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ブログにおける多視点からのトピック抽出手法の提案

戸田 智子† 黒田 晋矢† 福田 直樹†† 石川 博††

† 静岡大学大学院情報学研究科 〒 432–8011 静岡県浜松市中区城北 3–5–1
†† 静岡大学情報学部情報科学科 〒 432–8011 静岡県浜松市中区城北 3–5–1

E-mail: †{gs07037,gs07023}@s.inf.shizuoka.ac.jp, ††{fukuta,ishikawa}@inf.shizuoka.ac.jp

あらまし 現在，ブログの爆発的普及により，ブログから情報収集を行う必要性が増加してきている．それに伴って，

ブログからトピックを抽出し，抽出トピックをユーザに提示するサービスも多く提供されている．しかし，対象とす

るニーズによって必要とされるトピックの切り出し方は異なっていると考えられる．同一のトピックに対しても，あ

る一定の固定された視点からのみではなく，多視点で捉え，状況に応じて切り替えたい場合がある．また，ブログ記

事群全体の中からのトピック抽出だけではなく，そのユーザが知りたい分野のみについてトピック抽出を行いたいこ

とがある．本論文では，ブログ記事よりトピックを抽出する際に，指定された領域のみに特化し，多視点からトピッ

クを抽出する手法に焦点を当てる．抽出したトピックに関連したキーワードに対する情報などを活用することにより，

抽出したトピックに関連したキーワードに対する情報などを活用することにより，ブログ記事群からの多様な視点か

らのトピック抽出を実現する手法を提案する．特に，トピックに関連したキーワードに対する情報として，それらの

キーワードの品詞情報などを用い，それらの特徴を利用した多様な視点からのトピック抽出を行う手法を提案する．
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Abstract There is certain needs for gathering useful information from blogs that are widely spreading in treme-

dous speed. A lot of services are trying to extract topics from the blogs. However, there are still difficult issues to

cut out suitable topic for different needs. It needs to analyze the same topic from multiple aspects, and switch them

according to the situation occasionally, not only static aspects. Furthermore, we need to extraction of the topics

from entire blog articles that are appropriate for a specific that field. We focus on the topic extraction from the

blog article, that are only in the area the users focused on, and the focus is applied to the extraction of topics from

multiple aspects. In this paper, we propose the a method for topic extraction on various aspects from the specified

blog article group by using grammatical characteristics of key words that are related to the extracted topic. Our

proposed method utilizes the characteristic of part of speeches of those key words as information oabout relations

