に線形変換した後，

sigmoid 関数を適用する． 

𝑎   𝜎 𝐹・𝑊                   (1) 

ここで，𝜎は sigmoid 関数であり，ユーザの天気情報ツイ

ート集合を T，単語分散表現の次元数 D として，F∈

𝑅 は各ツイートの分散表現であり, 𝑊 ∈𝑅 はパ

ラメータである． 

次に，𝑎 およびユーザが天気情報ツイートを発信し

た 各 時 刻 の 天 気 情 報 ベ ク ト ル の 集 合 で あ る 𝑉 ∈
𝑅 を用いて以下の式で変換する． 

𝑉  𝑎 ° 𝑉   1 𝑎 ° ~𝑉       (2) 

このとき，𝑎 ∈ 𝑅 は𝑉 ∈ 𝑅 と同様の形状にブ

ロードキャストにされ，°は要素毎の積（アダマール積）を

表す．また，~𝑉 は，𝑉 をビット反転したものである．す

なわち，𝑎 で 1 に近い値が出力されれば，𝑉 が 1，つ

まり，雨が降っていた地域の要素に𝑎 が加算される．

また，𝑎 で 0 に近い値が出力されれば，𝑉 が 0，つま

り，雨が降っていない地域の要素に1 𝑎 が加算され

る．これにより，天気情報を含むツイートが，雨が降って

いることを示していれば，𝑎 は 1 に近い値を出力し，雨

が降っていないことを示していれば，𝑎 は 0 に近い値

を出力する． 

天気情報を含むツイートの重要度は，ツイート内容に

よって異なると考えられる．そこで， 𝑉 ∈ 𝑅 を，天

気情報を含むツイートの分散表現 F∈𝑅 を用いた

加重合計により，1 次元ベクトル𝐹 ∈ 𝑅 に変換する． 

 𝐹   ∑ 𝑤 𝑉∈                     (3) 

𝑤  𝜎 𝐹・𝑊                      (4) 
ここで，𝜎は sigmoid 関数であり，𝑊 ∈𝑅 は射影変

換パラメータである． 

その後，1 層の全結合層(FC)により，ユーザの居住地

を地方別に予測する際に用いるベクトルを得る．  

𝐹   𝐹𝐶 𝐹                      (5) 

天気情報モデルによる最終的な各地方への居住確

率は，softmax 関数により計算する． 

𝑃   𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑊 𝐹 𝑏     (6) 

ここで，𝑊 ∈𝑅 は射影変換パラメータであり，

𝑏 はバイアス項である．また，𝑀 は予測する地方の

数であり，本稿では，表 1 に示す 9 地方とする． 

3.3  ツイート内容モデルと天気情報モデルによる都

道府県別予測 
天気情報モデルによる地方別の予測結果をツイート

内容モデルの都道府県別予測に利用する． 

都道府県別の居住確率は，softmax 関数で計算する． 

𝑃   𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑊 𝐹 𝑏 𝜆𝑃 𝐵𝑖𝑎𝑠  (7) 

ここで，𝑊 ∈𝑅 はパラメータであり，𝑏 はバイ

アス項である．また，𝑀 は予測する都道府県の数であ

り，47 である．𝐵𝑖𝑎𝑠 ∈ 𝑅 は，地方と都道府県の

相関行列である．すなわち，都道府県 𝑗  が地方 𝑖  に

含まれていれば，𝐵𝑖𝑎𝑠 は0となり，含まれていなければ

𝐵𝑖𝑎𝑠 は 1となる．𝜆はペナルティ項であり学習可能とし

た．λが大きい値を取ることで地方予測の結果が都道

府県予測の結果に影響を与えるようになる． 

提案モデルでは，都道府県予測と地方予測の 2 つの

クロスエントロピー誤差の合計を最小化するように学習

する． 

𝑙𝑜𝑠𝑠  𝑌 ・𝑙𝑜𝑔𝑃 𝑌 ・𝑙𝑜𝑔𝑃       (8) 

ここで，𝑌 および𝑌 は，都道府県と地方の正解ラベ

ルの one-hot ラベルである． 

また，天気情報を含むツイートを 1 回も発信していな

いユーザについては，ツイート内容モデルによる都道府

県別居住地推定結果のみを用いて誤差伝播する． 

𝑙𝑜𝑠𝑠  𝑌 ・𝑙𝑜𝑔𝑃              (9) 

表 1 都道府県と地方の関係 

地方 都道府県 

北海道地方 北海道 

東北地方 青森県，秋田県，岩手県，山形県，

宮城県，福島県 

関東地方 東京都，神奈川県，千葉県，埼玉

県，栃木県，群馬県，茨城県 

中部地方 石川県，福井県，富山県，長野県，

山梨県，愛知県，静岡県，岐阜県，

新潟県 

関西地方 大阪府，京都府，兵庫県，三重県，

奈良県，和歌山県，滋賀県 

中国地方 岡山県，広島県，山口県，鳥取県，

島根県 

四国地方 香川県，徳島県，愛媛県，高知県 

九州地方 福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，

熊本県，宮崎県，鹿児島県 

沖縄地方 沖縄県 

4  実験設定 

本稿では，ツイート内容モデルのみを用いて推定す

る手法と，ツイート内容モデルに天気情報モデルを組み

込んだ手法の性能を比較することで，天気情報の有効

性を確認する． 

4.1  データセットと評価指標 
本研究では，ツイートに含まれる病気・症状の地域別
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の可視化を目的としているため，病気・症状を含むツイ

ートを発信しているユーザを用いてデータセットを構築

する．本稿では，安藤ら[1]の研究を参考に，表 2 に示

す症状を含むツイートを発信したユーザのうちプロフィ

ールの location 項目に都道府県名を明記しているユー

ザのツイートを収集し，データセットを構築する． 

表 2 収集対象とする症状 

頭痛 腹痛 発熱 下痢 充血 

関節痛 吐血 めまい 嘔吐 動悸 

しびれ 発疹 息切れ 寒気 

 

また，ツイート数が 100 以下のユーザは情報量が少な

いため収集対象から除外する．本稿では，学習データ

として，収集した全 204,965 ユーザのうち 184,965 ユー

ザを，検証データとテストデータには，それぞれ 10,000

ユーザを利用する． 

都道府県レベルの正解ラベルと推定居住地を比較し，

完全一致した場合を正解とする．評価指標には，47 都

道府県の適合率，再現率，F 値のマクロ平均を用いる． 

4.2  ハイパーパラメータ 
単語分散表現は，株式会社ホットリンクが公開してい

る「日本語大規模 SNS+Web コーパスによる単語分散

表現モデル[13]」を用いる．単語分散表現に含まれてい

ない未知語に関しては，U（-0.25, 0.25）の一様分布にラ

ンダムに初期化する． 

深層学習モデルのハイパーパラメータを表3に示す．

最適化手法には Adam を用い，初期学習率は 10
とする．エポック数は 15 とし，ペナルティ項である𝜆は学

習可能なパラメータとする．Bi-LSTM の入力および

transformer encoder の出力の dropout をそれぞれ 0.2 と

0.1 とする．ツイート内容モデルは，ユーザごとに最新の

最大 300 ツイート，天気情報モデルはユーザごとに最新

の最大 100 ツイートを用いる． 

表 3 ハイパーパラメータ 

初期学習率 10  

単語分散表現の次元数 200 

multi-head attention の head 数 8 

ツイート内容モデルの Transformer 数 3 

𝜆 1 

Transformer の 

feed-forward network の次元数 
2,048

天気情報モデル内の全結合層の次元数 400 

5  実験結果と考察 

天気情報モデルを用いるためには，天気情報を含む

ツイートを 1 件以上発信している必要がある．本稿では，

テストユーザとして用意した 10,000 ユーザのうち，天気

情報を含むツイートを 1 件以上発信している 8,988 ユー

ザに対して，都道府県別の居住地を予測した結果につ

いて述べる．また，地方別の予測性能についても述べる． 

5.1  都道府県別予測の結果 
8,988 ユーザに対する都道府県別の予測結果を表 4

に示す．表 4 より天気情報を追加した方がツイートのみ

を用いるよりも F 値で 1.6 ポイント高い結果になった． 

次に，都道府県別の適合率を図 3 に，完全一致のみ

でなく同地方への予測も正解とした場合の都道府県別

の適合率を図 4 に示す．図 3 より，ほとんどの都道府県

において適合率が向上していることがわかる．天気情報

を追加することで適合率が下がっている福井県や奈良

県などに関しては，図 4 から同地方への予測も正解とし

た場合に適合率が向上しており，ツイート内容モデルの

学習時の初期パラメータが影響している可能性が考え

られる．また，図 3 の青森県や山口県は，天気情報を追

加することで性能が低下している．両県について図 4 も

確認すると，地方予測の性能も下がっている．よって，

天気情報がノイズになる事例の存在を確認した．この原

因としては，天気情報ツイート数の影響が考えられるが，

今後，詳細を分析する． 

本稿では，天気情報モデルの学習時に天気情報ツイ

ートを 1 ツイート以上しているユーザを学習データとして

利用したが，今後は，天気情報ツイートを 5 回以上して

いるユーザなど，よりノイズの少ないと考えられるユーザ

を学習データに用いることで，推定性能がどのよう変化

するのか確認する． 

表 4 都道府県別の居住地推定結果 

 Precision Recall F 値 

ツイートのみ 0.762 0.68６ 0.717 

+ 天気情報 0.775 0.705 0.733 

5.2  天気情報モデルによる地方予測の結果 
天気情報モデルによる天気情報ツイート数別の地方

予測結果を表 5 に示す．表 5 から，ツイート内に天気情

報を含む数が多いユーザほど，高い Accuracy になるこ

とがわかる．つまり，天気情報モデルのみでユーザの居

住地を地方別に予測した場合，天気情報ツイートの数

が多いユーザほど高い性能で推定できるといえる．一方

で，天気情報ツイート数が少ないユーザは，ノイズにな

っている可能性が考えられる．今後は，上記の調査を実

施するとともに，天気情報モデルを直接都道府県別予

測に利用したときの性能変化についても調査する． 

表 5 天気情報モデルによる地方別予測の結果 

天気情報ツイート数 Accuracy ユーザ数

1〜4 0.493 3,045 

5〜9 0.574 2,280 

10 以上 0.761 3,663 
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図 3 都道府県別予測の適合率 

 

図 4 同地方への予測も正解とした場合の都道府県別予測の適合率

6  おわりに 

本稿では，ツイート内容を用いたモデルに天気情報

モデルを組み込んだ深層学習モデルを提案した．提案

したモデルは，ツイート内容のみを用いるよりも 1.6 ポイ

ンタ高い F 値 0.760 で Twitter ユーザの居住地を推定

できることを確認した． 

今後の課題として，天気情報ツイート数の影響や天

気情報モデルで都道府県別に予測した結果等を調査

する．また，天気情報以外の外部情報の追加やユーザ

関係など，本稿で利用していない Twitter 内部の情報の

利用などについて検討する． 
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RHモデルとSHモデルに基づいた地理的影響構造の可視化分析
箕浦 悠人†, a 熊野 雅仁††, b 木村 昌弘††, c

†龍谷大学大学院理工学研究科電子情報学専攻 ††龍谷大学先端理工学部
a) t20m017@mail.ryukoku.ac.jp b) kumano@rins.ryukoku.ac.jp c) kimura@rins.ryukoku.ac.jp

概要 位置情報ベース SNS の普及にともない，実世界でのヒューマンモビリティに関する大規模な時空間情報
が利用可能となりつつあり，このようなビッグデータを有効活用することに期待が高まっている．本研究では，
ヒューマンモビリティデータを活用して POI（point-of-interest）群の地理的影響構造を視覚的に分析できるシ
ステムの構築を目指す．このために，Hawkes過程，RH（receiver homogeneous）モデルおよび SH （ sender
homogeneous ）モデルに基づいて POI群の地理的影響構造を抽出し，それらを可視化分析する手法を提案する．
そして，Foursquare データを用いたケーススタディを通して提案法の有効性を検証する．

キーワード ソーシャルメディアマイニング，時空間イベント，ヒューマンモビリティ，観光都市開発

1 はじめに
位置情報ベース SNS(Social Networking Service)の普
及やセンサ技術の進歩により，実世界でのヒューマンモ
ビリティに関する大量の時空間データが蓄積されるよう
になってきた．そして，このような大規模な時空間情報
を有効活用するために，その解析やマイニングに関する
研究が注目されている [1]．
位置情報ベース SNSでは，都市の主要スポットがPOI

（point-of-interest）として登録されており，ユーザがPOI

にチェックインしたという POI訪問イベントデータを
通して，その都市の POI群におけるヒューマンモビリ
ティ情報が観測され得る．本研究では，位置情報ベース
SNSで観測されるヒューマンモビリティデータに基づい
て，都市における POI群の地理的影響構造を視覚的に
分析できるシステムの構築を目指す．
POIへの訪問イベントは，その POI自身の魅力だけ
でなく，その POIに対する過去の訪問イベントからも
影響を受けると考えられる．また，それは，そのPOIと
関連がある他の POIに対する過去の訪問イベントから
も影響を受けると考えられる．さらに，過去の訪問イベ
ントからの影響については，経過時間とともに減衰して
いくと考えるのが自然である．これらの特徴は Hawkes

過程 [3]により自然に捉えることができるので，以前の
研究 [4, 5]で我々は，Hawkes過程に基づいて POI群へ
の訪問イベント系列からそれら POI群間の影響構造を
検出する確率モデルとして，RH(receiver homogeneous)

モデルと SH(sender homogeneous)モデルを構築しそれ
らの学習法を与えた．ここに，RHモデルと SHモデル
は，それぞれ，POI群間の競合構造と協調構造を検出す
る．まず，一つの競合グループを構成するPOI群は，任
意の POIから同じ時間減衰率の下で同じ強度の影響を
Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

受ける．すなわち，その競合グループに属する POI群
は，それらの魅力度を通してより多くのポピュラリティ
を獲得するよう，互いに競合している．一方，一つの協
調グループを構成する POI群は，任意の POIに同じ時
間減衰率の下で同じ強度の影響を協調して与える．とこ
ろで，ディリクレ過程を適切に組み込むことにより，RH
モデルと SHモデルはそれぞれ競合構造と協調構造を検
出するので，検出される競合グループや協調グループを
構成する POI群は，必ずしも地理的に隣接していると
は限らない．
本研究では，さらにミーンシフトクラスタリングを組

み込みこみ，検出された競合グループや協調グループ
を地理的に近い POI群から構成されるサブグループに
分割することで，POI群の間の地理的な影響関係が抽
出できるようにRHモデルと SHモデルを拡張する．そ
して，POI間の影響関係を考慮しない UHP(univariate

Hawkes process)モデルをベースラインとし，拡張した
RHモデルと SHモデルに基づいて，都市における POI

群への訪問イベントデータからそれらの地理的な競合お
よび協調ネットワークの構造を可視化分析する手法を提
案する．Foursquare データを用いたケーススタディを
通して，提案法の有効性を検証する．

2 分析モデル
対象とした都市において，POI全体の集合を U とす

る．また，t > 0に対して，期間 [0, t)における u ∈ U へ
の訪問イベント数をNu(t)とし．時刻 tまでの uへの訪
問イベント履歴を Hu(t) = {(u, tn) |n = 1, . . . , Nu(t)}
とする．
ミーンシフトクラスタリングを組み込んだRHモデル

と SHモデルを用いて，指定された期間 T = [0, T )で
の U の地理的競合構造および地理的協調構造を抽出し．
それらを効果的に可視化分析する手法を提案する．
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2.1 UHPモデル
RHモデルと SHモデルは Hawkes過程に基づいてお

り，任意の u ∈ U に対して，Nu(t)は条件付き強度関数
λu(t)を持つ点過程としてモデル化される．
ベースラインであるUHPモデルは，POI間の影響関
係を考慮しない単変量 Hawkes過程であり，λu(t)は次
式で定義される．

λu(t) = µu +Wu,u

∑
(u,tn)∈Hu(t)

gu(t− tn)

ただし，gu(t)は減衰率 γu > 0のカーネル関数であり，
gu(t) = γu e

−γut, (t ≥ 0), gu(t) = 0, (t < 0)である．
ここに，µu > 0, Wu,u > 0および γu > 0は uについて
のパラメータであり，それぞれ，魅力度，自己影響の強
度およびその時間減衰率を表し，それらは観測データか
らMAP推定の枠組みにしたがって推定される．
2.2 拡張RHモデル
RHモデルは，任意のPOIから同じ時間減衰率の下で

同じ強度の影響を受けるような POI群からなる競合グ
ループを検出するものである．任意の u ∈ U に対して，
z(u)を uの競合グループへの割り当てとすると．RHモ
デルの λu(t)は次式で定義される．

λu(t) = µu +
∑
v ∈U

Wz(u),v

∑
(v,tn)∈Hv(t)

gz(u)(t− tn)

ただし，µu > 0, Wk,v > 0および γk > 0はそれぞれ，
uの魅力度，vから第 k競合グループRk への影響の強
度およびその時間減衰率を表すパラメータである．それ
らと U の競合グループ分割は，ディリクレ過程（チャイ
ニーズレストラン課程）を適切に組み込むことにより，
ベイズ推定の枠組みにしたがって観測データから推定さ
れる．
検出された U の競合グループ群 {Rk}に対して，さ
らにミーンシフトクラスタリング [6]を実行し，地理的
に近い POI群から構成されるサブグループに分割する
ことにより，U の地理的競合グループ群 {R� j}を抽出
し，R� j からRk への影響度 AR

k,� j を分析する．

AR
k,� j = (1/|R� j |)

∑
v∈R� j

Wk,v

2.3 拡張 SHモデル
SH モデルは，任意の POI に同じ時間減衰率の下で
同じ強度の影響を与えるような POI群からなる協調グ
ループを検出するものである．任意の v ∈ U に対して，
z(v)を vの協調グループへの割り当てとすると．SHモ
デルの λv(t)は次式で定義される．

λv(t) = µv +
∑
u∈U

Wu,z(v)

∑
(v,tn)∈Hv(t)

gz(v)(t− tn)
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図 1 PL 指標に関する予測性能の比較

ただし，µv > 0, Wu,k > 0および γk > 0はそれぞれ，
v の魅力度，uから第 k 協調グループ S� への影響の強
度およびその時間減衰率を表すパラメータである．それ
らと U の協調グループ分割は，ディリクレ過程（チャイ
ニーズレストラン課程）を適切に組み込むことにより，
ベイズ推定の枠組みにしたがって観測データから推定さ
れる．
検出された U の協調グループ群 {S�}に対して，さら
にミーンシフトクラスタリング [6]を実行し，地理的に
近い POI群から構成されるサブグループに分割するこ
とにより，U の地理的協調グループ群 {Sk i}を抽出し，
S� から Sk i への影響度 AS

k i,� を分析する．

AS
k i,� = (1/|Sk i|)

∑
u∈Sk i

Wu,�

3 分析データ
Foursquareでの POIチェックインの実データである，

“Global-scale Check-in Dataset with User Social Net-

works”1 [2] の 2013 年データにおいて，東京 (TKY)

の 4月 10日と 7月 1日からそれぞれ 5日間のデータ，
TKY4-10とTKY7-1および，ニューヨーク (NYC)の 9

月 10日と 9月 20日からそれぞれ 7日間のデータ，NYC-
9-10とNYC9-20について分析した．ただし，対象ユー
ザを 5件以上のチェックインを行った人に限定した．
データセットTKY4-10，TKY7-1，NYC-9-10，NYC9-

20の各々に対し，その翌日をテスト期間として，RHモデ
ル，SHモデル，UHPモデルの予測精度をPL(Prediction

Log-likelihood) 指標により比較評価した．その結果を
図 1に示す．ここに，10回試行の平均値が表示されてい
る．いずれも RHモデルと SHモデルが UHPモデルを
上回っており，POI群の間に影響関係が存在することを
示唆している．本研究では，各データセットに対して，
RHモデルと SHモデルのうち予測精度が高い方を利用
し，POI群の地理的影響構造の可視化分析を行う．

1https://sites.google.com/site/yangdingqi/home/

foursquare-dataset
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駅

秋葉原駅

図 2 UHPモデル：µuと τ1/2,uの可視化結果（TKY4-10）

4 可視化分析
ここでは，紙数の制限により，TKY4-10において予

測性能が最も低かった POI間の影響関係を考慮しない
UHPモデルと予測性能が最も高かった POI間の影響関
係を考慮する SHモデルに基づく結果に限定して分析結
果を報告する．まず，各モデルで学習したパラメータと
して魅力度と時間減衰率を地図上に可視化して分析する．
次に，地理的影響構造を地図上に可視化して分析する．
4.1 UHPモデルの可視化結果
図 2は，TKY4-10に対して UHPモデルに基づいて