to the topic.
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1. は じ め に

現在，新たな情報発信の手段としてブログが注目されている．

ブログの爆発的普及により，多くのユーザが個人の意見を発信

できるようになり，ブログ上には世の中のさまざまな人の意見

が記述されている．総務省の調査 [1]によると，2005年末では

ブログ利用者は約 335万人，ブログ閲覧者は約 1,651万人いる

とされ，2007年末には利用者が約 782万人，閲覧者が約 3,455

万人にまで達すると予測されている．

現在のブログの特徴としては，ウェブ上での個人の日記とい



う側面と，特定のニュースやイベント・製品などに対する個人

の意見を表現するメディアの 1 つという側面がある．特定の

ニュースやイベントに対する個人の意見を表現するという側面

においては，ブログから有意義な情報を抽出したいという要求

が高まってきている．そこで発信された情報が，ブログ閲覧者

の行動決定に対して，一役を担ってきていると考えられる．ま

た，このようなブログの特徴により，ブログから発信されてい

る情報を利用したマーケティングなども多く行われてきている．

本論文では，このような，あるニュースやイベントに対する

反応・話題をトピックと呼ぶこととする．こういったトピック

は，ある 1つの固定された視点からのみではなく，ユーザの要

求や状況に応じて，さまざまに変化させて捉える必要があると

考えられる．

そのような局面では，状況に応じて，同一のトピックに対し

てでも，異なる視点で捉えたい場合があると考えられる．例え

ば，マーケティングなどに用いる場合にも，あるイベントに対

する感想を中心に調査をしたいという状況もあれば，あるイベ

ントの中心になっている物事を中心に調査をしたいような状況，

または，あるイベントに対して起こした行動を中心に調査をし

たい状況などがあると考えられる．このような場合には，固定

されたトピックではなく，視点を柔軟に変更可能なトピックの

抽出手法が要求されると考えられる．

我々は，文献 [2]において，ブログ記事群よりトピックを抽出

し，抽出したトピックに対して，投稿されたタイムスタンプと

記事数に基づいて，トピックの変遷を抽出し，可視化する手法

を提案し, 文献 [3]では抽出したトピックに対して，その肯定・

否定の時系列上の変化を可視化することにより，トピックの評

判情報やその動向を抽出する手法を提案した．

本論文では，文献 [2], 文献 [3] で提案した手法を拡張し，そ

れを多視点から行える手法を提案する．本論文では，品詞の特

徴を利用した，多視点トピックの抽出を行う．

2. 関 連 研 究

ブログの個人性や時系列性に着目し，ブログ内での評判情報

の抽出や話題の変遷の抽出を行う研究が，これまでに提案され

てきている．

ブログの話題抽出や話題変遷の抽出技術を応用したサービス

として，多くのブログ著者の間で記述されている話題について，

関連語などを表示し，それに合わせてその話題が投稿された記

事数を時間軸を用いて可視化しているサービスが提供されてい

る [4]．本研究では，ユーザの知りたい分野に特化し，その領域

内でトピックを抽出すること，また，同一トピックについても

異なる視点から捉えることを目的としている点で異なっている．

トピック抽出手法としては，burstの検出によるものが挙げ

られる．手法 [5]及び [6]では，ある語に対し，その語が出現す

る時間間隔の定常状態を求めておき，その時間間隔よりも短い

間隔で語が出現しているとき，その語をトピックに関連する語