推定したパラメータ値として各 POIu が個別に持つ魅
力度 {µ∗

u}と時間減衰率 {γ∗
u}に関する半減期 τ1/2,u =

log 2/γ∗
uを可視化したものである．地図上の矢印は個々

の POIを表し，魅力度が高いほど矢印の塗りつぶし色
を濃く，半減期が長いほど矢印の輪郭色を濃くするよう
表現している．魅力度の高いPOIは都心の山手線に沿い
近郊に散見されることがわかる．最も魅力度の高いPOI

は新宿駅であった．また，魅力度が Top5に入るものの
半減期が短い POIに秋葉原駅があった．なお，半減期
の平均は約 17.5時間であった．UHPの場合，都心のご
く一部を除いてほとんどの POIが同様に半減期が長く
自己影響が減衰しにくいことを示唆している．
4.2 SHモデルの可視化結果
図 3は TKY4-10に対して SHモデルに基づいて推定
したパラメータ値と協調グループの可視化結果である．
図 3(a)は推定したパラメータ値として各 POIv が個別
に持つ魅力度 {µ∗

v}および，各協調グループ Skが他のグ
ループへ影響を与える際の時間減衰率 {γ∗

k}に関する半
減期 τ1/2,k = log 2/γ∗

k を図 2と同様の矢印による方法
で可視化したものである．魅力度については，UHPで
推定されたものと同様の傾向を示すことがわかる．最も
魅力度の高いPOIはUHPと同様に新宿駅であった．一
方，半減期の平均が約 77分であり，UHPモデルの場合
ほど半減期は長くはないものの，SHモデルでは自己だ

所沢駅
_𝟏𝟏

東京ミッドタウン

秋葉原
（レコードショップ）

_

_

駅
𝟏𝟏_𝟏𝟏

(a) µv と τ1/2,k の可視化結果

(b) Sk i の可視化結果

図 3 拡張 SHモデル：可視化結果（TKY4-10）

けでなく他の協調グループへの影響力の半減期が 1時間
前後のものが多く，一部に半減期が短い協調グループが
存在することもわかる．半減期が短い協調グループの代
表的な POIは所沢駅と都心部の秋葉原（レコードショッ
プ）と東京ミッドタウンであった．
図 3(b)は各 POIが所属する各協調グループ Sk を色

で表し，その各サブグループ Sk iをマーカーの形状で区
別できるよう可視化して協調グループの位置を視認しや
すくしたものである．TKY4-10では，5つの協調グルー
プが抽出され，S0 はサブグループに分かれず，S1 は 3

つのサブグループに分かれたが，残りの協調グループは
いずれも 2つのサブグループに分かれる結果となった．
これらの結果から，同じ協調グループに所属するPOI群
が必ずしも隣接して一部に密集するとは限らないことが
わかる．なお，S2，S3や S4などのように遠く離れた位
置にサブグループを形成する場合があることもわかる．
ところで，UHPモデルと異なり，拡張 SHモデルで

は，Wu,� が協調グループ間の影響関係を表すパラメー
タとして推定されているため，協調グループ間の影響
関係を分析できるばかりか，サブグループを考慮した影
響分析も可能となる．図 4は，協調グループとサブグ
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(a) Sk の半減期

(b) AS
k i,� の可視化
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登戸駅

トレッサ横浜

所沢駅
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(c) AS
k i,� の地図上への可視化

図 4 拡張 SHモデルに基づく協調グループとサブグループの影響分析に関する事例（TKY4-10）

ループの影響分析を行った事例である．図 4(a)は，各
協調グループの半減期を示している．半減期が似た傾向
をもつ協調グループ同士や半減期の長短があることがわ
かる．図 4(b)は，AS

k i,� の可視化結果であり，どの協
調グループ S� がどの協調グループのサブグループ Sk i

にどの程度の高い影響を与えているかについて，マトリ
クスのセル色の濃さで表している．図 4(a)から，影響
度が最も高いものは S3から S4 1への影響であるが，そ
の S3は他の協調グループと比較して顕著に半減期が短
く影響度の減衰が早いことがわかる．また，図 4(c)は，
S3と S4の影響関係を抜粋したものであり，魅力度も考
慮すると，S3 は魅力度が低いものの分離している S3 0

と S3 1という異なる地域から S4 1に早く減衰する影響
を与え得ることがわかる．S3 0 の POIは秋葉原と東京
ミッドタウンであり，S3 1 は図 3(a)に示した所沢駅で
ある．また，S4は半減期が S3 0より倍程度長い協調グ
ループであるが，自己影響が最も強い協調グループであ
ることがわかる．S4 1と S4 0の代表 POIはそれぞれ総
武線と南武線沿いにあった．一方，S0や S1は，どのサ
ブグループへも影響しないこともわかる．このように，
提案する可視化分析法では，POI群に対する地理的影響
構造を抽出し，推定された複数のパラメータに基づいて
視覚的に協調グループおよびそのサブグループについて
地理的影響関係を分析し得る点での有用性を示した．

5 まとめ
本研究では，ヒューマンモビリティデータを活用して

POI 群の地理的影響構造を視覚的に分析できるシステ
ムの構築を目指し，Hawkes過程，RH モデルおよび SH

モデルに基づいてPOI群の地理的影響構造を抽出し，そ
れらを可視化分析する手法を提案した．Foursquareデー

タを用いた実験において，東京およびニューヨーク近郊
での POI群に対する地理的影響構造を抽出し，推定し
た複数のパラメータを複合的に可視化することで協調グ
ループおよびそのサブグループ間の地理的影響関係をよ
り詳しく分析し得る可能性を示した．この可視化分析法
は，観光や都市計画などへ貢献するものと考えている．
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概要 For practitioners working in different fields, reports describing a variety of data facts are authored and
analyzed by lots of people every day. To get insights efficiently from such kind of data-rich document, people
naturally take notes by using visual marks such as highlights, underlines, circles traditionally. Recently, as
business reporting goes electronic gradually, there is a surge of attention and interest in effective support for
such kind of report analysis with the power of computer science. In this paper, we design a visual-guided
method focusing on business reports exploration, especially, so as to help build visual links among charts
and data-facts embedding in the text. The proposed method aims to simplify the authoring of interactive
business reports, as well as empower people to comprehend the key information effectively. Several use cases
generated by our system based on real business reports are presented to show the usage and capability of
the implemented architecture.

キーワード Visual Analytics, Data Facts, Business Reports, Exploration, Narratives

1 Introduction

With the rapid growth of the availability of data on-

line, the issue of how to ”sift out the wheat from the

chaff” effectively brings opportunities, challenges, and

implications for Business Intelligence (BI). For decades,

visualization plays a significant role in BI that encour-

ages developing insights, communication and decision-

making by leveraging visual aids [14]. Though BI dash-

board is traditionally the most widely used method

for these purposes, it would be very challenging for a

dashboard to tell a detailed story in the form of data-

rich documents (reports for several pages, for exam-

ple), which restricts the dashboard to be simply a tool

for highly-generalized presentation [5]. Currently, it

lacks tools for business report construction in the form

of interactive documents driven by data.

We proposed a system aiming at supporting report

authoring and comprehension by introducing interac-

tive data-rich documents, presenting the data facts un-

derlying the text intuitively and vividly. Two use cases

are presented to show the usability of our system.

2 Related Work

2.1 Data-Driven Storytelling (DDSs)

DDSs are widely adapted in lots of communities for a

long time. It is popular to take advantage of narrative

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

visualization in news organizations such as New York

Times, Washington Post, the Guardian, etc., to en-

hance their journalism. Meanwhile, many tools stress-

ing synergetic association of text and visualization are

proposed in the research community [1, 11, 18, 13, 17,

10, 3, 9].

2.2 Visualizations in BI

Traditionally, dashboards are the most popular tools

for visualizations in BI [5, 7], which consist of coupling

visual components collections aggregated on a single

view. Recent work present tools for BI dashboards

construction [8, 12, 15, 2] with the support of tools

for visualization like D3.js [4], Vega-lite [16], Microsoft

BI [6], etc. Nevertheless, DDSs presently still remain

seldomly used in BI.

2.3 TDB Business Reports

The actual demands are surveyed from business re-

ports provided by well-known Teikoku Databank (TDB),

an institute that focuses on business intelligence and

publishes business reports on all kinds of topics at the

region level regularly. We collect over 370 business

reports written by them from 2019 to 2020, analyze

their overall composition and characteristics, from the

results of which the open problems are raised and the

challenges and tasks are conjectured reasonably.
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図 1 The pipeline of our system.

3 Problem Statement and Design Goals

3.1 Problem Statement

The problems are raised by the challenges of report

authoring and the difficulty of report comprehension

in the traditional way, i.e., the statical reports.

Report Authoring: Though only several types of

visualizations would be used for all the reports of a spe-

cific topic, close cooperation is required by editors and

data analysts, which makes the workflow cumbersome

and time-consuming.

Report Comprehension: The generated reports

are in traditional static PDF forms, to understand

which require mental efforts to bridge up the data facts

embedded in the text and the corresponding visualiza-

tion charts when comprehension for comprehension [1].

3.2 Design Goals

Based on our survey of related work on BI and text

visualization, and problem statements resulting from

the survey of TDB reports, four design goals are con-

ducted for this work.

DG1. Minimizing the efforts for report author-

ing: With raw data in tabular form, the construc-

tion of an interactive business report should be easy

for editors with little knowledge of programming, even

without the support of data analysts. This requires

low-level interfaces (e.g., modularized outputs) and au-

tomatically extracted data facts.

DG2. Support confirmation of data facts: With

constructed business reports with visualization, little

effort should be required to confirm data facts in both

text and charts. This requires an easily perceptible

presentation of data facts embedded in both the text

side and chart side.

DG3. Support comprehension of data facts:

Since readers are allowed to manipulate the generated

report while comprehending, the efficiency of getting

insights should be improved compared with traditional

methods of comprehension. This requires smooth and

well-coupled interaction between text and visualization

supported by highlights, visual links, etc.

4 Method and Implementation

In order to alleviate the stated problems, we pro-

posed the system with the guidance of the design goals.

We define two different types of data facts while build-

ing our system: data references referring to the plain

reference of data in digital forms, and claims which are

generated based on statistical reasonings.

4.1 Method

The pipeline that describes our method is shown

in Figure 1. Given the raw data in tabular form,

data facts indicating important statistical characteris-

tics are extracted from it, and are further used to gen-

erate visualization components and text components

at the section level. Data references are highlighted

in green, while claims are highlighted in red for con-

firmation(DG2). Eventually, section components con-

taining several visualizations and text components are

gathered to generate an interactive report. Data facts

are embedded in both text and charts, the coupling

between which would be represented as effects like vi-

sual links and highlights triggered by interaction (e.g.,

hover) and could be easily captured and comprehended

by readers (DG3).

4.2 Implementation

A client-server architecture is followed during the

development of our system. The server-side is imple-

mented with Python Flask, while the client-side is re-

alized with HTML and JavaScript. Markdown is used

to edit the text part, and D3.js and Vue.js are used for

visualization and the realization and modularization of

components (DG1).
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図 2 Two use cases generated by our sysytem based on the real case of business reports offered by TDB. (a) A report
about coronavirus. (b) A report about the economic outlook.

(a)

(b)

図 3 Some of the cases of interaction bringing tightly-
coupling of text and charts. (a) An interaction case
building visal link between claim text and related
parts in the normalized stacked bar chart. (b) An
interaction case building visaul link between refer-
ence text and the related part in the grouped bar
chart.

5 Use Case

Two use cases (Figure 2) are generated with our sys-

tem based on the real case of business reports offered

by TDB, so as to show the applicability of the design

of this work. Figure 2 (a) is a report surveying the

Kinki companies’ awareness of new coronavirus infec-

tions, which includes three sections with four visualiza-

tion charts. Similarly, Figure 2 (b) is another report

discussing Kanagawa prefecture businesses’ attitudes

toward the economic outlook for 2021, composed of

four sections with four visualization charts and one ta-

ble. Both of them are published in December 2020.

Visualizations covered in these cases include normal-

ized stack bar chart, grouped bar chart, pie chart, and

sunburst chart, which are supported by visualization

components offered by our system (DG1).

As shown in Figure 2, all the references and claims in

the text are highlighted in green and red, respectively,

which intends to guide readers to confirm underlying

data facts efficiently (DG2). In addition, comprehen-

sion of such information could be further supported by

our design. Figure 3 shows some of the cases of inter-

action relying on tightly-coupling of text and charts.

When a specific reference or claim is hovered with the

mouse by the users who intend to dig into it, it would

serve as POIs (points of interest) while corresponding

parts would be highlighted immediately. Visual links

are displayed in the form of Bézier curve, as a further

enhancement of visual aids. With our design, visualiza-

tion together with interaction make efforts to support

the users to comprehend the text information in an

intuitive and vivid way, mitigating the cognitive load

(DG3).

6 Conslusion and Future Work

We proposed a system aming at supporting the au-

thoring and comprehension of data-rich business report

with interactive visual guide. We plan to introduce eye
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tracking systems so as to enhance the visual links, and

eventually help the users to recognize the effective way

of comprehensing the underlying data facts with the

support of our system. Evaluation of the system is

planned to be done with the support of professional

editors, too.
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概要 本稿は，映像における音情報を可視化する手法を提案する．複数の動画を同時に確認したい場合や，公共

交通機関で移動中などにヘッドホンなしでも動画を視聴したい場合など，音声を再生せずに動画を視聴したい場

合も存在する．このような状況に対し，音による情報を代替する手段として，字幕が一般に用いられている．しかし字

幕表現だけでは，発話者の感情や映像中の音楽，物音といった情報まで提示し，音声再生時と同じ印象を与える

ことは難しい．そこで本稿では，それらの音情報を吹き出し，枠線，集中線という表現を用いて可視化する手法を提

案する．提案手法と字幕表現を比較するユーザ実験を行った結果を示し，提案手法の有効性及び特性について

考察する． 

キーワード 情報可視化，音情報可視化，動画視聴支援  

1  はじめに 

本稿は，映像における音情報を可視化する手法を

提案する．YouTube*1や TikTok*2といった動画投稿サ

イトが流行している昨今では，多くの人が日常的に動

画を視聴している．その中でも特に，時間短縮を目的

として複数の動画を同時に確認したい場合や，公共交

通機関で移動中などにヘッドホンなしでも動画を視聴

したい場合など，音声を再生せずに動画を視聴したい

場合も存在する． 

音声信号を利用せず，音による情報を提示する手

段として，字幕が一般に用いられている．2021 年にお

ける総務省の調査報告によると，テレビ放送において

は NHK*3の放送番組のうち約 98%に字幕が付与され

ている[1]．聴覚障害者だけでなく，音の聞き取りが容

易ではないと感じる高齢者などにとっても，字幕は音声

情報を取得するための有用な表現となっている[2]．し

かし字幕表現だけでは，発声の音量やスピードといっ

た演出効果，映像中の音楽の雰囲気，驚くような急な

物音といった情報まで提示し，音声再生時と同じ印象

を与えることは難しいことが指摘されている[3]．従って，

本稿で想定しているような状況での利用には適さない

と考える． 

そこで本稿では，発話者の感情を吹き出し，BGMの

雰囲気を枠線，急な物音を集中線という表現を用いて

可視化する手法を提案する．これらの音情報を可視化

することで，音声再生時と変わらない印象を視聴者に

与えることを目的とする．提案手法と既存の字幕表現を

 
*1 https://www.youtube.com/ 
*2 https://www.tiktok.com/ja-JP 
*3 https://www.nhk.or.jp/ 
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比較するユーザ実験を行った結果を示し，提案手法の

有効性及び特性について考察する． 

2  関連研究 

2.1  聴覚障害者向けの研究 

難聴者はコミュニケーションや情報保障，日常生活

での不便や危険さにストレスを感じている[4]．日常生

活での不便や危険として，ケトルの警告音や来客時の

ドアベルが聞こえないことなどが挙げられる．この問題

に対し浅井ら[5]は，スマートフォンで動作する環境音

認識システムを提案し，認識に用いる音響特徴量の比

較検討を行っている．換気扇が動作したままのマンショ

ンの室内や雑音が多いオフィスなど複数の実環境下で

実験を行った結果，Mel-frequency cepstral coefficien-

ts(MFCC)よりも Perceptual Linear Prediction (PLP)を

特徴量として用いた方が認識性能が高くなる傾向にあ

る事を確認している．渡辺ら[6]は聴覚障害者の会話支

援を目的として，AR メガネの縁にマイクを複数個配置

し，メガネのディスプレイ上に発話方向と内容を提示す

る音声認識システムを提案している．実験の結果，発

話方向の推定と音声認識で良好な結果が得られてい

る． 

2.2  音の可視化 

音を単なる音波とみなして可視化する研究としては，

音の空間的な分布を画像として表示するシステムがあ

り，音場の特性や音波の伝搬・散乱・吸収といった現象

の視覚的な理解の手助けとなっている[7]．人の声や電
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話の音といった音自体の情報も含めた可視化に関す

る研究として，Ishibashi ら[8]は人が大量の音データに

対しアノテーションを行う際の支援として，音データの

内容を素早く把握するための可視化手法について比

較を行っている．音声スペクトログラムや音声が意味す

る画像を検索して提示する手法などを比較する実験を

行い，それぞれの利点と欠点を考察している．

エンターテイメントの分野でも，聴覚障害者が健常者

と同等の感覚が得られるように音の可視化技術が研究

されている．発話者の感情や演出を表現するための吹

き出し型字幕 [3]，スポーツ観戦の迫力や一体感を味

わうために歓声やホイッスルといった競技場の音をメガ

ネ型端末上にアイコンや擬音を用いて可視化する手

法[9]，観劇における楽しみと臨場感を伝えるために観

客の反応を笑顔と拍手のアイコンとして可視化する手

法[10]などが提案されている．

3 提案手法

1 節でも述べたように本稿では，発話者の感情を吹

き出し，BGM の雰囲気を枠線，急な物音を集中線とい

う表現を用いて可視化する手法を提案する．

吹き出し表現はマンガの表現に基づいている．マン

ガでは様々な感情に合った吹き出しの形状を用いて

発話者の感情を表現している[11]．本稿では感情のパ

ターンを，驚きや怒りといった高ぶった感情と，落ち着

いた状態や悲しみといった静かな感情という 2つのタイ

プに分類し，それぞれの感情に合った形の吹き出しを

字幕に付与する．吹き出しの形状は紺家らの研究[3]を

参考に，図 1(a)に示す吹き出しによって高ぶった感情

を，図 1(b)に示す吹き出しによって静かな感情を表現

する．先行研究[3]ではフォントサイズや表示位置の制

御も行っているが，吹き出し位置の頻繁な変更は見づ

らいと指摘されていることや，枠線や集中線など他の効

果との干渉を避けるために提案手法ではそれらを固定

している．

図1 感情表現に対応した吹き出しの形．(a)高ぶっ

た感情に対応した吹き出し，(b)静かな感情に

対応した吹き出し．

本稿では感情の判断は映像の文脈や音声のボリュ

ーム，抑揚などを考慮して著者が行ったが，自然言語

処理によるテキスト解析や音響特徴量を用いた感情認

識を利用して機械的に判断することも今後可能と考え

る．

枠線表現は， BGMの明るい，暗いといった雰囲気

を色により表現する．本稿では明るい雰囲気と暗い雰

囲気の 2種類とし，明るい BGMの場面では暖色，暗

い BGMの場面では寒色の枠線を，映像を囲うように

描画する．動画との親和性を考慮し，枠線は動く波線

として描画する．どちらにも該当しない場合や BGMが

ない場合は何も描画しない．

BGMの雰囲気は映像の文脈や視覚情報は考慮せ

ず，BGM単体の雰囲気に基づき判断する．本稿では

著者が行ったが，旋律や音高，リズムといった音楽特

徴量を用いた解析を利用して機械的に判断することも

今後可能と考える．

集中線は視聴者が驚きや迫力を感じるような，静か

な場面で発生した急な物音を表現する．集中線はマン

ガで用いられる手法であり，中心部から外側へ放射状

に線を引くことで緊張感や迫力を表現する[12]．本稿

では驚きや迫力がより伝わるよう，集中線の長さを動的

に不規則に変化させる．

本稿では怒声や悲鳴といった人の声は対象とせず，

ガラスの割れる音や机の倒れる音といった効果音のみ

を対象としている．急な物音は音量の上昇具合や意外

性を考慮して，本稿では著者が判断したが，音量を対

象とした異常検知技術を利用して機械的に判断するこ

とも今後可能と考える．

4 実験結果・考察

4.1 実験概要
提案手法の評価のために，大学生・大学院生 16名に

協力してもらい実験を行った．実施概要を以下に記す．

90 秒程度のアニメ映像 A とドラマ映像 B に対し，そ

れぞれ提案手法Xと，字幕のみで情報の提示を行う既

存手法 Y を適用した動画を用意した．どちらの可視化

手法においても，映像の音声は取り除いている．これら

4 種類の動画を，以下のような順番で視聴するグルー

プ G1～G4に分ける．

G1. 動画 AY → 動画 BX

G2. 動画 AX → 動画 BY

G3. 動画 BY → 動画 AX

G4. 動画 BX → 動画 AY

各グループ 4名ずつの実験協力者を割当て，映像や

可視化手法を視聴する回数・順序に偏りがないようにし

ている．各動画を視聴後，以下の質問に回答してもら
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った． 

(1) この動画で雰囲気が切り替わった場面はあるか？

ある場合は一番大きく切り替わった時点（開始か

らの秒数）を解答． 

(2) この動画で発話者の感情がよく伝わってきた場面

はあるか？ある場合はその時点を解答（複数解答

可）． 

(3) この動画で迫力があると感じた場面はあるか？あ

る場合はその時点を解答（複数解答可）． 

 各質問について著者が事前に映像を確認して正解

を用意し，再現率（式(1)）と適合率（式(2)）により評価

する．ここで，解答に含まれる模範解答の数，質問に

対する模範解答の数，解答数をそれぞれ CA，MA，A

とする． 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝐶𝐴

𝑀𝐴
(1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = {

𝐶𝐴

𝐴
(𝐴 ≠ 0)

0(𝐴 = 0)
(2) 

 2 つの動画を視聴した後，可視化手法に関する以下

の質問に回答してもらった．各質問に対し，「よく伝わっ

た」，「少し伝わった」，「どちらでもない」，「あまり伝わら

なかった」，「まったく伝わらなかった」，もしくは．「見や

すかった」，「少し見やすかった」，「どちらでもない」，

「少し見づらかった」，「見づらかった」の 5 段階の選択

肢から選んで回答してもらった． 

(i) 吹き出し表現によって発話者の感情が…（「よく伝

わった」～「まったく伝わらなかった」から選択） 

(ii) 吹き出し表現は…（「見やすかった」～「見づらか

った」から選択） 

(iii) 枠線表現によって BGMの雰囲気が…（「よく伝わ

った」～「まったく伝わらなかった」から選択） 

(iv) 枠線表現は…（「見やすかった」～「見づらかった」

から選択） 

(v) 集中線表現によって急な物音が…（「よく伝わった」

～「まったく伝わらなかった」から選択） 

(vi) 集中線表現は…（「見やすかった」～「見づらかっ

た」から選択） 

 最後に，各可視化手法について良かった点や改善

点，その他感想などを自由に記述してもらった． 

4.2  実験結果 

 各動画に関して，質問(1)～(3)についての再現率と

適合率の平均を表 1に示す．また，可視化手法に関す

る質問に対する回答の分布を図 2～7に示す． 

 表 1 より，雰囲気の切り替わりはアニメ映像（A）につ

いては既存手法（Y）の方が適合率，再現率ともに高く，

ドラマ映像（B）についてはどちらも正解が得られなかっ

た．図 4，5 から，枠線表現は見やすさの評価は高いも

のの，雰囲気が「よく伝わった」と回答している人は少な

い．自由記述においても，映像との親和性は高いもの

の，印象に残りづらかったり，元の映像に追加された可

視化表現であるということに気づかなかったという意見

があった．原因として，雰囲気の明るさに段階を設けな

かったことと，枠線の形状が波線しかなかったことが考

えられる． 

 表 1より，発話者の感情と迫力はどちらの動画につい

ても再現率，適合率ともに提案手法（X）の方が既存手

法（Y）を上回っている．図 2，6において「よく伝わった」

と回答している人が多いことからも，吹き出し表現と集

中線表現が視聴者に印象を正しく伝えられていること

がわかる．しかし，図 7 で集中線表現が「見やすかった」

と回答している人が多いのに対し，図 3で吹き出し表現

が「見やすかった」と回答している人は少ない．この原

因として，字幕と吹き出しを共に白色で表示してしまっ

たことが考えられる． 

 

表1 各動画の再現率（上段）と適合率（下段）の平均値 

動画 (1)雰囲気 (2)感情 (3)迫力 

AX 
0.2500 0.5625 0.7500 

0.2500 0.6667 0.5938 

AY 
0.3750 0.2500 0.5000 

0.3750 0.4167 0.5000 

BX 
0.0000 0.5000 0.7500 

0.0000 0.4167 0.7500 

BY 
0.0000 0.0000 0.2500 

0.0000 0.0000 0.2500 

 

図2 (i)吹き出し表現の伝わり方 

 

図3 (ii)吹き出し表現の見やすさ 
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図4 (iii)枠線表現の伝わり方 

 

図5 (iv)枠線表現の見やすさ 

 

図6 (v)集中線表現の伝わり方 

 

図7 (vi)集中線表現の見やすさ 

5  おわりに 

本稿では，音声がない状態でも音声再生時と同等

な映像の印象を伝えることを目的として，吹き出し，枠

線，集中線を用いて映像の音情報を可視化する手法

を提案した．提案手法と字幕のみの既存手法とを比較

するユーザ実験を行い，提案手法の有効性と課題を

確認した．今後の計画として，吹き出しの見やすさを向

上させるために色合いや表示位置を工夫すること，枠

線の印象を強くするために形状の種類を増やしたり，

BGM の雰囲気の明るさに段階を設けたりすること等の

改善を行う予定である． 
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概要 台風や豪雨災害は人的・物的両面に甚大な被害を発生させる．ソーシャルメディアは災害時において

有益な情報共有手段とされているが，避難には十分に活用されていない．活用には人々の情報欲求に対応し

た情報発信を行う必要があるとされているが，情報欲求を把握する方法は明確に示されていない．そこで本研

究では，量的・質的手法を組み合わせてツイートから情報欲求を分析する．2021（令和 3）年 8 月から 10 月にか

けて「避難」を含むツイートを収集して関連語の抽出を行った．収集した 1 日分の全ツイートといいね数の上位

100 ツイートの関連語を比較し，これを手がかりとしてツイート本文を確認することで情報欲求を分析する． 

キーワード Twitter，ソーシャルメディア，災害情報，情報欲求，避難 

1  はじめに 

近年，気候変動に伴い土砂災害や豪雨災害が頻発

している．2017 年には「平成 30 年 7 月豪雨」，2019 年

には「令和元年東日本台風」，2020 年には「令和 2 年 7
月豪雨」など大規模な気象災害が連続して発生し続け

ている．国土交通省によると，猛烈な台風の出現頻度の

増加や，短時間豪雨の発生回数と降水量が増加するこ

とが今後予想されている[1]． 
そうした中で，ソーシャルメディアは災害時において

有益な情報共有手段とされており，2016 年の熊本地震

の際には大西一史熊本市長がデマの拡散を懸念し，公

式情報を確認するようリアルタイムに呼びかけるツイート

をして注目された[2]．その一方，総務省によると，SNS
を含めたインターネットの情報を見たから屋外に避難し

た人は 1.9％，自宅の 2 階等に避難した人は 1.4％と低

い割合に留まっている[3]． 

2  関連研究 

 人々がどのような情報接触をきっかけに避難したのか

を調査した NHK 放送文化研究所の入江によると，「防

災情報（氾濫危険情報や避難勧告など）を見聞きしたか

ら」「周囲の人（家族，近所の人，消防団・水防団など）

からの声がけ」「テレビで，台風への警戒を呼びかけて

いたから」が多い．当時利用していた情報機器では，

「テレビ」（81％），「スマートフォン・タブレット」(53％)であ

った．「スマートフォン・タブレット」を使用していた人が見

ていたのは国土交通省の「川の防災情報」が 35％，

「Yahoo！防災速報」が 33％，「気象庁のツイッター」，

「国土交通省のツイッター」がそれぞれ 2％だった[4]． 

 山田らは，令和 2 年 7 月豪雨を対象にツイートを分析

し，大雨特別警報などの報道はオリジナルツイートであ

っても多く投稿されることを明らかにしている．また，降

水量とツイート数の変化を比較することで大雨が特別警

報より前から発生しており，その時間帯の情報を広める

ことができれば，住民の防災・避難行動を誘発・支援す

ることができると述べている[5]． 
安井らは，避難行動を起こした人に有効なシステムに

関する研究はあるが，避難しようか迷っている人に対し

て避難行動を誘発するための研究はほとんど行われて

いないことを指摘している[6]． 
小笠原らは，災害時には人々の情報欲求が拡大する

とし，リツイート数に着目して情報欲求を考察し，メディ

アなどがその欲求に対応した情報を発信する必要があ

ると指摘している[7]． 
 これらの先行研究の指摘をまとめると，ツイートを分析

することで人々の情報欲求を確認し，的確なタイミング

で情報を提供することで避難を促進できる可能性がある

と考えられる．しかしながら，情報欲求を把握する方法

は明確に示されていない．そこで本研究では，量的・質

的手法を組み合わせツイートから情報欲求を分析す

る． 

3  調査手法 

3.1  分析対象の概要 
 本研究では，災害ごとの違いを比較することで，ツイ

ートから情報欲求を確認できると考え，豪雨時と台風時

を調査対象とする．豪雨は「令和 3 年 8 月の大雨」，台

風は「令和 3 年台風 14 号」である． 
 「令和 3 年 8 月の大雨」は，台風 9 号の影響で日本列

島周辺に前線が停滞し，豪雨が発生したものである．8
月 9 日と 10 日は，中国地方を中心に雨となった．11 日

以降，西日本から東日本にかけて広い範囲で大雨とな
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った．13 日には中区奥地方で線状降水帯が発生し，気

象庁は広島県広島市を対象に大雨特別警報を発表し

た．14 日には九州でも線状降水帯が発生し，気象庁は

長崎県，佐賀県，福岡県，広島県を対象に大雨特別警

報を発表した.死者・行方不明者 11 名の人的被害が発

生している[8]． 
 「令和 3 年台風 14 号」は，9 月にフィリピンの海上で発

生した台風 14号が 17日に観測史上初めて福岡県に上

陸したものである．その後，台風は瀬戸内海を進み， 

18 日には東海道沖で温帯低気圧に変わり，関東甲信

地方でも大雨となった．高知県，長崎県，宮崎県で河川

氾濫が起きた．台風による死者はいなかった[9]． 

3.2  対象データ 
TwitterAPI を用い，8 月 8 日から 10 月 24 日までの間，

「避難」というキーワードを含むツイートを収集し，

637,756 ツイートを取得した．時刻，ツイート ID，ユーザ

ースクリーンネーム，いいね数，リツイート数を取得し

た． 
 豪雨時の期間を含む8月9日から8月15日の199,642
ツイート．台風時の期間を含む 9 月 15 日から 9 月 21 日

の 40,169ツイートを分析対象とする．なお，8月 9日から

15 日までのツイートを取得したのは 8 月 16 日，9 月 15
日から 17 日までは 9 月 18 日，18 日から 21 日までは 9
月 24 日であり，調査で使用するいいね数とリツイート数

はその時点のものである． 

3.3  調査手法 
 小笠原らは[7]，100 リツイート以上を「拡散ツイート」と

して抽出し，目視で確認している．本研究では，まず量

的な解析を行い，これを手がかりとしてツイート本文を目

視確認することで情報欲求を分析することを試みる． 

 まず，(1)対象期間のツイート数の時系列変化を確認

する．次に「避難」の関連名詞を確認する． 

対象となるツイートに対し，統計的にテキストデータ分

析できる「KHCoder」を用いて自然言語処理を行った．

形態素解析器「MeCab」を用いて，各ツイートを単語単

位に分割し，品詞を付与した．その後，「Jaccard 係数」

を用いた関連語検索で関連語を抽出した．その際，分

析対象として名詞のみになるよう設定した．なお，風間

らの調査を参考にし，調査はそれぞれ 1 日ごとに分けて

行った [10]． 

 関連語の抽出は，(2)1 日分の全ツイートと，(3)いいね

数の上位 100 ツイートでそれぞれ行う．さらに，(4)対象

期間のツイートで 1 日ごとにいいね数が最も多いツイー

トの本文を提示する． 

4  結果 

4.1  豪雨時のツイート 
 (1)豪雨時のツイート量の変化は図１のとおりである．9
日から 11 日にかけては横ばいになっており，最も多くの

特別警報が出た 14 日に向けて増加した後，15 日には

減少している． 
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図1 豪雨時のツイート量の変化 

 
(2)豪雨時の 1 日分の全ツイートの関連名詞を表 1-1

に示す．「情報」「場所」「早め」が 1 位となり，避難の目

安となる警戒レベルを表す「レベル」も出現している．

「我が家」「自宅」「実家」もある． 
(3)豪雨時の上位 100 ツイートの関連名詞を表 1-2 に

示す．「台風」から「大雨」への変化は，当初は台風 9 号

への警戒から線状降水帯の豪雨に変化したことを表し

ている．「早め」が 3 回 1 位となっている．「皆様」「皆さ

ん」もある．   
(4)最もいいね数が多いツイート本文を提示する． 
8 月 9 日は，台風 9 号の影響に関連し，花を避難させ

ていたら猫が来たという内容である． 
Tweet01:@user_A 08-09 03:57 
いいね数：16,009 リツイート数：2,322 
 

大変です❗台風の花を避難させてたらお客様が．．保護

することになりました。 #猫好きで困る #猫のいる暮らし 

#猫好きさんと繋がりたい 

 
8 月 10 日は映画の話題で，災害とは無関係である． 

Tweet02：＠user_B 08-10 06:30 
いいね数：35,019 リツイート数：9,790 

  

8/26 に BS プレミアムで放映する『アンダーグラウンド』と

いう映画、大戦中の地下室に友人やナチスからの避難

民を隠した男が、その後も大戦が続いていると思い込ま

せ友人達に数十年も地下生活を送らせる幻想物語なの

で録画して。すべてが壊れていくのになにかが最後ま

で壊れないような聖なる映画なの。 
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表1-1 豪雨時全ツイートの関連名詞 

日付 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 

1 情報 場所 情報 早め 早め 場所 情報 

2 場所 情報 場所 レベル 場所 レベル 場所 

3 地域 ニュース 高齢 場所 高齢 早め レベル 

4 レベル 部屋 ニュース 高齢 コロナ 高齢 早め 

5 世帯 地域 世帯 コロナ 実家 自宅 高齢 

6 部屋 地区 早め 世帯 お気 地区 ニュース 

7 地区 高齢 レベル 被害 世帯 お気 地区 

8 高齢 住民 地域 全域 市内 区域 市内 

9 強風 実家 地区 お気 全域 市内 ペット 

10 市内 状況 全域 実家 我が家 最後 コロナ 

 
表1-2 豪雨時いいね上位 100 ツイートの関連名詞 

日付 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 

1 台風 大雨 早め 災害 早め 早め 災害 

2 情報 災害 情報 早め レベル 皆さん 情報 

3 地域 場所 場所 地域 土砂 場所 土砂 

4 市町村 台風 皆様 土砂 皆さん 皆様 気象 

5 場所 情報 持ち出し 場所 河川 地区 レベル 

6 気温 地区 自宅 情報 皆様 コロナ 皆さん 

7 世帯 土砂 ニュース コロナ 洪水 ペット 自分 

8 早め 被害 高齢 レベル コロナ リスク 早め 

9 最新 エアコン 気象 気象 気象 各地 土砂崩れ 

10 自分 早め 自治体 お気 高齢 自分 被害 

 
8月11日はコロナ禍での避難に関するものであった． 

Tweet03:＠user_C 08-11 01:20 
いいね数：4,673 リツイート数：1,907 

  

地震も含めた災害が起こったらコロナで自宅療養してい

る人達は、どうすれば良いの？避難所へ行って良い

の？自力で行けるの？ 

   

8 月 12 日はポータルサイトのニュースアカウントが警

戒を呼びかけるものであった．72 時間予想降水量と予

想積算降水量の画像と共に投稿されている． 

Tweet04:＠user_D 08-12 09:37 
いいね数：5,299 リツイート数：7,629 

  

【安全確保を】過去に経験ない大雨のおそれ 未曾有の

災害に厳重警戒 九州や中国地方などで、観測史上 1

位と同等程度かそれ以上の大雨が予測されています。

「想定外」が起こりうる状況であるため、避難情報を小ま

めに確認し手遅れになる前に避難してください。 

 

  8 月 13 日は逃げ遅れた際のアドバイスである． 

Tweet05:＠user_E 08-13 11:35  

いいね数：5,671 リツイート数：2,001 

  

水害から逃げ遅れて屋根などに避難などに避難する場

合、なるべく明るい服を着て、できれば水分、毛布、懐

中電灯、ラジオを用意しましょう。水分は脱水を防ぐた

め、毛布は低体温症から身を守るため、ライトは夜間の

発見率を上げるため、ラジオは最新の情報を得るため

に必要です。生き延びましょう。 

  

8月 14日は避難所に届いた差し入れの話題である．  

Tweet06:＠user_F 08-14 03:05 
いいね数：158,795 リツイート数：43,216 

  

昭和地区の避難所に早速、山崎製パン様からそっと差

し入れが届きました。何という会社なのでしょう。本当に

感謝しかありません。  

 
8 月 15 日は避難報告である．  

Tweet07:＠user_G 08-15 05:06 
いいね数：5,544 リツイート数：602 
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予想外に反響をいただいてお返事が追いつきませんが

すべて目を通しています。避難した当初は暇かつ心細

かったのですが、皆さんのおかげで楽しい(？)時間にな

りました。南信の雨はいったん止み、空が明るくなってき

ました。各地の被害がこれ以上広がらないことを願って

います。本当にありがとう 

 

4.2  台風時のツイート 
(1)台風時のツイート量の変化は図 2 のとおりである．

台風が上陸した 17 日に向けて増加した後，18 日には

減少している．  
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図2 台風時のツイート量の変化 

 

(2)台風時の 1 日分の全ツイートの関連名詞を表 2-1
に示す．「場所」が 3 回 1 位となり，「水位」「水防」といも

ある．「早め」は 16，17日の 4位である．「ベランダ」「グッ

ズ」などもある． 

(3)台風時の上位 100 ツイートの関連名詞を表 2-2 に

示す．「台風」から「火山」に変化している．「皆様」「皆さ

ん」もある．   

(4)最もいいね数が多いツイート本文を提示する． 

9 月 15 日は台風とは無関係のイラストである． 

Tweet08:＠user_H 09-15 14:17 
いいね数：12,238 リツイート数：1,286 

  

避難場所 

 

9月 16日は避難所への懸念がネットニュースへのリン

クとともに投稿されていた． 

Tweet09:＠user_I 09-16 11:44 
いいね数：1,414 リツイート数：366 

  

「さらに悲しいと感じるのは、避難所での性暴力。たとえ

ば、支援を必要とする女性に対して、「物資を分けてあ

げる」代わりに性行為を迫り、受け入れざるを得ない状

況をつくるなど。このような権力を利用した性暴力は被

災地でもありました」 

9 月 17 日は早めの避難を呼びかけるものである． 

Tweet10:＠user_J 09-17 10：16 
いいね数：12,790 リツイート数：2,309 

  

台風 14 号の上陸に伴い、各地で暴風や非常に強い雨

となっており、土砂災害等の危険も高まっております。

皆さんがお住まいの地域の天気予報をご確認いただ

き、避難情報などが出ている場合は一早い避難を行っ

てください。避難情報が出ている地域のご友人などにも

命を守る行動をお勧めください。 

 

9 月 18 日は台風とは無関係であった． 

Tweet11:＠user_K 09-18 5:22 
いいね数：8,716 リツイート数：3,922 

  

私が離婚する直前、避難してた実家で毎晩悪夢にうな

されていた私を元気にしてくれた両親のやりとり  

父「すごい吹き矢完成した」  

母「馬鹿じゃないの？ちょっと吹いてみて」  

父「パーン！(掛け時計破壊)」  

母「こっちが先に離婚だわ」 

  

9 月 19 日は台風とは無関係であった． 

Tweet12:＠user_L 09-19 3:42 
いいね数：6,418 リツイート数：285 

  

バルサン避難の 2 人 

#みるうめ 

 

9 月 20 日は台風とは無関係であった． 

Tweet13:＠user_M 09-20 9:00 
いいね数：1,345 リツイート数：154 

  

─･･𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀...･･─ 

  避難所でのけいさん。 

  彼女が心配そうに見つめる先には… 

  

#倍賞美津子 

#護られなかった者たちへ 

#魂が泣く 

 

9 月 21 日は台風とは無関係であった． 

Tweet14:＠user_N 09-21 11:02 
いいね数：2,573 リツイート数：138 

  

【風呂上がりあるある】 

「今地震来たらこの格好で避難所とか行くのか」と思う 
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表2-1 台風時全ツイートの関連名詞 