として抽出する．手法 [5]及び [6]では，急激に話題になったよ

うなトピックの抽出を目的としたものであり，ほどんど変化な

く取り扱われているトピックに対しては，うまく抽出できない．

本研究では，急激に話題になったようなトピックだけではなく，

ほとんど変化なく扱われているようなトピックに対しても，多

視点からのトピックを抽出することを目標としているため，手

法 [5]及び [6]では本研究の目的に合わない．

3. 提案手法の基本アプローチ

3. 1 研究の目的

本論文では，ブログ記事群の中から，調査したい情報につい

て，多視点から抽出するために，与えられた語を含む記事か

ら，視点の異なるトピックを複数抽出することを目指す．同一

トピックに関して記述されている記事のうち，品詞情報に着目

することにより，多様な視点のトピックが抽出できると考えら

れる．名詞を中心に捉えることにより，そのトピックを構成す

る物事を中心とするトピック抽出，動詞を中心に捉える場合に

は，「行った」や「買った」などの行動中心のトピック抽出，ま

た，形容詞を中心に捉える場合には，「良い」や「悪い」，「嬉し

い」などの感想中心にトピック抽出を行うことができると考え

られる．本手法では，品詞ごとに重みづけを行うことによって，

物事中心，行動中心，感想中心など，同一トピックに対しても

異なる視点でトピック抽出を行うことを目的とする．

3. 2 トピック抽出

文書クラスタリングの手法を用い，ブログ記事に形態素解析

を行い，名詞・形容詞・動詞を抽出する．抽出した語を用いて文

書ベクトルを生成する．生成した文書ベクトルに基づいて，ブ

ログ記事のクラスタリングを行う．得られたクラスタをトピッ

クとし，トピック中から話題として扱えそうなトピックのみを，

クラスタに含まれる記事数によって，自動的に選択することに

よって，ブログ記事群からトピックを抽出する．

ブログ記事の，それぞれタイトルと本文に対して形態素解析

を行う．形態素解析ツールとしては，Sen [7]を用いる．Senに

よって形態素解析を行った結果から，名詞・動詞・形容詞に加

えて，名詞による複合語・新語を抽出する．名詞による複合語

及び新語については後述する．抽出した語を用いて，文書ベク

トルを生成する．ここで，文書ベクトル作成に用いる語には，

非自立語，接尾語，数，代名詞を除くものとする．

3. 2. 1 複合語の抽出

連続して出現している名詞はもともと複合語である名詞が，

形態素解析により，分割されたものと考えられるため，これら

を結合し 1つの名詞とみなした語もベクトル中に登録すること

とする．ブログ中においては，口語体のような記述がなされて

いる記事や，句読点が十分に付加されていないような記事も多

く存在するため，複合語以外にも名詞が連続して出現する場合

がある．名詞が連続するすべての場合に結合を行うと，本来ベ

クトル中に登録したい，記事中に現れる特徴的な複合語以外に

も，不必要に多くの語数が登録されることとなってしまう．結

合を行う場合は，続いて現れる名詞が副詞可能，非自立語，数，

代名詞でない場合のみに行うこととする．結合を行う語のうち，

接尾語に関しては，直前に出現している名詞に結合する場合の

み登録することとし，単独での登録は行わないようにする．

また，Senでは人名は姓名詞と名名詞に分割されるが，姓名



表 1 名詞の結合有，結合無の例

結合有 空気 ／ 清浄 ／機

(一般＋サ変接続＋接尾)

健康 ／ 食品

(形容動詞語幹＋一般)

柴田 ／ 淳

(人名姓＋人名名)

結合無 明日 ／ テスト

(副詞可能＋一般)

3 ／ 回 ／ 目

(数＋接尾＋接尾) 　