日付 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 

1 場所 地震 情報 場所 場所 住民 災害 

2 水位 場所 場所 情報 水位 ニュース 場所 

3 水防 地域 高齢 高齢 水防 水位 水位 

4 部屋 早め 早め 水防 ニュース 水防 水防 

5 住民 被害 レベル 被害 住民 部屋 地震 

6 セット 水位 自主 グッズ グッズ 原発 自分 

7 先生 世帯 ニュース 部屋 家族 グッズ ニュース 

8 ホテル グッズ グッズ 地域 火山 情報 住民 

9 家族 コロナ ベランダ セット 原発 先生 グッズ 

10 トイレ レベル 自宅 レベル トイレ 実家 原発 

 

表2-2 台風時いいね上位 100 ツイートの関連名詞 

日付 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 

1 台風 早め 場所 台風 場所 火山 災害 

2 事故 大雨 地域 情報 自分 住民 小屋 

3 自分 地域 レベル 災害 住民 地震 場所 

4 場所 被害 皆さん 水位 台風 溶岩 人々 

5 ワクチン 地震 皆様 大雨 シェルター 災害 地震 

6 災害 備え 被害 被害 火山 ペット ホテル 

7 コロナ お気 お気 室内 皆さん 原発 火山 

8 世帯 お家 皆さま 皆さま 小屋 新聞 子供 

9 ステロイド 事前 気象 場所 お家 被害 震災 

10 家族 土砂 経路 多肉 オンライン 方法 津波 

 

5  考察 

5.1  豪雨時の情報欲求 
豪雨時のツイート量は，豪雨の範囲が拡大するに従

い増加している．関連語として「情報」「場所」「我が家」

「自宅」「実家」がある.ポータルサイトのニュースアカウン

トによる 72 時間予想降水量と予想積算降水量の画像を

添付したツイート（Tweet04）がいいねされており，自らが

避難する際の判断材料に関心が高まっている．  
Tweet04 に添付された画像には「記録にない大雨の

おそれ 災害に厳重警戒」のエリアが赤で記されている．

豪雨災害は降水範囲や時間の予測が難しく，他地域で

の被害拡大の報道などを見て関心が高まり，自分の住

んでいる地域や実家が含まれるのかに関心が高まって

いると考えられる． 
その後は，避難を検討したり，悩んだりというツイート

ではなく，逃げ遅れた際のアドバイス（Tweet05），避難

所に届いた差し入れの話題（Tweet06），避難の報告

（Tweet07）となり，差し入れの話題が最もいいね数が多

く，慌てて避難した人への共感が高まっている．「早め」

は関連語にあるものの，いいね数が多いツイートは避難

に対して事後的なものとなっている． 

5.2  台風時の情報欲求 
台風時のツイート量は上陸前から増加し，上陸した日

が最も多い．関連語として「水位」「水防」だけでなく，

「ベランダ」「グッズ」があり，16 日には「備え」や「事前」も

ることから台風に備えていることが伺える．豪雨時のもの

ではあるが，台風に備えて花を自宅玄関に避難させて

いるツイート（Tweet01）もある． 
台 風 の 上 陸 直 前 に は 避 難 所 に 対 す る 懸 念

（Tweet09）がいいねを集めており，次は早めの避難を呼

びかけるツイート（Tweet10）となっている．台風は上陸

後も瀬戸内海を進み 18 日に温帯低気圧になるとともに

ツイート量は減少している.その後のいいね数が多いツ

イートは，台風とは無関係になり関心が薄まっている． 
台風は天気予報などで進路予測などが報じられてお

り，「ベランダ」「グッズ」からも具体的な備えへの関心が

あることが分かる．避難所への懸念についても，避難を

検討する気持ちの表れとも考えられる． 

5.3  異なる情報欲求 

豪雨時と台風時のツイート量の変化，関連語，いい

ねが最も多いツイートには差がみられた． 
豪雨は自身の住む地域が関連するかどうかの予測に
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対する情報欲求の後は，避難や避難後の共感に移り変

わっており，避難に備えるという情報欲求は見られなか

った． 
一方，台風は備えに対する情報への欲求はあり，上

陸して勢力が衰えると関心が薄まり、台風そのものへの

情報欲求は低下している． 
台風は，備えに対する情報への欲求はあり，避難や

避難所に対する関心もあるが，避難所に対しては懸念

も示されている．上陸して勢力が衰えると関心が薄まり，

台風そのものへの情報欲求が低下していく． 
同じ水害ではあるが，人々の情報欲求は異なってお

り，これらの違いを知ることで的確な情報提供につなが

ると考えられる. 

6  まとめ 

本研究では，量的・質的手法を組み合わせてツイート

から情報欲求を分析したが，頻出語や抽出した関連語

の共起関係の確認などはできていない.また，ツイート本

文の確認はいいね数が最も多いツイートにとどまってお

り，考察は限定的なものである．関連語の抽出は，1 日

分の全ツイートと，いいね数の上位 100 ツイートでそれ

ぞれ行い異なる言葉もみられたが，この違いをどのよう

に手がかりに活かすか十分な検討は行えなかった． 
複数，もしくはより高度な量的手法を用いることで，質

的な分析への手がかりが得られやすくなる可能性もある．

ソーシャルメディアが避難に活用されるためには，情報

欲求に対応した情報発信が必要とされており，分析した

情報欲求をどのように情報発信に活かしていくのかの検

討も必要となる． 
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グラフサイズの影響を受けにくい適応型RWCの提案
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概要 ソーシャルグラフの対立構造を定量化する研究が行われているが，小規模グラフに対して適切に定量できな
いことや，計算時のパラメータを経験的に設定する必要があるといった問題が存在する．そこで本稿ではグラフサ
イズの影響を受けにくく，パラメータ設定を必要としない新しいグラフの分極度である適応型 RWC（A-RWC）
を提案すると共に，その有効性について述べる．まず初めに，人工グラフを用いた A-RWCの妥当性検証を行う
ことで，グラフの分極度としての有効性を示す．また，既存のグラフデータセットを用いて既存手法と A-RWC
の結果を比較し，A-RWC の妥当性を示すとともに，小規模グラフに対する A-RWC の有効性を示す．さらに，
Twitterのリツイートグラフを用いて既存手法と A-RWCの結果を比較し，グラフの統計量，可視化結果から妥
当性を検証する．

キーワード グラフ，分極化，RWC，ランダムウォーク， METIS アルゴリズム

1 はじめに
ソーシャルメディア上で類似ユーザと繋がることは，

情報発信や情報収集を効率化できる反面，類似ユーザ間

の情報交換により特定の信念が増幅されるエコーチェン

バー現象 [1]により，フェイクニュースの大規模拡散や

ヘイトの増大を引き起こし，対立する意見のユーザ群が

明確に分離する分極化を引き起こす危険が指摘されてい

る．GarimellaらのRWC (Random Walk Controversy)

は，ユーザ間の関係や情報のやりとりから得られるグラ

フ構造から分極化の度合いを定量化する指標である [2]．

ただし，公開されているプログラムには，グラフが小規

模になるほど値が小さく測定ごとの揺らぎが大きくな

る，対立集団が複数存在する，または均等に分割されて

いない場合には適切に測定できない，分極度の値を左右

するサンプリング率の明確な設定指針がないなどの問題

があり，任意の実グラフの適切な計測は困難であった．

本稿では，異なるランダムウォーク手法を用いること

で，グラフサイズの差異を気にせず，より安定的にグラ

フの分極度を定量化できる適応型 RWC（A-RWC）を

提案すると共に，その有効性について検証する．実際に

は，人工グラフ，既存のグラフデータセット，RWCの

論文で用いられたリツイートグラフを用いて，A-RWC

の分極度指標としての妥当性と，RWCが抱えていた問

題点を解消できるかについて分析する．

2 関連研究
ソーシャルメディアやブログの意見の分極をグラフ構

造を元に分析する研究は多く行われている．Glanceは

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

2004年の米国大統領選挙におけるリベラル派と保守派

のブログ記事の相互作用を定量化し，リベラル派のブロ

グ記事同士が多くリンクし合うことを発見した [3]．

意見の分極度合いをグラフ構造を元に定量化する研

究も行われている．Moralesらは物理学に由来する双極

子モーメントの概念に基づくグラフの分極度を提案し，

Twitter上でベネズエラの故大統領，ウゴ・チャベスに

関するツイートからソーシャルグラフを作成し，その有

効性を示した [4]．これはソーシャルメディア上の特定

の話題に関するデータセットに対して有効性を示してい

る．任意の話題に対してグラフの分極度を用いて定量

化する研究も行われている．Guerraらは 2つのノード

集合が存在する時，2つのノード集合間の境界ノードに

着目し，境界ノードがそれぞれのノード集合に接続す

るエッジ数を元にグラフの分極度を提案し，ソーシャル

メディアのデータセットに対し有効性を示した [5]．ま

た，Garimellaらは，あるグラフの 2つのノード集合間

をランダムウォークした時にどちらのノード集合に到達

したかに着目した分極度を提案している．従来の指標と

の比較に加え，任意の話題に関して作成したグラフや社

会ネットワークに対しても有効性を示した [2]．しかし，

小規模グラフに対して適切に分極度を定量できないこと

や，複数の意見の分極を考慮することができないといっ

た課題が存在する．

3 適応型RWC

3.1 RWC

RWC [2]は，ソーシャルメディアにおける分極度をグ

ラフ構造だけから定量化する指標であり，既存の分極度
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の指標よりも分離性が良い利点を持つ．

論文によると，分極度RWCは，分析対象のグラフを

METISアルゴリズム [6]でエッジ切断数が最小となるよ

うに 2つのノード群に分割した後で，さらにそれぞれか

ら次数上位 k件をサンプリングしたノード群X，Y から，

どちらかのノード群のノードに到達するまでランダムウ

ォークした結果から条件付き確率PXX , PY Y , PY X , PXY

を求め，次式で計算する．

RWC = PXXPY Y − PY XPXY (1)

ここで，PAB は，ノード群 Aからランダムウォークを

開始してノード群 B で終了する条件付き確率とする．

ただし，公開されているPythonプログラム1では，論

文で述べられているX,Y の次数上位 k件ではなく2，k%

をランダムサンプリングし，次の処理を 1000回反復後

に，得られた回数 FXX , FY Y , FY X , FXY から条件付き

確率 PXX , PY Y , PY X , PXY を求めている．本稿では，

これを RWCとして用いる．

1. X，Y から k%をランダムサンプリングした X
′
,

Y
′
を作成する．

2. X
′
の各ノードからランダムウォークを開始し，始

点を除く X
′
, Y

′
のどれかのノードに辿り着いた

ら終了し，FXX または FXY に 1加算する．

3. Y
′
の各ノードからランダムウォークを開始し，始

点を除く X
′
, Y

′
のどれかのノードに辿り着いた

ら終了し，FY X または FY Y に 1加算する．

なお，RWCは有向グラフには対応せず，実際に公開

実装は有向グラフでは動作しないが，論文ではそれとは

別に RWR（Random Walk with Restart）が有向版と

して提案されている．ただし，アルゴリズムの詳細部分

は不明で，実装も公開されていない．

RWC は理論的には −1 ∼ 1で，1に近いほど分極し

ているが，論文の実験結果ではより狭い範囲に集中して

分布し，0付近の値を取る傾向がある．RWCでは分極

を判定する閾値はデータセットによって異なるが，実験

結果を見ると 0.3∼0.5を目安にしていると考えられる．

3.2 RWCの問題点
RWCにはノードのサンプリングに由来する以下の問

題点がある．

1. グラフが小規模になるほど他のノード集合に辿り

着きやすくなるために，サンプリング率が一定の

場合は得られる分極度の値も低くなり，可視化結

果に対する直感的な判断と矛盾することがある．
1https://github.com/gvrkiran/controversy-detection
2公開版では使われていないが，ソースコード中に残っている getN-

odesFromLabelsWithHighestDegree 関数が論文の記述に対応する
と思われる．

2. グラフが小規模になるほど，サンプリングにより

ランダムウォーク回数が非常に少なくなり，測定

ごとの揺らぎが大きくなる．

3. ランダムウォークする距離はノードのサンプリン

グ率で制御でき，例えばサンプリング率を増やす

ほど始点と同じノード群で終了する確率が高く分

極度も高くなり，100%の場合は隣接ノードで停止

するので，1に非常に近い値となる．しかし，サ

ンプリング率の設定指針や妥当性に関する検証は

なく，どのように設定するべきか不明である．

3.3 提案手法
グラフサイズの違いに対して頑健な適応型RWC（Adaptive-

RWC，以降はA-RWC）を提案する．A-RWCは次の 3

点が異なる．

まず，A-RWCではサンプリングを廃止し，それに伴

う実行速度の低下をランダムウォークの並列実行で補う．

現在はどの CPUも複数のコアを持ち，Pythonでも標

準で並列処理ができる．また，個々のランダムウォーク

は情報交換なく独立に実行できるので，実装を工夫すれ

ば高い台数効果を得ることが期待できる．

次に，条件付き確率 PAB が示す意味を変更し，RWC

のようにサンプリングした 2 つのノード集合のどちら

に早く到達するかではなく，A-RWCでは最大ホップ数

hmax までに他のノード集合に到達できるかを調べる．

実際には，次の処理を 1000回反復後に，得られた回数

FXX , FY Y , FY X , FXY から，RWCと同じ式 ( 1 )を用

いて条件付き確率 PXX , PY Y , PY X , PXY を求める．

1. Xの各ノードからランダムウォークを開始し，hmax

以内に Y に辿り着いたらFXY に，辿り着けなかっ

たら FXX に 1加算して終了する．

2. Y の各ノードからランダムウォークを開始し，hmax

以内にXに辿り着いたらFY Xに，辿り着けなかっ

たら FY Y に 1加算して終了する．

最後に，RWCのようにパラメータ設定に悩まないよ

うに，hmax をグラフの規模に合わせて適応的に自動設

定する．A-RWCの値は hmaxに依存し，小さすぎると

他のノード集合に到達しにくいために分極度がより高

く，大きすぎるとA-RWCが他集合のノードへ到達する

割合が増加して分極度がより低く判定される．そこで，

グラフのサイズを反映する基本統計量に着目する．グラ

フ理論では，ノード iと他の各ノードの最短経路長の中

の最大値を離心数（eccentricity），全ノードの離心数の

最大値を直径（diameter），全ノードの離心数の最小値

を半径（radius）と定義する．少なくとも，hmax は直

径よりも明らかに小さくするべきで，またグラフが 2つ

に均等に分極化している状態を仮定すると半径付近の値

- 58 -



Proceedings of ARG WI2

が妥当と考えられることから，hmax をグラフの半径と

する．なお，このように設定することで，実行されるラ

ンダムウォークの距離を短縮し，高速化にも寄与すると

思われる．

なお，有向グラフに関しては，ぶら下がりノード（dan-

gling node）で行き止まりになる問題は単に辿り着けな

かったものとして扱い，半径は強連結グラフでないと半

径が求められないので，一旦有向無向化して求めること

で対応している．

4 評価

4.1 人工グラフを用いた評価
RWCの論文と同様に，planted l-partition model [7]

を用いて，2つのクラスタが存在するような人工グラフ

を作成し，クラスタ内のエッジ数とクラスタ間のエッジ

数を変化させた時に A-RWC で得られる分極度の妥当

性を評価した．planted l-partition modelは，ノード数

が k となる l 個のノード集合に対して，ノード集合内

のエッジ生成確率 p1，ノード集合間のエッジ生成確率

p2(p1 >> p2)としてグラフを生成するモデルである．

まず，k = 1000, l = 2としてノード集合内のエッジ

数を変化させた場合の A-RWC と RWC の変化を調べ

た．p2 を固定し，p1 を 0 から 1 の間で 0.05 ずつ変化

させた時のそれぞれの値を，図 1に示す．なお，本稿の

評価では，RWCのサンプリング率はプログラムのコメ

ントの記述に従って k = 10とする．横軸は p1，縦軸は

A-RWC，RWCの値である．p1 の増加に対しては，ど

ちらも最初に大きく増加してから徐々に増加分が減少

していくが，A-RWCの方がその変化が大きいことがわ

かった．

次に，ノード集合間のエッジ数を変化させた場合の

A-RWCとRWCの変化を調べた．p1を固定し，p2を 0

から 0.1の間で 0.005ずつ変化させた時のそれぞれの値

を，図 2に示す．横軸は p2，縦軸は A-RWC，RWCの

値である．p2の増加に対しては，RWCは最初は大きく

減少してから停滞するのに対して，A-RWCは比較的線

形に減少することがわかった．

なお，RWCとA-RWCの他の違いとして，A-RWCの

方がRWCより値域が大きく，例えば p1を変化させた場

合はA-RWCが-0.7∼1.0に対してRWCは 0∼0.8，p2を
変化させた場合はA-RWCが-0.5∼1.0に対して，0∼0.8
となることである．

このような特性の違いは，A-RWCは規定距離内の別

ノード集合への到達性に基づくことに対して，RWCは

ランダムウォークの距離は考慮せず，サンプリングノー

ド集合への到達だけを調べるようなアルゴリズムの違い

によると考えられる．

4.2 既存のデータセットを用いた評価
RWCの論文で用いられた既存のグラフデータセット

の中の 3個のグラフに加えて，我々の研究で得られた 1

個の小規模グラフを用いて評価した．表 1に評価に用い

たグラフと，ノード数（|V |），エッジ数（|E|），半径
（R），平均次数（AD），クラスタ係数（C），属性相関

（AA），RWC，A-RWCの値を示す．グラフの属性相関

（attribute assortativity）は同じ属性のノード同士が接

続する傾向を表す指標であり [8]．本稿ではMETISア

ルゴリズムの 2つの分割をラベルとして付与し，2分割

されたノード集合がどの程度繋がっているかの目安とし

て用いる．

(Zachary’s) Karate club は，社会ネットワーク分析

でよく用いられる空手クラブのメンバーが部長とコーチ

の 2つの派閥に関するデータである [9]．Political blogs

は，Adamicらの 2004年のアメリカ大統領選挙の時の

ブログのリンク関係における保守とリベラルの対立に関

するデータである [3]．Twitter Politicsは，Conoverら

の 2010年のアメリカ合衆国議会選挙の時の Twitterの

リツイートにおける保守とリベラルの対立に関するデー

タである [10]．Media graphは，Twitter上のメディア

の報道とユーザの言及の 2 部グラフから作成した，安

倍首相の北朝鮮の拉致被害者の政策に関するメディアの

報道が，朝日新聞などの新聞社とリテラなどの週刊誌に

分かれていることを示すデータである [11]．有向グラフ

に対しては，RWCの論文と同様に無向化してから計算

した．なお，本稿では著者により修正されたRWCの公

開実装と，RWCの論文で用いられた Guerraらが修正

したデータセット [5]ではなく，そのオリジナルのデー

タセットを用いているために，RWCの論文の表の値と

は異なることに注意が必要である．さらに，各グラフを

Gephiの ForceAtlas2アルゴリズム [12]で可視化した結

果を図 3に示す．この結果から，分極度に関しては，大

規模グラフではRWCとA-RWCの差異は小さく，どち

らも分極化を定量化できていると言えるが，RWCでは

Karate clubやMedia graphのような小さなグラフでは

分極化がうまく定量化できないことがわかった．

4.3 小規模グラフにおける変動の評価
小規模グラフにおける値の変動を評価した．具体的に

は，Karate clubのグラフに対して RWCと A-RWCを

それぞれ 10回計算した時の，値の変動と標準偏差を調

べた．図 4に，RWCと A-RWCの値の変動を示す．縦

軸がRWCとA-RWCの値，横軸が試行回である．この

結果から，図 4(a)は試行ごとに値が変化しているのに

対して，図 4(b)は値がほぼ安定しており，さらに標準偏

差はRWCが 0.023に対して，A-RWCは 0.0026である

ことから，A-RWCの方が得られる値が安定しているこ
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(a) A-RWC (b) RWC

図 1: p1 を変化させた場合の分極度の変化

(a) A-RWC (b) RWC

図 2: p2 を変化させた場合の分極度の変化

とがわかった．

4.4 Twitterのリツイートグラフを用いた評価
最後にRWCの論文で用いられたTwitterのリツイー

トグラフから，8個のグラフを用いて評価した．リツイー

トグラフとは，ある特定の話題を表すハッシュタグを含

むツイートをリツイートしたユーザ間にエッジを張った

グラフである．表 2に評価に用いたグラフと，ノード数

（|V |），エッジ数（|E|），半径（R），平均次数（AD），ク

ラスタ係数（C），属性相関（AA），RWC，A-RWCの値

を示す．なお，これらのグラフには人手で controversial

（上の 4個），non-controversial（下の 4個）の 2種類に

分類されている．

controversial，non-controversialのどちらの場合もRWC

とA-RWCの差異は小さく，相関係数を計算すると 0.96

となった．詳しく調べると，controversialの場合は in-

dianaが，non-controversialの場合は ultraliveがRWC，

A-RWC共に小さいが，属性相関の値も小さいことから，

METISアルゴリズムで分割されたノード集合の間のエッ

ジの割合が他よりも顕著に多いと推測できる．

次に，各リツイートグラフの構造を確認する．各グ

ラフを Gephi の ForceAtlas2 アルゴリズムで可視化し

た結果を図 5に示す．各ノードは METIS アルゴリズ

ムで 2 分割された結果に基づいて着色した．この可視

化結果を見ると，controversialの場合は beefban，rus-

sia march，nemtsovが，non-contoroversialのグラフで

は sxsw，nepal，germanwingsに分極構造があることが

わかる．さらに，RWCと A-RWCがそれらより小さい

indianaでは，METISアルゴリズムで 2分割された結果

の分極があまり明確ではなく，さらに RWCと A-RWC

の値が 1番小さい ultraliveでは融合しているように見

えることから，可視化結果はRWCとA-RWCの結果と

矛盾しないと考えられる．

4.5 A-RWCの妥当性に対する考察
A-RWCの分極度の指標としての妥当性について考察

する．まず，人工グラフと既存のグラフデータセット，

Twitterのリツイートグラフを使った評価で，A-RWC

はRWCのように分極度の定量化に使用できることがわ

かった．さらに，小規模グラフの分極化の判定も可能に

なり，測定値の揺らぎも小さくなることがわかった．ま

た，最大ランダムウォーク距離をグラフの半径として適

応的に設定する方法も比較的妥当だと思われる．

なお，Twitterのリツイートグラフの分析では，グラフ
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ハッシュタグ |V | |E| R AD C AA RWC A-RWC

Karate club 34 78 3 4.59 0.57 0.72 0.19 0.43
Political blogs 1222 16717 4 27.36 0.32 0.81 0.37 0.43
Twitter politics 18470 48053 9 5.20 0.03 0.96 0.73 0.70

Media graph 26 36 4 2.77 0.24 0.83 0.22 0.58

表 1: 既存のグラフデータセットの分析結果

(a) Karate club (b) Political blogs (c) Twitter politics (d) Media graph

図 3: 既存のグラフデータセットの可視化結果

(a) RWC

(b) A-RWC

図 4: 小規模グラフにおける分極度の変動

が controversialと non-controversialに分類されていた

が，実際のRWC，A-RWCの値やグラフの統計量，可視

化結果を見る限りでは，必ずしもその分類が適切とは思

えなかった．RWCの論文 [2]は国際会議WSDM 2016

に採択された原稿を改訂したものであるが，その直前

のCSCW 2016で “Exploring Controversy on Twitter”

という題名でシステムのデモを行なっており，そこで

も用いたシステムが現在も公開されている3．そのシス

3https://users.ics.aalto.fi/kiran/controversy/

テムの結果を見る限りでは，controversial に分類され

た中の indianaの値は 0.76と顕著に大きく，逆に non-

controversialに分類された sxsw，nepal，germanwings

の値は 0.38, 0.23, 0.36と顕著に小さい．このことから，

このラベル付けはCSCW 2016の時点のシステムの結果

に影響された可能性が推測でき，それぞれ分極，非分極

を示すラベルとして扱うことはできないと思われる．

また，GitHubでは k%をランダムサンプリングする

実装が公開されているが，論文の内容との齟齬が生じた

原因として，次数上位 k件をサンプリングした場合には

ランダムウォークは早く終了するものの，次数相関やグ

ラフの構造（スケールフリーか，スターか）などの影響

を受けやすいことが推測できることから，最終的な実装

が変更された可能性があると考えている．

5 おわりに
本稿では，新しいグラフのランダムウォークに基づく

分極度指標A-RWCを提案し，分極度指標としての妥当

性を人工グラフ，既存のグラフデータセット，RWCで

用いられたTwitterのリツイートグラフを用いて評価し

た．その結果，従来でRWCの問題点を解消し，大規模

グラフだけでなく，社会ネットワーク分析で対象とされ

る小規模なグラフにも，パラメータ設定を気にせずに適

用できることを示した．

今後は，今回評価できなかった並列化による処理速度

の向上と有向グラフにおける妥当性を検証すると共に，

検証に用いるデータセットをさらに増やして追実験をお

こなう予定である．
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ハッシュタグ |V | |E| R AD C AA RWC A-RWC

beefban 1610 1978 9 2.46 0.026 0.96 0.74 0.75
russia march 2134 2951 7 2.77 0.009 0.91 0.82 0.88
nemtsov 6546 10172 8 3.11 0.030 0.95 0.69 0.72
indiana 2467 3143 6 2.55 0.031 0.89 0.46 0.56

sxsw 9304 11003 12 2.37 0.037 0.97 0.81 0.79
ultralive 9261 15544 6 3.36 0.035 0.83 0.38 0.34
nepal 40579 57544 9 2.84 0.024 0.92 0.63 0.57
germanwings 29763 39075 8 2.63 0.014 0.94 0.66 0.68

表 2: Twitterのリツイートグラフの分析結果

(a) beefban (b) russia march (c) nemtsov (d) indiana

(e) sxsw (f) ultralive (g) nepal (h) germanwings

図 5: Twitterのリツイートグラフの可視化結果
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概要 書籍等の専門性の高い書品に加え，食品や服，コスメ等の利用時期や利用場所に依存する商品を自宅で購
入するネットショッピングの利用は急増している.しかしながら，ネットショッピングのユーザは服やコスメの商
品購入時にそれら商品がどのような場所で利用されているかを想起することは難しい. すなわち，購入時に利用
場所の多様性を示すことは，商品推薦の適合性と網羅性の向上につながると考えられる． そこで，本研究では，
購入時と利用場所が異なるコスメ商品を対象とし，利用スポットごとに商品との関連度を抽出し提供することで，
利用場所を想起させる商品推薦を提案する．具体的には，楽天市場のコスメ商品約 5,600件を対象に，利用スポッ
トの大学や病院といったカテゴリごとの関連度からランキング提示する.一般的なコスメ商品のネットショッピン
グのレビューでは，商品の色や質感の情報は含まれるが，飲食店のレビューと異なり，利用場面の入力は少ない．
そこで，位置情報付きツイートの投稿内容とコスメ商品のレビューから学習モデルを生成し，ツイートとレビュー
の特徴語ベクトルを生成することで，場所ごとにツイートとの類似度の平均値を関連度として算出する．本稿で
は，5つのカテゴリで関連度の高い 12商品に対して 50人のユーザによる適合率と再現率を検証する．

キーワード ジオタグツイート分析，スポット推薦

1 はじめに
近年のネットショッピングは，書籍や機器等の専門性
の高い商品ネット購入だけでなく，食品や服等の日用品
や雑貨も多く販売され，一般ユーザの生活に必要不可欠
なサービスとなっている．Amazonや楽天，Yahoo！は
既存サービスの技術向上を行っているが，ユーザの購買
データやレビューデータをオープンデータとして公開す
る取り組みが行われている．それらオープンデータによ
る商品推薦手法に関する研究は広く行われており，堀ら
[1]は，画像と文字情報を利用することで，ユーザが所持
している服のコーディネート推薦の研究を行っている．
また，谷口ら [2]は，評価項目別スコアを用いて被推薦
ユーザのアイテムレビューと他アイテムとの比較を行い，
個人に合ったコスメ商品推薦の研究を行っている．これ
ら既存研究は，ユーザ自身の肌に合わない商品の購入を
避けるといった商品購入目的が比較的明確な場合に有効
であるが，商品の利用場所は商品の購入目的と関連する
ため，利用時期や利用場所は限られる．そこで，本研究
は，購入時と利用場所が複数となるコスメ商品を対象と
し，利用スポットごとに商品との関連度を抽出すること
で，商品購入時に多様な利用場所を想起させる商品推薦
手法を提案する．
提案する推薦方式は，a）商品を選択することで複数
の利用スポット（大学や病院等）をランキング提示と，
b）利用スポットを選択することで複数の商品をランキ
Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

図 1 商品とスポットの関連性による商品推薦の流れ

ング提示の 2種類となる．一般的にコスメ商品の情報に
は，商品の値段や色，質感の情報は含まれるが，購入店
舗を含めて場所に関する情報は少なく，利用スポットの
情報はさらに減少する．そこで，商品の色や質感を含む
感想となるレビューと，位置情報付きツイートの内容と
の類似性を抽出することで，商品とスポットを関連づけ
る．具体手には，楽天市場のコスメ商品約 5,600件を対
象に，コスメ商品のレビューから学習モデルを生成し，
学習モデルを用いて商品の特徴ベクトルとスポット内で
発信されたツイート集合の投稿内容からスポットに対す
る特徴ベクトル生成し，商品とスポットとの類似度を算
出する．本稿では，提案手法より抽出された 5,600の商
品から 5つのスポットに含まれる上位の 12商品をラン
キングし，50人の被験者によるMSEと nDCGから，a）
と b）における商品とスポットのランキング結果を検証
する．
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2 関連研究
近年のネットショッピングの利用増加により，商品推
薦に関する研究が盛んに行われており，各商品カテゴリ
に特化した商品推薦の研究も行われている．特に，コ
スメやファッションに関する商品推薦の先行研究を紹介
する．
谷口ら [2]は，個々のユーザの肌質や使用感を考慮し

たコスメ商品推薦を実現すべく，各コスメアイテム分類
毎の評価表現辞書を用いた自動スコアリングシステム
によるレビュー推薦手法の研究を行っている．手法概要
として，コスメレビューを学習した word2vecを用いた
単語間の類似度を評価表現辞書の構築に用いて効率化を
図る．
矢部ら [3]は，ユーザが所持しているコスメ商品と購
入を検討しているコスメ商品との相違点を可視化させ，
ユーザの理想のコスメ商品を推薦する研究を行っている．
手法では，先行研究 [2]を参考に評価表現辞書を用いて，
各アイテムに自動で評価項目別スコアリングを行い，各
アイテムが持つスコアによって，ユーザが所持している
アイテムと購入を検討しているアイテムとの比較ができ
るシステムとなる．
堀ら [1][4]は，ユーザが所持している服の画像を入力

とし，ユーザにコーディネート推薦を行うシステムの
開発を目的に研究を行っている．このシステムのデータ
ベースは，インターネット上にある服の画像と服につい
てのコメントを用いており，ユーザに提供するコーディ
ネートにおいては，インターネット上のコーディネート
情報を利用している．システムの概要として，入力され
た画像から大まかなコーディネート推薦を行い，さらに
ユーザからテキスト入力された場合，そのテキストから
タグ情報を抽出し，更に細かいコーディネート推薦を行
うものとなっている．
高木，村上ら [5][6]は，ファッションアイテムのシル

エットから検索を行うシステムの研究を行っている．提
案手法では，スカートを寸法によってクラスタリングし，
シルエットアイコンを自動作成する．これにより，従来
の検索方法に新たにアイテムシルエットによる検索が追
加され，ユーザのアイテム検索時におこる負担を軽減す
ることを目的としている．
これらの研究では，ユーザ自身の特性や理想を考慮
したり，商品購入の効率化を目指した商品推薦を目的と
し，別商品との比較や画像とテキスト入力によるコー
ディネート推薦，アイテムシルエットによる検索要素追
加などが行われている．しかし，商品の購入目的によっ
て，商品の利用場所や時期が限定される場合もある．特
に，コスメやファッションは，日用品とは異なり，不特
定の場所・時期で利用可能なため，どのタイミングでの

利用が適しているのか判断が難しい．このことから，商
品推薦において，利用場所や時期をユーザに想起させる
ことは意義があると考える．

3 利用スポットを想起させる商品推薦システ
ム

本研究では，コスメ商品レビューと位置情報付きのツ
イートから商品とスポットに対する特徴ベクトルを生成
することで，商品のスポットごとの関連性とスポットの
商品に対する関連性を抽出し，複数の利用場所をユーザ
に想起させる商品推薦システムを提案する．以下に推薦
方式を述べる．
3.1 データセット
本研究では，オープンデータである楽天市場の商品レ

ビューデータと位置情報付きツイートの内容と緯度経度
情報を用いる．商品レビューデータは，楽天の 2016年
9月から 2016年 10月の 2ヶ月分のデータから「美容・
コスメ・香水」ジャンルの 111,220件のレビューのうち，
子ジャンルにあたる「ベースメイク・メイクアップ」ジャ
ンルの 16.609件を用いる．ツイートデータは，2016年
10月 1日から 10月 31日のデータから，5つのスポット
学校（4箇所），病院（4箇所），ホテル（3箇所），公
園（4箇所），テーマパーク（4箇所）の各箇所の半径
1km周辺のツイート 37,414件を収集した．
3.2 提案手法の手順
3.1章で記したレビューデータとツイートデータを用

いて，商品に対するスポットごとの類似度を抽出する．
図 1に商品推薦の流れを示す．

1) 商品レビューからWord2Vec用の学習モデル生成

2) 学習モデルより単語の分散表現を獲得し，各商品と
各スポットの特徴ベクトルを生成

3) 特徴ベクトルの cos類似度によるランキング推薦

まず，形態素解析器MeCabを用いて，レビューデー
タのレビュー文から名詞と形容詞を抽出し，word2vec

用の学習モデルを作成する．word2vecでは，単語ベク
トルの次元数を 300次元とし，登場回数 3回未満の単
語を破棄する．この生成した学習モデルを用いて，レ
ビューデータの各商品レビュー Ci の特徴ベクトル vCi

とツイートデータの各場所周辺のツイート内容 Tj の特
徴ベクトル vTj

を生成する．商品 Ci に対する特徴ベク

表 1 各スポットのツイート件数（スポット箇所数）
学校 (4) 病院 (4) ホテル (3) 公園 (4) テーマパーク (4)

1,682 1,515 16,185 324 17,708
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トル vCi
は，商品に対するレビューから単語を抽出し，

各単語の 300次元のベクトルの平均値を算出する．場所
Tj に対する特徴ベクトル vTj

は，場所ごとに収集した
ツイートから単語を抽出し，同様に平均値を算出する．
このとき，形態素解析は名詞と形容詞を抽出する．
最後に，商品とスポットの特徴ベクトルから cos類似
度 Eval(Ci, Tj)をスポットごとに算出し，a）商品に対
するスポットごとの cos類似度と，b）スポットに対す
る商品との cos類似度を降順で推薦提示する．cos類似
度は，下記の式 (1)により算出する．

Eval(Ci, Tj) =
v⃗Ci
· v⃗Tj

⃗|vCi
| · ⃗|vTj

|
(1)

4 商品とスポットのランキング評価
本章では，商品とスポットの類似度によるランキング
を検証する．ランキング評価は，提案手法により 5 ス
ポットに対して抽出されたコスメ商品のうち，各スポッ
トの上位から類似度の高い 12商品を選択し，それらコ
スメ商品に対してユーザによる評価を実施する．ユーザ
評価は，女性ユーザ 50名がコスメ商品に対して，5つ
のスポットで利用する場合の最適度と 5つのスポットに
対する順位付けを実施する．ユーザ評価結果を正解デー
タとし，提案手法による類似性と順位を比較検証する．
4.1 コスメ商品使用場所と時期に関する評価項目
提案システムの精度検証に用いる正解値を得るため，
ユーザ評価を実施した．女性限定として，性別，年齢，
職業，これまでの 5スポットへの訪問頻度を基本情報と
して入力してもらった後に，以下を評価してもらった．
なお，評価数の多さによる評価の偏りを考慮し，12商
品を 6商品の 2グループに分割して，50名（合計 100

名）で実施した．

• コスメ商品に対し，利用する場合の適切さをスポッ
トごとに五段階評価

• コスメ商品に対し，5つのスポットで利用する場
合の適切さの順位付け

• コスメ商品に対し，利用する場合の最適な季節 (春
夏秋冬)を１つ選択

得られたリッカード尺度五段階評価を正規化し，ス
ポットごとに平均値を算出し，スポットに対する商品の
評価値とした．
4.2 商品ごとのスポットに対する利用適切度評価
表 2に，ユーザによる評価を正解値として，提案手法か
ら得られた類似度による評価とのMSE（Mean Squared

Error）の結果を示す．

表 2 スポットごとの商品利用に対する適切さのMSE

商品 ID 学校 病院 ホテル 公園 テーマ
パーク

1003370 0.0571 0.0261 0.0348 0.0746 0.1567

1020965 0.0473 3.55e−4 0.1419 0.1411 0.0677

1001830 0.1485 0.1236 0.1107 0.1306 0.2108

1047742 0.0045 0.0077 0.2425 0.0554 0.0916

1135961 0.1659 0.0303 0.1758 0.2646 0.2475

1039429 0.2247 0.0439 0.0406 0.2072 0.1921

1005479 0.1841 0.2081 0.1078 0.1707 0.1119

1046992 0.0162 0.0502 0.1865 0.0334 0.1906

1033249 0.0749 0.0058 0.1954 0.0983 0.1025

1062163 0.2849 0.1144 0.2634 0.2359 0.2170

1080195 0.2691 0.1138 0.2035 0.2309 0.3206

1001454 0.2592 0.1197 0.3364 0.2248 0.3553

avg 0.1447 0.0703 0.1699 0.1556 0.1887

表より，MSEの最小は商品 ID「10020965」の「病院」
で 3.552e−4となり，最大が商品 ID「10001454」の「テー
マパーク」の 0.3553であった．またスポットごとの平
均（avg）は，病院が 0.0703と最小となり，テーマパー
クが 0.1887となり，全スポットの平均は 0.1458と低い
値となり提案手法の有効性を確認できた．
4.3 商品に対するランキングの評価
表 3に，ユーザによる商品に対するスポットのランキ

ングと提案手法とのランキング結果との nDCG＠ 5を
示す．提案手法によるスポットにおける商品のランキン
グ順位は類似度を用いた．
表より，全アイテムの中で，nDCG@5の最小は商品

ID「1135961」の 0.8282で，最大が商品 ID「1001830」
「1047742」「1046992」の 0.9857であった．全商品の平均
値は 0.942となり，提案手法による商品に対するスポッ
トのランキングは有用であるとこが確認された．
4.4 スポットに対する商品ランキングの評価
表 4に，商品ごとのスポットに対するランキング結果

となる nDCG＠ 12を示す．提案手法による商品のラン
キング順位は類似度を用いた．
表より，5スポットの中で，nDCG@12の最小は「公

園」で 0.6879，最大が「テーマパーク」で 0.7770であっ
た．また，全スポットの平均 (avg)が 0.7436となった．
これはコスメ商品のうち，リップの色に関するレビュー
で「明るい」や「暗い」などの情報があり，その商品の
特性と屋外スポットである「公園」や「テーマパーク」
との関連性，ユーザが連想する商品の使用やスポットで
のシチュエーションが影響していることが理由と考えら
れる．今後，それら商品の持つ色の明暗やスポットのシ
チュエーション等の各特性を考慮し，特性抽出による重
み付けを行う必要があると考える．
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表 3 コスメ商品に対する 5スポットのランキング評価 nDCG@5

1003370 1020965 1001830 1047742 1135961 1039429 1005479 1046992 1033249 1062163 1080195 1001454

0.9608 0.8571 0.9857 0.9857 0.8282 0.9576 0.9005 0.9857 0.9647 0.9647 0.9608 0.9538

表 4 スポットに対する商品ランキング評価 nDCG@12

学校 病院 ホテル 公園 テーマパーク avg

0.7736 0.7620 0.7175 0.6879 0.7770 0.7436

5 まとめ
本研究では，購入時と利用場所が異なるコスメ商品を
対象とし，利用スポットごとに商品との関連度を抽出し
提供することで，利用場所を想起させる商品推薦手法を
提案した．提案する推薦方式は，a）商品を選択するこ
とで複数の利用スポットをランキング提示と，b）利用
スポットを選択することで複数の商品をランキング提示
する 2種類とした．評価実験では，提案手法より抽出さ
れた 5,600の商品から 5つのスポットに含まれる上位の
12商品をランキングし，50人の被験者による評価から
a）と b）における商品とスポットのランキングを検証
し，MSE平均が 0.146，nDCG@12商品の平均が 0.744，
nDCG@5スポットの平均が 0.942となり，提案手法の
有効性が示された．今後，レビューだけでなく，商品の
色や形，ツイート情報も含めた学習モデルの改良を行う
予定である．
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人はなぜ・どのように歌詞を閲覧するのか：
スマートフォンでの楽曲聴取時の歌詞閲覧行動分析
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概要 人はなぜ・どのように歌詞を閲覧するのだろうか．歌詞に基づく楽曲検索を始めとして，歌詞を用いた様々
なシステムの開発が行われてきたが，この基礎的な疑問に関しては手つかずのままである．歌詞の閲覧行動を理
解することは，研究者と音楽配信プラットフォームの双方にとって，歌詞に基づくシステムや機能を実現するう
えで有用であると考えられる．そこで本稿では特にスマートフォンでの楽曲聴取時に，人がなぜ・どのように歌
詞を閲覧しているのかについて調査する．「なぜ」に答えるためにアンケートを実施し，206名から得られた回答
を分析する．また，「どのように」に答えるために，スマートフォンの音楽再生アプリから収集された 2,300万件
以上の歌詞閲覧ログを分析する．さらに，分析から得られた知見を活用することで，人々がより積極的に歌詞を
閲覧したり未知の楽曲を聴いたりしたくなるようなアプリケーション例も提示する．