詞と名名詞が連続して出現するような場合には，一人の人物の

姓および名であると考えられる．そのため，姓と名を結合した

人名名詞も，姓名詞・名名詞とあわせて，文書ベクトル中に登

録することとする．名詞が連続して出現した際における，結合

を行う場合と行わない場合の例を表 1に挙げる．

3. 2. 2 新語の抽出

ブログ記事中における特徴として，口語的表現が多いことや，

新しく広まってきた語が多く用いられることが挙げられる．こ

のような特徴により，ブログからのトピック抽出を行う際には，

そのトピックの特徴的な語を，正しく抽出する必要性がある．

したがって，そのような形態素解析を行う際の辞書に登録され

ていないような語句を抽出することが必要となってくる．

本研究では，このような辞書未登録語を「新語」と呼ぶこと

とする．このような新語は，Senでは形態素解析の際に，未知

語として出力される．よって，未知語として出力されたものを

新語として抽出することとする．しかし，未知語として出力さ

れるものの中には，形態素解析に失敗したものや，語尾を表す

もの，顔文字の一部などが含まれる．よって，単純に未知語と

して出力されたものをそのまま新語として抽出してしまうと，

不必要な語句が多く抽出されてしまうことになる．本手法では，

トピックを表現する特徴的な語としての新語を抽出することを

目的としているので，未知語として判定されたもののうち，新

語として扱えそうなもののみを抽出することとする．以後，未

知語として判定された語を新語候補語と呼ぶこととする．

名詞による複合語と同様に，連続して出現した未知語は辞書

未登録語が分割されたものと考えられるため，これらを 1つに

結合したものも新語候補語に含めることとする．新語候補語の

うち，1文字からなる語句は新語として抽出しないこととする．

また，2 文字以上からなる語句のうち，ひらがな・カタカナ・

英字のみからなる語句のみを新語として抽出することとする．

このように新語として抽出する文字の種類を限定することによ

り，ブログ記事に多く出現する，顔文字の一部などを除去する

ことが可能であると考えられる．

また，トピックを表現する特徴的な語としての新語ではなく，

新語というよりはむしろ辞書未登録語とみなしてよい語句が抽

出されてしまう可能性がある．このような語句を除去するため

に，新語抽出をある一定期間ごとに区切って抽出し，重複して

いるものは新語から除去する．複数期間に出現する語句は，単

なる辞書未登録語であると考えられるため，このような語句を

除去することによって，トピックを表現する特徴的な語として

の新語が抽出可能であると考えられる．

3. 2. 3 多視点トピックの生成

ブログ記事ごとの文書ベクトルの各要素には，一般的な TF-

IDFに，各品詞ごとに重みづけを行ったものを用いる．名詞の

みに重みづけ，動詞のみに重みづけ，形容詞のみに重みづけを

それぞれ行った文書ベクトルを生成する．あるブログ記事E に

おける語句 tの重み wt
E は式 1によって求める．

wt
E = α × log(tf(t, E) + 1)

log(M)
× log(

N

df(t)
) (1)

ここで，αは各品詞ごとに行う重みづけを表す．tf(t, E)は

ブログ記事 E 中に単語 tが出現する頻度，df(t)は実験に用い

た全ブログ記事中において単語 tが出現しているブログ記事数，

N は実験に用いたブログ記事の総数，M はブログ記事 E より

抽出された単語の種類数を示す．

3. 2. 4 記事のクラスタリング

作成した文書ベクトル群に対して，凝集型の階層的クラスタ

リングを最長距離法によって行う．凝集型の階層的クラスタリ

ングでは，初期段階としてそれぞれを 1つのクラスタとみなし，

それらを併合していくことによってクラスタを生成していく．

最終的にはクラスタ数が 1になるまで併合されていくが，クラ

スタリング終了の際に任意の閾値を設けることにより，任意の

大きさのクラスタを生成する．ここでは，関連する内容を記述

している記事をまとめることにより，トピックとそのトピック

に関連する語を抽出することを目的としているため，生成され

るクラスタがあまり大きくなりすぎないように閾値を設定する．

階層的クラスタリングを終了する際の閾値は別途実験により決

定する．

また，計算量の軽減のため，類似度の算出にはベクトル中の

すべての語を使用するのではなく，その語の TFIDF 値及び，

DF 値に閾値を設けることとする．TFIDF に関しては，その

語の TFIDF値がある閾値以上のもののみとすることとし，こ

の閾値は分布によって決定することとする．DF値に関しては，

その語の DF値がある一定以下のもののみを使用することとす

る．この値は，実験に用いた全ブログ記事数の 3分の 1以下と

する．

文書ベクトルの一般的な類似度算出式では，それぞれのベク

トルの大きさによる正規化を行っている (式 2)．ブログの特徴

のひとつとして，1つの記事中に２つ以上のトピックについて

言及しているような場合が多く存在することが挙げられる．こ

れは，長い記事であってもそのトピックに関することが必ずし

も多く記述されているわけではないことを意味する．

今回は，ブログ記事間の類似度を算出することにより，同一

のトピックについて記述している記事を検出することを目的と

している．1つの記事で，複数のトピックについて記述されて

いるような場合においても，記事の長さに影響されず抽出が行

えるほうが本研究では望ましい．したがって，ブログを対象と

する場合には，ベクトルの大きさによって正規化しない式 (式

3)のほうが良い結果が得られる可能性がある．
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また，クラスタ間の類似度を求める際には，最長距離法を用