キーワード 歌詞閲覧，ユーザ行動分析，スマートフォン，アンケート調査，ログ分析

1 はじめに
楽曲聴取体験において歌詞は重要な要素のひとつで

ある．例えば，過去に聴いたことのある楽曲を特定した
い場合，その楽曲の歌詞に含まれる単語を手がかりと
して伝えることが多い [12, 15]．また，人が楽曲を聴く
際は，音響的な特徴（ムード，メロディ，リズムなど）
だけでなく歌詞のトピックも考慮して聴く楽曲を決め
る [1, 2, 6]．こうした背景のもと，歌詞中の単語をクエ
リとして楽曲を検索できるシステム [5, 10, 21, 32]や歌
詞から推定されたトピックに応じて楽曲を探索できるシ
ステム [22, 26, 30, 33]が提案されてきた．
こうした歌詞の重要性にも関わらず，人がなぜ，どの
ように歌詞を閲覧するのかという基礎的な疑問に答え
る研究はこれまで取り組まれていない．本稿ではこの
疑問に答えることを目的とする．歌詞の閲覧行動を調
査して再利用可能な知見を明らかにすることは，研究者
や音楽配信プラットフォームが歌詞に基づくシステムや
機能（歌詞の閲覧支援や歌詞に基づく楽曲推薦など）を
実現するうえで有用である．人がなぜ，どのように楽曲
を聴取するのかについては様々な調査研究が行われてお
り [3, 8, 13, 14, 17, 19, 24, 25]，そこで得られた知見が
音楽に関する研究分野の発展に貢献してきた．楽曲の聴
取には歌詞を聴く行為も含まれるが，本研究では歌詞の
閲覧行動に特化している点でこれらの研究とは異なる．
ユーザが歌詞を閲覧する手段は様々であり，CDの歌詞
カードや歌詞検索サービス，歌詞が表示されるYouTube

の動画 [18]などが例としてあげられる．加えて最近で
は，Spotifyや Apple Musicなどの音楽配信サービスが

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

提供するスマートフォン用アプリにおいて，ユーザが楽
曲を再生中にその楽曲の歌詞を閲覧できる機能が実現
されている．スマートフォンを用いて音楽配信サービス
の提供する楽曲を聴くことが，楽曲の聴取方法の主流と
なっている現状を踏まえると [14]，この機能も歌詞を閲
覧する主要な手段のひとつになると思われる．以上のこ
とから本稿では，得られた知見の将来的な再利用可能性
をより高めるために，スマートフォンでの楽曲聴取時に
おける歌詞の閲覧行動を分析する．
本研究の貢献を以下にまとめる．

• 人が楽曲聴取時になぜ，どのように歌詞を閲覧する
のかという観点から人と歌詞のインタラクションを
調査した初めての研究である．

• 人がなぜ歌詞を閲覧するのかを調査するために，206

名を対象としたアンケート調査を行った．調査の結
果，75%以上の回答者が，アーティストが何と歌って
いるかを確認するため，および歌詞をより深く理解
するために歌詞を閲覧していることが明らかになっ
た．さらに，50%以上の回答者が，歌を歌ったり，歌
詞の構造（Aメロやサビなど）を把握したりするた
めに歌詞を閲覧していた．こうした結果は，研究者
と音楽配信プラットフォームの双方にとって，様々な
システムや機能を実現するうえで有用である．実際
に本稿では，歌詞の閲覧理由に応じてユーザを支援
するための，歌詞閲覧や楽曲推薦の機能を提案する．

• 人がどのように歌詞を閲覧するのかを調査するため
に，スマートフォンの音楽再生アプリで 60万人以上
のユーザから 1年間に収集された 2,300万件以上の
歌詞閲覧ログを分析した．分析の結果，夜に帰宅し
てから就寝するまでの間に歌詞を閲覧する頻度が高
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くなる傾向にあることが示された．加えて，ユーザ
が閲覧した歌詞の 37.8%は，過去に閲覧済みの歌詞
であること，時間の経過とともに同じ歌詞を閲覧す
る間隔が長くなり，やがて閲覧しなくなることなど
も明らかになった．これらの結果を踏まえて，ユーザ
がある歌詞を閲覧する間隔が長くなってきたら，関
連する歌詞を推薦するなど，音楽配信プラットフォー
ムがユーザを魅了できるような機能を提案する．

2 関連研究
2.1 楽曲聴取行動分析
人々の楽曲聴取行動を分析するアプローチのひとつ
は，アンケートまたはインタビューによる調査である．
楽曲聴取を対象とした質問としては，人々が日常生活で
なぜ楽曲を聴くのか [8, 19, 24, 25]や，楽曲聴取のサー
ビスやアプリを人々がなぜ利用しているか [12, 14, 16]

といったものが典型的である．もうひとつのアプロー
チは，楽曲の再生ログの分析である．再生ログは，楽
曲配信サービスのプラットフォームが提供する APIを
用いた収集 [28, 31]や，Twitterで「#nowplaying」や
「#itunes」などのハッシュタグが付いたツイートからの
収集 [9, 27, 34]が一般的である．収集した再生ログを用
いて，各楽曲や各アーティストの再生回数が冪分布に従
うことを示す [28, 31, 34]，ジャンルやタグの人気度を
比較する [9, 27, 34]，曜日や時刻に応じた楽曲再生頻度
を分析する [9, 28]，といったことが取り組まれてきた．
以上のように，「なぜ楽曲を聴取するか」を対象とした
研究では，質問を通して人々の意図を明らかにできると
いう利点を活かしてアンケートやインタビューを行うこ
とが多い．また，「どのように楽曲を聴取するか」を対象
とした研究では，実際の膨大な楽曲聴取データを通して
人々の振る舞いを明らかにできるという利点を活かして
ログ分析を行うことが多い．本稿でもこうした利点を活
かし，アンケート調査により「なぜ」，ログ分析により
「どのように」，歌詞を閲覧するのかを調査する．
2.2 歌詞に基づくシステム
歌詞を活用した様々な楽曲聴取支援の研究が行われて
きた．代表的な例として，歌詞の一部をテキストで入力
したり [5, 21]歌ったり [10, 32]することで，その歌詞
の一部を含む楽曲を検索できるシステムがあげられる．
他にも，歌詞から推定したトピックに基づく楽曲探索シ
ステム [22, 26, 30, 33]，歌詞の内容を直感的に理解でき
るように歌詞中の単語に合致するアイコンを表示する可
視化システム [20]，歌詞の理解容易性の推定による第二
外国語の学習支援システム [11]などが提案されてきた．
こうしたシステムを今後開発していくうえで，本研
究で得られる知見を活かすことが期待できる．例えば，

3.2.1項で述べるように，歌詞を閲覧する主な理由のひ
とつは「歌詞を深く理解するため」である．そのため，
歌詞の理解支援システムを提案する際には，この知見を
根拠として，提案するシステムの重要性を主張できる．
3章および 4章では，得られた知見を活用した，歌詞閲
覧支援や楽曲推薦のアプリケーション例も提示する．

3 なぜ歌詞を閲覧するのか
本章では，206名を対象としたアンケート調査により，

人がなぜ歌詞を閲覧するのかについて報告する．
3.1 回答者
回答者は日本のアンケート会社を通じて募集した．回

答者の条件として以下の 3点を設けた．（1）スマートフォ
ンで任意の楽曲配信サービスのアプリを用いて平均的に
週に 1日以上楽曲を聴いている，（2）そのアプリ上で楽
曲を再生しながら歌詞を閲覧したことが 10回以上ある，
（3）日本人である．回答者はWebブラウザを通じて我々
の用意したアンケートに回答した．各回答者には謝礼と
して 2,275円を支払った．アンケートには 297名が回答
したが，分析結果をより信頼できるものにするために，
91名の回答を除去した（14名は選択式の全ての質問に
対して同じ番号を選んでいたため，77名は回答を終える
時間が短すぎたため）．残りの 206名の性別と年代の分
布は男性 95名（10代 2名，20代 20名，30代 22名，40

代 26名，50代 25名），女性 111名（10代 4名，20代
21名，30代 27名，40代 28名，50代 31名）であった．
3.2 結果と考察
3.2.1 閲覧理由の頻度
スマートフォンで楽曲聴取時に歌詞を閲覧する理由と

して次の 8 種類を候補とした．確認：歌詞を聴き取れ
なかった箇所が何と歌われているのか確認するため．理
解：歌詞をより深く理解するため．歌唱：カラオケなど
人前で歌うためではなく、自分で口ずさむため．構造：
楽曲の構成（Aメロ・Bメロ・サビなど）を確認するた
め．練習：カラオケなど人前で歌う練習をするため．退
屈：手持ち無沙汰を解消するため．言語：語学の勉強の
ため．作詞：作詞の勉強のため．回答者は各理由で歌詞
を閲覧する頻度を 1から 5の 5段階（1：まったくない
～5：よくある）で回答した．理由は回答者ごとにラン
ダムな順で表示されるようにした．
図 1に，各理由に対する回答の分布を示す．「確認」と

「理解」では「それなりにある」または「よくある」と回
答した回答者が多く，Bonferroni補正をしたWilcoxon

の符号順位検定の結果，「確認」と「理解」の回答の中央
値はその他 6種類の理由の回答の中央値よりも有意に高
かった（p < 0.01）．歌詞の閲覧理由に応じたユーザ支
援を実現することは有用であると考えられる．例えば，
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図 1 歌詞閲覧理由の回答の分布．カッコ内の数値は「そ
れなりにある」「よくある」と回答した回答者数を表す．

「理解」を理由とするユーザに対しては，歌詞の様々な
解釈を提示することが，ユーザのより深い歌詞の理解の
助けになりうる．したがって，ユーザが閲覧している歌
詞の解釈をWeb上から自動的に収集して歌詞とともに
提示する研究への発展が考えられる．
残りの 6種類の理由のうち，「歌唱」「構造」「練習」の

3種類には半数以上の回答者が「それなりにある」また
は「よくある」と回答した．「歌唱」および「練習」のよ
うに歌うことを理由に歌詞を閲覧するユーザのために，
いくつかのスマートフォンの楽曲再生アプリでは既に，
楽曲の再生時間と同期しながら歌詞を自動的にスクロー
ルする機能を実現している．歌唱パフォーマンスを改善
するためのより発展的な機能として，歌詞の各パートを
歌うためのコツを提示したり，歌唱力を自動的に評価し
たりする機能 [23]の提供も考えられる．「構造」を理由
とした歌詞の閲覧に関しては，ユーザがより早く歌詞の
構造を把握できるように，歌詞の構造を自動的に推定し
て色付けする機能 [7]などの提供が期待できる．
「退屈」「言語」「作詞」は上述の理由に比べると少数
派であったが，これらの理由のための機能を提供するこ
とで，より多くのユーザがその機能を使って歌詞を閲覧
するようになる可能性がある．そうなれば，ユーザがよ
り頻繁に楽曲を聴く機会を持つことになり，ひいては音
楽配信プラットフォームの活性化にもつながる．「退屈」
を理由としているユーザには，再生している楽曲の関連
情報（別のアーティストの類似楽曲など）を提示するこ
とで未知の楽曲との出会いを支援できる．「言語」や「作
詞」といった学習のために歌詞を閲覧しているユーザで
あれば，学習効率を向上させる機能を欲しがるかもしれ
ない．「言語」であれば，歌詞の単語をタップすることで
その単語の意味を提示する機能や，再生中のアーティス
トの楽曲の中からより平易な歌詞の楽曲を推薦する [11]

機能などは実現可能性が十分にある．「作詞」であれば，
閲覧中の歌詞で使われている技法を説明して，同じ技法
が使われている楽曲を推薦する機能などが考えられる．
3.2.2 閲覧理由ごとのユーザの振る舞い
次に，歌詞を閲覧する 8種類の各理由におけるユーザ
の振る舞いを 3つの観点から調査した．ユーザの振る舞

表 1 3つの観点における各理由でのユーザの振る舞い．
タイミング 繰り返し 割合

理由 再生前 再生後 1回 複数回 一部分 大部分
確認 49 95∗∗ 70 111∗∗ 53 84∗∗
理解 60 70 38 121∗∗ 20 116∗∗
歌唱 50 51 36 92∗∗ 16 85∗∗
構造 29 46∗ 33 70∗∗ 18 57∗∗
練習 55∗ 33 14 91∗∗ 13 78∗∗
退屈 12 39∗∗ 29 40 19 31

語学 27 18 12 45∗∗ 2 39∗∗
作詞 11 10 3 25∗∗ 2 17∗∗

∗（∗∗）：z 検定（両側検定）での p < 0.05（p < 0.01）における統計的有意差．

いをより正確に分析できるよう，これ以降は各理由に対
して「それなりにある」または「よくある」と回答した
回答者のみを対象として追加のアンケートを行った．
観点 1：タイミング．回答者に対して「あなたがこの

理由で歌詞を閲覧するとき，歌詞を閲覧することを決め
るのは（a）楽曲を再生する前である，（b）楽曲を再生し
た後である．」という文面を提示した．これに対する回
答として，（1）（a）がほとんど，（2）どちらかといえば
（a）の方が多い，（3）（a）と（b）は同じぐらい，（4）ど
ちらかといえば（b）の方が多い，（5）（b）がほとんど，
の 5種類を用意した．回答が得られた後，（1）と（2）を
「再生前」，（4）と（5）を「再生後」と集約して回答を集
計した．表 1の「タイミング」の列に各理由の集約後の
回答者数を示す．「再生後」の回答者数が有意に多い「構
造」の理由に対しては，3.2.1項で述べた「構造」用の
機能を楽曲の再生中に素早く使用できるようにすること
でユーザの利便性が高まるであろう．それに対して「練
習」は「再生前」の回答者数が多いため，3.2.1項で述
べた「練習」用の機能を最初から有効にして楽曲を再生
できるオプションを用意することで，ユーザがより積極
的にカラオケの練習用に楽曲再生アプリを使用すること
が期待できる．
観点 2：繰り返し．回答者に対して「あなたがこの理
由で歌詞を閲覧するとき，同じ曲をリピート再生しなが
ら、その曲の歌詞をどの程度連続で見ることがあるか．」
という質問をした．質問に対する回答として，（1）リピー
ト再生せずに 1回だけ歌詞を見ることが多い，（2）2回
～3回連続で歌詞を見ることが多い，（3）4回以上連続
で歌詞を見ることが多い，の 3種類を用意した．（1）を
「1回」，（2）と（3）を「複数回」と集約して回答を集
計した．表 1の「繰り返し」の列に結果を示す．いずれ
の理由においても，「1回」の回答者よりも「複数回」の
回答者数の方が多かったため，1つの楽曲を連続再生し
ながら繰り返し歌詞を閲覧する行動は一般的であると言
える．したがって，例えば「理解」の理由であれば，楽
曲の頭出しのたびに提示する歌詞の解釈を変えるなど，
繰り返しの回数に応じてユーザに提示する情報を変える

- 69 -



Webインテリジェンスとインタラクション研究会予稿集

ような工夫が考えられる．
観点 3：割合．回答者に対して「あなたがこの理由で
歌詞を閲覧するとき，歌詞全体の何%程度を見ることが
最も多いか．」という質問をした．質問に対する回答とし
て，（1）≤20%，（2）21%–40%，（3）41%–60%，（5）61%–

80%，（5）≥81%，の 5種類を用意した．回答が得られ
た後，（1）と（2）を「一部分」，（4）と（5）を「大部分」
と集約して回答を集計した．表 1の「割合」の列に各理
由の集約後の回答者数を示す．いずれの理由でも「大部
分」の回答者数の方が多かったが，「退屈」においては
「一部分」と「大部分」の間に有意差はなかった．つま
り，ユーザが短時間だけ歌詞を閲覧して閲覧をやめた場
合，そのユーザは手持ち無沙汰な可能性があるため，音
楽配信プラットフォームにとっては，3.2.1項で述べた
ような楽曲の関連情報を提示するのに適している．

4 どのように歌詞を閲覧するのか
本章では，スマートフォンの音楽再生アプリから送信
された 2,300万件以上の歌詞閲覧ログを用いて，人がど
のように歌詞を閲覧するのかについて報告する．
4.1 データセット
歌詞閲覧ログ．歌詞の閲覧に関しては，スマートフォ
ンの様々な音楽再生アプリに対して歌詞データを配信し
ている日本の歌詞配信業者（株式会社シンクパワー）の
協力のもと，日本のある音楽配信サービスの iOS版ア
プリから収集されたログデータを用いる．このアプリ
では，ユーザは楽曲を聴いている最中にその楽曲の歌詞
を閲覧することができる．アプリは歌詞配信業者から提
供される APIを用いて歌詞データを取得し，歌詞配信
業者はそのたびにタイムスタンプ，ユーザ ID，楽曲 ID

を含む歌詞閲覧ログを記録する．ここで，アプリは楽曲
の再生と同時に自動的に歌詞データを取得するのでは
なく，ユーザが明示的に歌詞をリクエストしたときのみ
取得することに注意されたい．それゆえ，上述のログは
ユーザがどのように歌詞を閲覧しているかを分析するの
に適している．我々はまず，タイムスタンプが 2018年
1月 1日から 2018年 12月 31日であるログを収集した．
次に，ユーザが歌詞をリクエストしてから 30秒未満で
次の歌詞をリクエストした場合，ユーザの誤操作で歌詞
が取得された可能性があるため，そのようなログを削除
した．最終的に得られたデータセット（LyLog と呼ぶ）
は，ユーザ数が 611,895名，ユニーク楽曲数が 214,434

曲，ログ数が 23,034,417件であった．
楽曲再生ログ．歌詞の閲覧行動と楽曲の聴取行動の違い
を調査するため，Schedlにより公開されている Last.fm

のデータセット [28]を用いる．このデータセットには
ユーザの楽曲再生ログが含まれており，各ログにはタ

図 2 各楽曲のログ数の分布．ログが x件の楽曲が y 件存
在する．

図 3 1日の各時刻におけるログ数の分布．
イムスタンプ，ユーザ ID，楽曲 IDが記録されている．
LyLog データセットと統一するため，まず日本人ユーザ
のログを抽出した（データセットには各ユーザの国籍も
含まれる）．次にタイムスタンプが 2013年 1月 1日から
2013年 12月 31日であるログを収集し，再生時間が 30

秒未満のログを削除した．最終的に得られたデータセッ
ト（Lastfm と呼ぶ）は，ユーザ数が 660名，ユニーク
楽曲数が 718,466曲，ログ数が 2,932,430件であった．
4.2 基礎的な統計量
図 2に各楽曲の消費回数（ログ数）の分布を示す1．い

ずれのデータセットでも消費回数は冪分布に従っている
が，歌詞の閲覧の方が人気の楽曲への偏りがより大き
い．具体的には，全てのログの 80%を構成する楽曲が，
Lastfm では人気度の上位 34.8%の楽曲であるのに対し
て，LyLog では人気度の上位 6.64%の楽曲である2．
図 3に，1日の中での各時刻におけるログ数の分布を
示す．日本の統計局が公表している社会生活基本調査報
告 [29]によると，平均的な日本人は午前 6時 32分に起
床して午前 7時 30分から 8時 30分の間に通学または
出勤し，午後 6時から 7時の間に帰宅して午後 11時 15

分に就寝する．このような生活スタイルと照らし合わ
せると，2つのデータセットには次のような共通点が見
られる．朝の通学・通勤時間から就寝時間にかけてログ
の数は増加傾向にあり，就寝時間を過ぎるとログの数は
減少していく．その一方で，午後 5時から午後 11時 59

分の間は，LyLog の方が Lastfm よりもログの割合が高
いという特徴がある．スマートフォンで歌詞を閲覧する
ためには，歌詞をリクエストするために画面をタップし

1これ以降，「消費」という語は LyLog であれば歌詞の閲覧を，
Lastfm であれば楽曲の再生を意味する．

2両データセットで，楽曲のログの数をその楽曲の人気度とした．
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図 4 各ユーザの消費における繰り返しの割合の分布．
て歌詞を見るというように，ユーザが能動的にアプリと
インタラクションをする必要がある．それに対して楽曲
の聴取は，スマートフォンを鞄やポケットに入れたまま
でも可能であり，ユーザは受動的でよい．こうした違い
により，ユーザは帰宅後の時間が十分にある状態で歌詞
を閲覧する傾向にあるのではないかと推測される．した
がって，3.2.1項で述べたような機能を常に提示するの
がユーザにとって煩わしいようであれば，日中は提示せ
ずに夜に提示する方が，歌詞の閲覧に多くの時間を割く
ことができるという点で適しているであろう．
曜日ごとのログ数の分布に関しては，平日よりも休
日の方が LyLog で 6.64%，Lastfmで 6.53%多かったが，
両データセットの間で大きな違いは見られなかった．
4.3 繰り返しに基づく消費
本節では，ユーザが同一楽曲を複数回消費する，繰り
返しに基づく消費に着目する．最初に，各ユーザが消費
する楽曲における繰り返しの割合を調査する．例えば，
あるユーザが 100件の歌詞を閲覧して，そのうちの 40

件が既に閲覧をしたことのある歌詞を繰り返し閲覧して
いれば，繰り返しの割合は 0.4となる．図 4に割合の分
布を示す．図より，LyLog の割合は Lastfm の割合より
も低い傾向にあることがわかる．割合の平均値はLastfm

の 0.604に対して LyLog は 0.378である．楽曲の聴取で
は繰り返しの割合が特に高いことが知られているが，他
のドメイン（動画の視聴の 0.26や英語のWikipedia記
事のクリックの 0.15 [4]）に比べると，歌詞閲覧の 0.378

という値も十分に高いと言える．
Bensonら [4]は，繰り返しに基づく消費において，各
アイテムはユーザ固有の「寿命」を持つと述べている．
これは楽曲の聴取であれば，あるユーザにとってのある
楽曲の寿命の最初の頃は短いスパンで繰り返し聴取さ
れるが，寿命の終わりに近づくにつれて聴取のスパンが
長くなり，最終的にはユーザがその楽曲に飽きて聴かな
くなることを表す．Bensonらの手順に倣い，歌詞の閲
覧における楽曲の寿命を以下のように調査した．LyLog

内のあるユーザに対して，まずそのユーザのログをタイ
ムスタンプの昇順にソートする．次にそのリストの各楽
曲の最初と最後のタイムスタンプを取得し，いずれのタ
イムスタンプもリストの中央の 60%に含まれるような

図 5 正規化されたインデックスの差の平均値．
楽曲を抽出する．これは，楽曲の寿命の始まりと終わり
が LyLog と Lastfm それぞれの 1 年分のログに含まれ
ていることを保証するための処理である．上記の手順で
抽出されたあるユーザの N 件のログから成るリストを
L = {i1, . . . , iN} とする．この中である楽曲 s が k 回
消費されているとき，それらのインデックスのリストを
{is1, . . . , isk} ∈ Lとすると，j番目と j +1番目の消費の
インデックスの差（ギャップ）を gj = isj+1 − isj により
定義する．
全ユーザを対象としたときの，gjの平均値の推移を図

5に示す．視認性のため，全ての gj は g1で割ることで
正規化した（LyLogと Lastfmにおける g1の平均値はそ
れぞれ 19.0と 248であった）．LyLog の gj の増加率は
Lastfmには劣るものの，Bensonらの報告 [4]と同様に，
歌詞の閲覧においても，繰り返しの消費回数が増えるに
つれて gj が大きくなる傾向にあることがわかる．この
結果は，ユーザがある楽曲の歌詞を繰り返し閲覧してい
るとき，最初は短いスパンでその歌詞を繰り返し閲覧す
るが，ユーザが飽きるにつれてそのスパンは徐々に長く
なり，やがてはその歌詞を見なくなることを意味する．
gj の値が徐々に増加するということは，Bensonらの

手法 [4]を用いることで，ある歌詞の閲覧に飽きつつあ
るユーザを特定できる可能性がある．そうしたユーザを
特定して，3.2.1項で述べたような機能の中でそのユーザ
がまだ使用したことのない機能を提示することで，ユー
ザのその歌詞に対する興味を持続させるというアプロー
チが考えられる．あるいは，ある歌詞に飽きつつあるの
であれば，例えばトピック的にその歌詞と関連するよう
な歌詞を持つ，そのユーザにとって未知の楽曲を推薦す
ることで，ユーザの興味を広げることも可能であろう．
ただし，楽曲の聴取とは異なり，歌詞の閲覧においては，
ユーザが歌詞を暗記したために閲覧しなくなるというこ
とも考えられる．繰り返し閲覧していた歌詞を閲覧しな
くなる理由の調査も今後の興味深い研究課題である．

5 おわりに
本稿では，スマートフォンで楽曲の聴取時に人々がな
ぜ，どのように歌詞を閲覧するのかを調査した．「日中
よりも夜間の方が歌詞が閲覧されやすい」などのいくつ
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かの結果は自明であったかもしれない．しかし，これま
でに取り組まれていない研究課題においては，意外な結
果だけでなく，データに基づいて自明な結果も示すこと
に意義がある．なぜならば，この先の研究で歌詞に関す
る手法やシステムを提案する際に，本稿で示した自明で
はあるが検証された結果を必要に応じて根拠として参照
できるようになるからである．本稿では「なぜ」と「ど
のように」の双方において日本人だけを対象としている
ため，得られた知見の一般化には限界がある．しかしこ
の限界は同時に，国による歌詞の閲覧行動の差異の検証
という，より発展的な研究課題の可能性も秘めている．
他にも，デバイス（PCやタブレットなど）や場所（家，
レストラン，公共交通機関など）による歌詞の閲覧行動
の差異の調査も重要な研究課題としてあげられる．
謝辞 歌詞閲覧ログを提供していただいた株式会社シンクパワー
に感謝する．本研究の一部は JST CREST (JPMJCR20D4)，
JSPS 科研費 (20K19934)の支援を受けた．
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基づく企業課題発見ツールCSIMG

新福一貴a 谷口紘太朗a 泰山幸大a 平田有里佳a 桑田若菜a
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前川浩基b 石橋健b 笹嶋宗彦c 山本岳洋c

兵庫県立大学社会情報科学部
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概要 本稿では，様々な業種において，顧客満足度に関するアンケート結果を入力とし，その業種において改善
すべき経営課題の優先順位を決定するための分析手法を提案する．手法を複数の業種のアンケートデータに適用
し，提案方式で決定した経営課題の優先順位と中小企業診断士が判断した経営課題との比較を行った．その結果，
カフェのような利用者が同業種間のサービスを比較しやすい業種において，提案方式を適用した結果と中小企業
診断士の判断結果が一致した．つまり，この手法により，顧客満足度向上のために優先して解決すべき課題に関
連する評価軸を提示し，経営者の意思決定をサポートできること示した．

キーワード 経営課題改善，顧客満足度，CS分析，BIツール

1 はじめに
顧客満足度とは企業が提供するサービスや商品に対す

る顧客の満足度を表す指標であり，顧客満足度を向上さ
せることは企業にとって最も重要な課題の一つである．
しかし，顧客満足度を向上させるための方法を発見する
ことは容易ではない．なぜなら，サービスや商品は，そ
れ自体の品質，価格，提供のされ方，提供される場所，
利用した時に得られる満足感など，多くの軸から評価さ
れるものであり，どの評価軸における課題を解決するこ
とが顧客満足度向上につながるのかを見極めることは困
難だからである．評価軸には，「この企業に対する満足度」
のような企業に対する総合的な満足度を問う質問項目に
対する回答である総合満足度と，企業満足度に関連する
個々の質問項目への回答である個別満足度がある．既存
手法として，総合満足度とそれに対する個別満足度の重
要度を相関関係より算出し，可視化する CS(Customer

Satisfaction)分析があり，企業や特定のドメインへ適用
した先行研究がある [1]，[2]，[3]．しかし，各項目はそ
れぞれのドメインによって既に競争が激化しており，項
目の満足度を上昇させる余地がない場合がある．ファス
トフード店における価格などはその例であり，低価格の
商品は顧客にとって魅力的だが，原材料費などの固定費
の関係でそれ以上価格を下げることはできない．
本稿では，顧客満足度向上のための課題を発見するた
め，既存の CS分析に加え，同一のドメインの企業間で
の個別満足度のばらつきを考慮し可視化を行う．これに
より，単に総合満足度と関連が深いだけでなく，企業と
Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

して改善の余地が存在しうる評価軸を発見することがで
きると我々は考えた．
以下，2章では用いる提案方式を説明し，3章ではカ

フェドメインを題材に提案方式の適用方式を説明する．
4章では 4つの業界の企業群に対して提案ツールを適用
し，同じ企業群に対して中小企業診断士が抽出した経営
課題と結果を比較することで提案方式を評価し，5章で
全体をまとめる．

2 提案方式
本稿では，任意の業界を対象として，総合的な満足度

の要因である「商品のおいしさ」や「店内の広さ」といっ
た，個々の評価軸について，ある特定の企業がどの項目
を改善すべきかを発見することを支援するツールを提案
する．提案ツールは，それらの項目に対する顧客の個別
満足度とそのばらつき具合に注目するもので，以下 3つ
の情報を表現した可視化を行うことで，企業として改善
すべき課題を明らかにする．
情報 1．個別満足度：各質問項目への回答を個別満足

度とする．分析対象企業における個別満足度の大小は，
企業の課題発見のための基本的な情報であると考える．
これを可視化することで，個別満足度の低い評価軸を発
見することができる．
情報 2．総合満足度と個別満足度との相関関係：分析

企業と同じ業界の企業群における個別満足度と総合満
足度との相関係数を可視化する．これは，ある個別満足
度の改善が総合満足度に与える影響が全ての業種を対象
にした場合と特定の業種を対象にした場合で異なる可能
性があるからである．本提案では，総合満足度と個別満
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足度との相関関係を分析企業と同じ業界に絞って可視化
することで，その業界における重要な評価軸を明らかに
する．
情報 3．個別満足度の企業間でのばらつき：個別満足
度の標準偏差を企業間のばらつきを表す指標として用い
る．上記 2つの情報を可視化し，総合満足度と相関があ
り，かつ個別満足度の低い項目を発見できたとしても，
その企業の業界全体として個別満足度が低い，つまりば
らつきが小さい項目もあると考えられる．たとえば，「価
格に対する商品の質」という項目はその業界が成熟して
いたり法令上の制約があったりすると，たとえ個別満足
度が低くともどの企業も向上が困難である可能性があ
る．一方，総合満足度と高い相関を持つものの，個々の
企業によって個別満足度が異なるような項目は，各企業
の企業努力によって改善できる余地があり，企業が取り
組むべき課題として有力な候補となりうる．そこで，個
別満足度の企業間でのばらつきを可視化することで，改
善の余地がある項目を可視化する．
これら 3 つの情報を可視化したツールの概念図を図

1に示す．図中の各点がそれぞれの評価軸に対応してお
り，x軸，y軸，点の大きさはそれぞれ以下を表してい
る．x軸: 分析対象の企業の業界における，各項目に対
応する個別満足度と総合満足度との相関係数
y軸: 分析対象の企業の個別満足度
点の大きさ: 各項目に対応する個別満足度の，分析対
象の企業と同じ業界の企業における標準偏差

図 1 提案ツールの概念図．個々の点が「価格に対するサー
ビスの質」や「店内の広さ」といった評価軸に対応する．

この 3種類の情報を可視化することにより，企業とし
てどの項目を改善すれば良いかを発見することが容易と
なる．たとえば，図 1の質問項目A，Bは，両者とも総
合満足度との相関係数が比較的高い項目であり，総合満
足度を向上させる上で重要な候補であることが分かる．
さらに Aと Bを比べると，Aの方が点の大きさが大き
く，この項目に対する個別満足度の企業間のばらつきが

大きいことが分かる．また，右側の点ほど総合満足度と
の相関が大きく，改善すべき項目であることが分かる．
さらに，それら点の中で大きな直径で表示されている項
目は，その業界の企業で満足度がばらついており，企業
として改善する余地が大きくあると考えられる．また，
以降ではCSIMGによるグラフの作成だけでなく，図を
用いて原点からのユークリッド距離を算出し，改善の優
先度を決定する．
2.1 CSIMGアルゴリズム
提案ツールを利用した経営課題の順位付けアルゴリズ
ムを， 顧客満足度と重要度をもとにしたグラフ (Cus-

tomer Satisfaction and Important Graph)からCSIMG

アルゴリズムと名付けた．CSIMGは次の 5つのステッ
プで，アンケート中の課題項目から，重要な課題を抽出
する．
Step1. CSIMGで出力したグラフを基に作成したデー
タフレームを入力すると,個別満足度の平均が低い項目
を課題項目と考えるため，y軸の値 (個別満足度平均を
標準化した値)が負の値のもの (第 3象限と第 4象限)を
抜き出す．
Step2.Step1で出力したものから x軸 (総合満足度との
相関係数を標準化した値)の値が正のもの (第 4象限)を
抜き出す．x軸 (総合満足度との相関係数を標準化した
値)と y軸 (個別満足度平均を標準化した値)の絶対値
を，最小値が 0，最大値が１になるように正規化する．
ここで，原点から離れているほど総合満足度との相関が
高く，個別満足度平均が低いため, 原点から各点に対す
るユークリッド距離を求める．企業間のばらつきを考慮
するために,標準偏差を掛けた値を出力する．
Step3.Step2 の出力値から課題優先項目の上位を決定
する.

Step4. Step1の出力を入力とし，x軸の値 (総合満足
度との相関係数を標準化した値)が負のもの (第 3象限)

を抜き出す．Step2と 3で処理した第 4象限とは異なり，
x軸に関しては原点に近い方が総合満足度との相関が高
いため，y軸の絶対値と， x軸のそのままの値をそれぞ
れ正規化し，原点から各点に対するユークリッド距離に
標準偏差を掛けた値を出力する．
Step5. Step４の値が高い項目を課題優先項目に追加
する. なお，上記中の，課題重要度の算出式は，図 2の
通りとなる．

3 CSIMGによる順位付け
3.1 データセット
提案ツールの有効性を検証するため，オリコン顧客満
足度データを用いて実際に可視化を行った．オリコン顧
客満足度データは日本の様々なサービスの満足度を調査
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図 2 課題重要度 (priority value)の計算式

したものであり，一つの業界について 1万前後の回答者
から有効回答を得ている．さらに，各業界の企業につい
て，総合満足度だけでなく個々の項目に対する個別満足
度を調査している．
オリコン顧客満足度データにはカフェ業界の企業とし
て 86種類の企業があり，企業に対する総合満足度とと
もに，「店内・店外の雰囲気，居心地の良さ」，「価格に
対する商品の質」，「フード・ドリンクメニュー表の見や
すさ，わかりやすさ（商品名と価格）」といった 26種
の評価軸に対する個別満足度を 10段階のリッカート尺
度で測定した結果が含まれている．また，集計時期は
2020年 3月からであり，有効回答数は 9,001件である．
本稿では，データ解析コンペティションで特別提供され
た Excelファイルを pandasで読み込み データ集計を行
うとともに，plotlyを用いて可視化を行った．また，可
視化を行うにあたり以下の工夫を行った．まず，相対的
な評価が可能となるよう，x軸で表現する総合満足度の
個別満足度の相関係数，y軸に表現する個別満足度の値
はそれぞれの項目で平均 0，標準偏差 1となるよう標準
化を行った．さらに企業間の個別満足度の標準偏差につ
いて，評価軸間の差が明確になるよう，最小 0，最大値
1となるよう値の正規化を行った．
3.2 カフェドメインに対する提案ツールの適用
本稿では，提案ツールの有効性を検証するための予備
調査として，提案ツールをカフェ業界全体の企業に適用
したとき，どのような評価軸の個別満足度が改善可能か
を検証した．したがって，y軸は特定の企業の個別満足
度ではなく，カフェ業界全体の企業における個別満足度
の平均値を表している． 3.1節で述べたデータに対して
提案ツールを適用した結果 を図 3に示す．図中の各点
が，カフェ業界における 26の評価軸の 1つ 1つに対応
する．例えば図 3中の「店員の明るさ・気配り・親しみ
やすさ」は，カフェ業界の 86件の企業全体における総
合満足度と個別満足度の相関係数が 0.609であり，業界
全体の個別満足度の平均が 7.48，企業間の標準偏差が

0.993であることを表現している．図 3を用いて，顧客
満足度向上のための企業課題発見が可能かについて検討
した．図中の「店員の明るさ・気配り・親しみやすさ」
は企業間の標準偏差が 26件の評価軸中で最大となって
いる点であり，また，総合満足度との相関係数が比較的
高い．この評価軸の企業間のばらつきが大きい理由とし
て，この評価軸に対応する「店員の接客」については，
商品を提供するまでの時間と接客態度のどちらを重視す
るか，のように，各企業の経営方針に応じて異なる施策
を打ち出しやすいためだと考えられる．ゆえに，この評
価軸の個別満足度が低い企業は，自社の独自性を打ち出
す戦略に注意しつつ，この項目に関する教育を店員に行
うことで，総合満足度を向上させられる可能性がある．
逆に，この評価軸に対する個別満足度が高い企業は，他
の企業との差別化ができているといえる．また，図中の
「店内の広さ (座席間のゆとり，移動のしやすさなども含
め)」に着目すると，x軸と y軸の値は上記の「店員の
明るさ・気配り・親しみやすさ」とほぼ同様であるもの
の，企業間のばらつきが小さいことが分かる．これは，
カフェという業態では店内スペースの使い方が類似して
いるため，どの企業も大きな差異を生み出すことが難し
い，ということが理由として考えられる．このように，
企業間のばらつきを可視化することで，企業として改善
の余地がある評価軸とそうでない評価軸を明らかにする
ことができる．

図 3 カフェ業界に対して提案ツールを適用した結果．特
徴的な評価軸に対して，具体的な項目名を付与してい
る．項目名に付随する三つ組の各値は，標準化・正規
化前の相関係数，個別満足度の平均，企業間の標準偏
差を表す．

4 評価実験
有効性を評価するために，提案方式と，経営改善の専
門家とで，アンケートデータに対する経営課題の優先順
位付けに， どのような違いが表れるかを比較した．経
営改善の専門家としては，中小企業診断士の資格を持つ
社会人 1 名 (以下，A 氏) の実験協力を得た．A 氏は，
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データ分析サービス企業勤務経験と企業コンサルティン
グの経験があるため，予備知識は特に提供せず，データ
とアンケートを渡し，(1)筆者らが，アンケート項目の
それぞれを経営課題とみなして，データからアルゴリズ
ムによって経営課題に順位付けをしようと考えているこ
と，(2)データとしては，アンケート項目ごとに統計量
(後述)を算出し，筆者らのアルゴリズムはそのいずれか
を参照する予定であること，(3)データを見て，ご自身
の経験や知識と照らし合わせ自由に順位付けすれば良い
事，を伝えた．
4.1 実験準備
A氏に対して，カフェ，ドラッグストア，自動車保険，
保険紹介ショップの 4つの業種について，アンケートの
質問一覧，基礎集計済みのアンケートデータを示し，ア
ンケートの各項目をその業界の経営課題とみなしたとき
に，各業界が取り組むべき経営課題と，それらの優先度
を決めるという作業を指示した．A氏が参照した統計量
は図 4に示すとおりである．次に，1つ目の業種 (カフェ)

の評価作業が終わった時点で，A氏と，経営課題順序付
け作業に関して確認の打ち合わせを行った．その中で，
A氏から，各アンケートはどのような手法で，どのよう
な意図で行われたかとの確認と，全ての質問項目を順序
付けしなければならないかという確認があった．前者に
ついて，本アンケートはWebを利用して行われ，その
業種に属するチェーン店やグループに対する満足度とそ
の決定要因を探ることが目的であろう，と推測して回答
した．後者については，全てを順位付けする必要は無い
と回答した．A氏との打ち合わせの後，CSIMGのアル
ゴリズムを変更した．筆者らは，CSIMGを設計した際
に，アンケート回答の個別満足度の分散が小さくなる理
由は，その業種において，そのアンケート項目に関する
経営改善の工夫の余地が既に無く，アンケートの回答は
特定の値に集中すると考えていた．しかし，A氏のイン
タビューを通じて，各業界には，最低限クリアしておか
なければならない経営課題があることを知った．以下，
本稿ではこれを，最低限の課題，とよぶ．最低限の課題
は，解決できていないと顧客満足度が大きく下がるもの
で，通常は解決されているために満足度の数値も集中し
やすい．例えば，カフェ業界では，清潔さ (Cleanliness)

に関連する課題は，最低限の課題である．これを解決し
ていない不潔な店舗では，たとえ提供される飲食物が高
品質であっても，飲食したいとは考えないであろう．そ
こで，最低限の課題に該当する項目を最低限維持項目と
して，CSIMGアルゴリズムでは次の方法で各項目が最
低限維持項目か判定する．具体的には，個別満足度の分
散値を昇順に並べて，個別満足度の中央値が中央値の平
均よりも大きいものを項目数の 10 % 選択して抽出した．

こうして抽出される項目を，最低限維持項目とよぶ．以
下，CSIMGアルゴリズムに，最低限維持項目を抽出す
る手順を加えたものを，CSIMGアルゴリズムと呼ぶ．
4.2 評価結果
提案方式であるCSIMGアルゴリズムと，中小企業診

断士A氏による，4つの業界のアンケート結果から，重
要な経営課題をそれぞれ抽出した結果をまとめたもの
を，表 1に示す．また，カフェ業界について，両者の抽
出結果の詳細を対比させたものを表 2に掲載する．
例えば，カフェ業界については，アンケートの質問項

目総数が 26個あり，CSIMGアルゴリズムは，そのう
ち 16個の質問項目について，顧客満足度向上のため重
要 (表 2のCSIMG順位)である，または，顧客がカフェ
業界に対して最低限解決して欲しいと考える経営課題
(表 2の最低限維持項目)として抽出している．一方 A

氏は，カフェ業界の質問項目 26個から，9個を重要で
あると判断し順位付けした．CSIMGアルゴリズムが抽
出した 16個に対応していたのは，CSIMG順位に 7項
目，最低限維持項目に 1項目であった (表 2)．なお，A

氏が重要度 1位とした項目はQ2_1_2(清潔さ，清掃)，3

位は Q2_1_20(店員の身だしなみ)で，いずれも最低限
維持項目であった．最低限維持項目は分散の差が小さい
ため，精度良く抽出するのは難しい．また，抽出課題の
適合率を見ると，A氏が重要と考える以外の課題も多く
拾っているので，課題の抽出精度は良いとは言えない．
しかし，保険ショップ以外の 3つの業種については，再
現率が 75％以上となった．また，A氏からは，各業界
の課題を抽出した理由と，それぞれのアンケートデータ
についてのコメントを得た：
カフェ：回答者を含め，一般に多くの人が，無理なく複数
のカフェ店を利用できるので，比較したうえでアンケー
トに回答できると考えられる．そのため，アンケートの
回答数値についても信頼することができ，統計量と業界
のビジネスモデルから，あまり苦労せずに課題を抽出で
きた．
ドラッグストア：地域によって，ドラッグストアの機能
が全く違う．例えば都市部の店は狭い店舗で経営してい
るので，限られた種類の品ぞろえしかできないが，地方
では店舗が広く，スーパーマーケットの機能を備えたも
のも出現しており，アンケートの「品揃えの豊富さ」の
意味が異なる．同じ満足度の点数が表すものが回答者に
よって異なるので，点数の信頼性がカフェに劣り，課題
抽出と順位付けが難しかった．
自動車保険，保険ショップ：事故に遭ったことがある人
とない人とで，回答の数値の意味が大きく異なると考え
られる．また，そもそも，複数の保険を比較することが
出来にくい商品 (個人が，複数社と同じ種類の保険契約
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表 1 4 つの業界についてのアンケートから提案アルゴリズムと A氏による課題抽出結果を比較した結果

業界名称
アンケー
ト項目

CSIMG
課題抽出数 (A)

A氏の課題
抽出数 (B)

(A)が含む (B)

の数 (C，※)
抽出課題の
適合率 (C/A)

抽出課題の
再現率 (C/B)

カフェ 26 16 9 8 50.0% 88.9%

自動車保険 26 16 8 6 37.5% 75.0%

ドラッグストア 21 16 6 5 31.3% 83.3%

保険ショップ 39 19 10 4 21.1% 40.0%

※最低限維持項目と通常の抽出項目が重複した場合は別々に数えている.

表 2 カフェ業界を対象としたアンケートについての CSIMGと専門家評価の比較

CSIMG順位
個別満足度
の分散 項目内容

A氏
評価順位

1 Q2 1 10 0.252 フード・ドリンクメニュー表の見やすさ，わかりやすさ
2 Q2 1 8 0.230 フード・ドリンクメニューの充実さ
3 Q2 1 23 0.469 価格に対するサービスの質
4 Q2 1 22 0.497 価格に対する商品の質
5 Q2 1 11 1.170 商品情報（カロリー，アレルギー，産地など）の提供量 8位
6 Q2 1 9 1.095 フード・ドリンクメニューの更新頻度，目新しさ
7 Q2 1 17 1.000 店員の表情
8 Q2 1 3 0.998 店内の広さ（座席間のゆとり，移動のしやすさなども含め） 7位
9 Q2 1 7 0.937 店内の温度・空調・換気（分煙対策なども含め） 2位
10 Q2 1 19 0.919 店員の明るさ・気配り・親しみやすさ 9位
11 Q2 1 4 0.856 店内のテーブルや椅子（数や大きさ，座り心地なども含め） 6位
12 Q2 1 6 0.753 店内の設備の充実さ（トイレ，バリアフリーなど） 5位
13 Q2 1 5 0.651 店内のネット環境の充実さ 4位
最低限維持項目

Q2 1 7 0.660 店内の温度・空調・換気（分煙対策なども含め） 2位
Q2 1 12 0.691 注文から商品提供までの適切なスピード（注文のしやすさなど）
Q2 1 26 0.710 会社（カフェブランド）の信頼性

※順位無しの項目については，A 氏は全て同点で 10 位と評価した

を結ぶことはあまり無いと考えられる)であるため，ド
ラッグストアの場合より，回答数値の信頼度が低く，課
題抽出は更に困難であった．
CSIMGと専門家の課題抽出の比較では，A氏が抽出

困難であると指摘する順に，適合率，再現率が高くなっ
ている (表 1)．現状は 4つの業界に対しての比較検討の
みであるが，CSIMGの課題抽出は，人が行うそれに近
い可能性がある．

5 終わりに
本稿では，顧客満足度向上のための課題を発見するた

め，「価格に対するサービスの質」など個々のアンケート
項目に業診断士との課題抽出能力の評価実験を行い，本
件のようなWebで収集されたアンケートデータについ
ては，業種に応じて解釈の仕方を工夫しなければ，重要
な経営課題を抽出できないことが分かった．提案方式の

精度を向上させるための方法としては，業種ごとのビジ
ネスモデルをCSIMGアルゴリズムに取り入れて項目ご
とに重みを変える，Webを介したアンケートに対して，
より深く考えたとみなせる回答に限定して処理するなど
の方法を考えている．後者は，例えば，アンケート回答
の数値の分散が一定の閾値を超えるか否かで判定するこ
とができると考えている．また，実際の企業経営者との
CSIMG試用を計画しており，引き続き有効性を検討し
改善を続けていきたい．
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概要 多くのソーシャルメディアでは多様なコミュニティやカテゴリが設定されており，ユーザーのそれらへの
エンゲージメントを分析する研究が，サイバー空間における行動分析の研究として近年注目されている．オンラ
インマルチコミュニティプラットフォームの Redditでのコミュニティ選択におけるユーザーエンゲージメント
に対しては，エントロピー，最大頻度，新しいコミュニティの選択確率を特徴量とし，NMFを用いることによ
り，興味深い 3つの解釈可能なユーザー行動パターンが同定されている．本研究では，楽天市場でのレビューカ
テゴリ選択におけるユーザーエンゲージメント分析に対して先行研究の分析法を拡張し，行動予測の観点からそ
の有効性を評価するとともに，それにより抽出されたユーザー行動パターン群をアクティビティ指向性の観点か
ら調査する．

キーワード ソーシャルメディアマイニング，NMF, ユーザーエンゲージメント，行動予測

1 はじめに
ソーシャルメディアの発達と普及により，サイバー空

間にはReddit，4chan，StackExchange，楽天市場など，
様々なオンラインマルチコミュニティプラットフォーム
が登場している．このようなプラットフォームでは，多
様なコミュニティやカテゴリが設定されており，近年，
ユーザーのそれらへのエンゲージメントに関する大量
の観測データに基づいて，サイバー空間におけるユー
ザー行動特性を分析する研究が注目されている [1]．Hu

ら [2] は，Reddit でのコミュニティ選択におけるユー
ザーエンゲージメントに対しては，エントロピー，最大
頻度，新しいコミュニティの選択確率を特徴量として，
NMF(Non-negative matrix factorization)法 [3]を用い
ることにより，興味深い 3つの解釈可能なユーザー行動
パターンが同定できることを示した．
本研究では，楽天市場でのレビューカテゴリ選択にお
けるユーザーエンゲージメント分析（i.e., ユーザー行動
分析）に対して，Huらの手法の有効性を定量的に評価
する．まず，Huらはユーザー行動パターンの総数を 3

であるとしたが，クラスリング結果の良さを測る尺度で
ある DB指標 (Davies and Bouldin index) [4]に基づい
て，その妥当性を評価する．次に，Huらの用いた特徴
量がユーザー行動パターン検出に有用であるかどうかに
ついて，ユーザー行動予測の観点から評価する．特に，
NMF法を適用する場合，Huらの用いた 3つの特徴量
のすべてが必要であるかどうかを調べるとともに，ユー
ザーのレビューカテゴリ選択行動ベクトルという，直接
的でナイーブな特徴量を利用したものとも比較評価す

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

る．また，テキスト処理において有用性が知られている
word2vec法 [5]法を応用した手法とも，ユーザー行動
予測性能を比較評価する．さらに，Griffithsと Steyvers

による文書群のトピック構造を説明する手法 [6]を応用
することにより，抽出されたユーザー行動パターンに対
して，それに属するユーザー達のアクティビティ指向性
を分析することから，その特性を明らかにする．

2 分析法
本研究では，オンラインマルチコミュニティプラット

フォームとして楽天市場を考える．分析対象とするユー
ザ全体の集合を U とし，ユーザが商品のレビューを投
稿するというアクティビティに対して，考察する商品カ
テゴリ全体の集合を Aとする．そして，ユーザ u ∈ U
のエンゲージメントとして，uがカテゴリ α ∈ Aの商品
へのレビューを投稿したという行動を考える．Huら [2]

の手法の有効性を定量的に検証するために，ユーザ行動
予測の観点からそれに類似したいくつかの手法を導入す
る．また，抽出されたユーザー行動パターン群の特性を
調べるために，ユーザー群のアクティビティ指向性を分
析する手法を導入する．

2.1 ユーザー行動パターン群の抽出
本研究では，1年間を 4つの等期間に分割し，その各

3か月の期間 Ij がユーザ行動（エンゲージメント）を観
測する最小単位（ステージ）である．ユーザ集合 U に
おける商品カテゴリ集合 Aへのエンゲージメントに対
して，1年間の観測データから U をクラスタリングする
ことにより，ユーザ行動パターン群を抽出する．ユーザ
行動パターン群の総数の決定については，クラスタリン
グ結果の評価尺度である DB指標 [4]を用いる．
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ユーザu ∈ Uがステージ Ijにおいて，カテゴリα ∈ A
の商品をレビューした回数を xα(u, j)とし，その α成
分が xα(u, j)である |A|次元ベクトルを x(u, j)とする．
そして，x(u, j)を Ij における uのレビューカテゴリ選
択行動ベクトル（行動ベクトル）とよぶ．ユーザ行動パ
ターン群の抽出性能については，その抽出に用いた 1年
間のデータの次ステージ（次の期間）Ij におけるユーザ
行動ベクトル x(u, j)により評価する．
ユーザ行動パターン群を抽出する Huら [2]の手法を
述べ，行動予測の観点からそれと比較する手法を導入
する．
2.1.1 Huらの手法
Huらは，ユーザー行動パターン群の抽出を，その総
数を 3とし，ユーザ u ∈ U の特徴量として，各ステージ
におけるエントロピー，最大頻度，新しいコミュニティ
選択確率を用い，NMF法 [3]で U をクラスタリングす
ることにより行った．ここに，uがステージ Ij にカテ
ゴリ αの商品をレビューする確率を pα(u, j)とすると，
ステージ Ij における uのエントロピーは，

Entropy(u, j) = −
∑
α∈A

pα(u, j) log pα(u, j)

であり，ステージ Ij における uの最大頻度は，

max frq(u, j) = max
α∈A

pα(u, j)

である．uがステージ Ij にレビューしたカテゴリ全体
の集合をA(u, j)とし，そのうち uが Ij より前のステー
ジでは一度もレビューしたことがないカテゴリ全体の集
合をAnew(u, j)とするとき，ステージ Ij における uの
新しいコミュニティ選択確率は，

P new(u, j) = |Anew(u, j)| / |A(u, j)|

である．以下に導入する類似手法との区別を容易にする
ために，Huらの手法を NMF-EMN法とよぶ．
2.1.2 比較する他手法
Huらの用いた 3つの特徴量のすべてが必要であるか

どうを調べるために，それらのうち 2つの特徴量だけを
用いた手法を考える．エントロピーと最大頻度，エント
ロピーと新しいコミュニティ選択確率および，最大頻度
と新しいコミュニティ選択確率を用いた手法をそれぞれ，
NMF-EM法，NMF-EN法および，NMF-MN法とよぶ．
また，行動予測の観点から，Ij における uの特徴量とし
てレビューカテゴリ選択行動ベクトル x(u, j)を利用し，
k-means法で U をクラスタリングするという手法を考
えることができる．これをナイーブ法とよぶ．さらに，
テキスト処理において有用性が知られている word2vec

法 [5]法の応用も考えることができる．word2vec法に

おける文書と単語をそれぞれ，カテゴリとユーザに対
応させることにより，ユーザのユークリッド空間への埋
め込みベクトルを求め，それをユーザの特徴量として
k-means法で U をクラスタリングするという手法であ
る．これを user2vec法とよぶ．

2.2 アクティビティ指向性の分析法
Griffithsと Steyversによる文書群のトピック構造を

説明するマトリックス型手法 [6]を応用し，抽出された
ユーザ行動パターンについて，それに属するユーザの商
品レビューアクティビティ指向性を分析する．
本研究では，「曜日の指向性」と「時間帯の指向性」の

2つについて，アクティビティ指向性を分析する．特に，
時間帯の指向性では，「午前 6時から午前 11時まで」「午
前 11時から午後 4時まで」「午後 4時から午後 9時で」
「午後 9時から翌朝の午前 6時まで」の 4つの時間帯ク
ラスへの分割に焦点をあてる．ここに，ユーザアクティ
ビティがA1, . . . , ALの L個のクラスに分割されたとき，
ユーザ uは，そらに対するアクティビティに基づいて，
その平均値 µ(u)と標準偏差 σ(u)の和を超えるアクティ
ビティを実行した指向性クラスAℓに属すると定義する．
ただし，uは，属する指向性クラスが存在しないとき，
「指向性なし」というクラスAL+1に属すると定義する．

3 評価実験
3.1 実験データ
楽天市場データ [7]において，2018年 4月 1日から

2019年 12月 31日までのデータを利用した．総ユーザー
数と総レビュー数はそれぞれ 2,727,457，10,293,847で
あった．楽天市場データでは，ユーザーがレビューを行っ
た各商品に階層的なカテゴリ情報が付随している．本研
究では，各商品へのレビュー行動をカテゴリー選択行動
と見なし，カテゴリー階層のルートを第 0 層と捉えて
第 2 層のカテゴリー名を用いることにより，楽天市場
でのレビューカテゴリー選択におけるユーザーエンゲー
ジメント分析を行った．第 2層のカテゴリー総数は 463

であった．本研究では，分析対象期間でのレビュー数が
50以上であるユーザーに着目してデータセットを構築
した．ユーザー数は 1,331であった．また，行動予測を
行う上でユーザー行動の変動性を調べるため，学習期
間を 12か月，予測期間を 3か月として期間を 3か月シ
フトした三つのデータセットD1，D2，D3を構築した．
D1，D2，D3の各期間は，それぞれ 2018年 4月 1日か
ら 2019年 6月 30日，2018年 7月 1日から 2019年 10

月 31日，2018年 10月 1日から 2019年 12月 31日で
あった．また，それぞれの総レビュー数は，学習期間で
286,038，296,633，298,810であり，予測期間で 66,059，
60,941，60,051であった．
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(a) D1 (b) D2 (c) D3

図 1 DB指標によるユーザ行動パターン総数の評価結果

(a) D1 (b) D2 (c) D3

図 2 分散 S による予測性能の評価結果

3.2 ユーザ行動パターン総数に関する評価結果
Redditデータセットに対してHuら [2]は，ユーザー
行動パターンの総数 kを 3と設定したが，クラスタリン
グの良さを測る良く知られた尺度であるDB指標 [4]を
用いて，楽天市場データセットにおけるその妥当性を検
証した．
図 1は，2.1 節で導入した各抽出法に対して，kの値
を変化させたときの DB指標の値を示している．Huら
のNMF-EMN法については，k = 3の場合でなく k = 2

の場合が最適であった．抽出法とデータセットに依存し
て，最適な kの値は変化することが見て取れる．本研究
では，抽出法とデータセットが与えられたとき，DB指
標の値が最適な kの値を採用した．

3.3 行動予測性能に関する評価結果
ユーザ行動予測の観点から，2.1 節で導入したユーザ

行動パターン群の抽出法を定量評価した．抽出された
ユーザ行動パターン群を U1, . . . , Uk とするとき，各 i

に対して，Ui に属するユーザ達の将来の行動が類似し
ていれば，U の分割 U =

⋃k
i=1 Ui はユーザ行動予測に

有用であると考えられる．したがって，各 Uiに対して，
ユーザ u ∈ Ui の次ステージ Ij における行動ベクトル
x(u, j) の分散，

si =
1

|Ui|
∑
u∈Ui

‖x(u, j)− x̄(u, j)‖2

に焦点をあて，各ユーザ行動パターン抽出法の行動予測
性能を S =

∑k
i=1 si/k により評価した．ここに，x̄(u, j)

は {x(u, j) |u ∈ Ui}の平均ベクトル（重心）であり, ‖ ‖
はユークリッドノルムを表す．
図 2に，Sにより各抽出法の予測性能を評価した結果
を示す．どのデータセットにおいても，Huらの NMF-

EMN法とその類似手法の NMF-EM法と NMF-EN法
は同程度の良い性能を示していた．また，ナイーブ法が
最も悪く，user2vec法は NMF-EMN法より劣っていた
が，NMF-EMN法が最も良いとは限らなかった．以上
より，Huらの手法はユーザ行動予測の観点においても
有効であるが，Huらの用いた 3つの特徴量のすべてが
必要ではないと考えられる．

3.4 アクティビティ指向性分析に関する結果
本稿では紙数の制限から，３つのデータセットのうち，
２つで最も良い予測性能を示したNMF-EN法に着目し，
その性能が最も良い結果を示した k = 2におけるD3を
対象としてユーザー行動パターン間のアクティビティ指
向性の違いについて分析を行う．
図 3は，D3を対象としたアクティビティ指向性分析

の結果である．図 3(a)は，２つのユーザ行動パターン
U0と U1について，７つの曜日の指向性クラスおよび曜
日の指向性なし（None）クラスに関するアクティビティ
の強度を示している．U0と U1いずれにおいても指向性
なしの強度は低い，すなわち曜日指向性を持つことがわ
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(a) 曜日の指向性

(b) 時間帯の指向性

!" !#

(c) 各ユーザ行動パターンの Top 5 アクティビティ

図 3 アクティビティ指向性分析の結果（D3データ）

かる．特に，U0 では水曜日と木曜日の強度が高く次に
土曜日と日曜日が高い，U1 では土曜日の強度が特に高
く次に木曜日が高いことから，共通してアクティビティ
の高い曜日はあるものの，U0と U1では曜日指向性につ
いて異なる傾向を示すことがわかる．また，図 3(b)は，
同様に，４つの時間帯クラスに関する時間帯の指向性お
よび時間帯指向性なし（None）クラスに関するアクティ
ビティの強度を示している．曜日の指向性と同様に時間
帯の指向性においても U0 と U1 のいずれも指向性なし
の強度は低い，すなわち時間帯の指向性を持つことがわ
かる．U0 では，特に「午後 9時から午前 6時まで」の
強度が高いことや，U1では「午前 6時から午前 11時ま
で」以外の時間帯の強度が継続的に高いことから，U0と
U1では異なる時間帯指向性の傾向があることがわかる．
図 3(c)は U0と U1のそれぞれについてレビューカテゴ
リ選択頻度の高い Top5のユーザー行動を示したもので
ある．いずれも 1位と 2位は同じカテゴリを示している
が，3位以降を見ると U0 は子育てや下着も含め女性の
美的指向に関連し，U1 は一般的な実生活の指向に関連
する可能性が示唆される．可能性として 1位と 2位は同
じ日用品・生活雑貨，手芸・クラフト等であるが，より
詳しく調べれば美的指向と実生活指向の違いがユーザー
行動に反映されている可能性もある．これらの結果は，
Huらによる手法が楽天データにおいても有効性を示し
得るだけでなく，本研究で導入した指向性分析を組み合
わせることにより，より深いユーザー行動パターン分析
への契機を与え得ることを示唆していると考えられる．

4 まとめ
楽天市場でのレビューカテゴリ選択行動に着目して，
ユーザーエンゲージメント分析に対して先行研究の分析
法を拡張し，行動予測の観点からその有効性を評価する
とともに，それにより抽出されたユーザー行動パターン
群をアクティビティ指向性の観点から調査した．本研究
では，さらに複数のユーザ行動の指向性を組み合わせる

ことで人々の行動データ分析をより詳しく行う契機を与
え得る可能性を示した．これらの結果はサイバー空間上
でのマーケティングにつながると考えている．
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