いて行う．この手法では，比較的細やかなクラスタが生成され

ると考えられるため，トピック抽出に関しても話題の混濁が起

こりにくいと考えられる．よって，本研究では，最長距離法を

用いてクラスタ間の類似度を算出することとする．

ブログ記事に対するクラスタリングにより生成された各クラ

スタのうち話題として扱えそうなクラスタを選択する．話題と

して扱うためには，ある程度の記事間で共有されているトピッ

クでなくてはならない．1つのトピックのクラスタに含まれる

記事がごく少数 (特に 1 つしか含まれない場合)であるような

トピックは，話題としては適さないと考えられる．この基準に

より，話題として適していると判断されたクラスタのみを対象

として，抽出することとする．

4. 実 験

本実験では，データセットとして，クローラで収集したブロ

グ記事 92,988件 (2007年 11月 6日～2007年 12月 16日)を

使用する．

4. 1 各種パラメータの設定

実験に際して，使用する各種パラメータの設定を行う．本実

験において，使用するパラメータを次のように設定する．

トピックの抽出において，類似度算出に使用する語句の閾値

としては，0.4とした．多視点トピック抽出のための，各品詞

ごとの重み付け αは 2とした．トピックの選択において，本実

験では，トピックとして抽出する際の，クラスタ内に含む最低

の記事数は 10とした．凝集型階層的クラスタリングの終了閾

値については 4. 1. 1節に示す．

4. 1. 1 クラスタリング終了閾値の決定

本手法では，階層的クラスタリングの際に最長距離法を用い

るため，階層的クラスタリングを終了する際の閾値は， 各ブ

ログ記事から抽出される語句数とそれらの重みに基づいて算

出することとする．無作為に抽出したブログ記事 18,699 件に

対して形態素解析を行い，それぞれのブログ記事から語句を抽

出した．ここで,抽出された語句には 3. 2. 1節に示した複合語，

3. 2. 2節に示した新語についても含む．予備実験の結果，1 つ

の記事からの最大の抽出語句数は 1,655 語，最小の抽出語句数

は 0 語であった．また，１つの記事中から抽出される語句数の

平均は 45.25語であった．抽出語句のうち，約 3 分の 2程度が

共通であれば同じトピックについて記述しているのではないか

という仮定に基づき，今回は 30語程度の語句が共通であるよ

うな場合に同一トピックとして抽出可能であるように閾値を設

定する．

よって，本実験でのクラスタリング終了閾値は式 4を用いて

算出することとした．

thr = avgthr × avgthr × wordnum (4)

ここで，avgthrは算出したTFIDF値の平均の値，wordnum

はブログ記事から抽出された語句数の平均を表す．本実験では，

wordnum = 30とした．

4. 2 新語の抽出

クローラで収集したブログ記事 73,907 件に対して，新語の

抽出を行った．本実験では，使用したデータの期間が短かった

ため，データを期間の前半・後半で分割し，新語というよりは

むしろ辞書未登録語とみなしてよい語を除去している．形態

素解析によって抽出した総異種語句数は 327,496語，のべ出現

語句数は 8,918,722語であった．そのうち，抽出された新語は

38,367語，新語ののべ出現語句数は 159,056語であった．抽出

された新語の出現ドキュメント数上位 30語に関して表 2に示

す．表中のブログ記事数とは，新語が出現したブログ記事数を

示す．

表 2によると，新語として抽出されている語句は，比較的新

しく用いられるようになった語が含まれていることがわかる．

また，口語的表現や省略語，表記のゆれなども抽出されている．

これは，本実験で用いたデータセットの期間が短かったために，

出現する語句に偏りが生じてしまい，ある時期になると周期的

に出現するような語句も抽出されている．これらは必ずしも新

しい言葉とは限らないが，トピックを特徴づけるような語句で

あると考えられる．このような語句は，長期間データに適用す

ることにより，区別することが可能であると考えられる．

4. 3 トピック抽出

ブログ記事の本文中に「携帯」の語を含む記事 2001件，「政

治」の語を含む 6,300件に対して実験を行った．抽出されたト

ピックについてを表 3，表 4 ，表 5 ，表 6，表 7，表 8に示す．

表中のラベルとは，それぞれのトピックに対し，人手でつけた

ものである．

「携帯」の語を含む記事に対してのトピック抽出では，日記

調の記事が多く出現していたため，うまくトピックを抽出する

ことができなかった．

「政治」の語を含む記事に対してのトピック抽出では，全体

的に批判や不満など，マイナスのイメージのトピックが多く抽

出された．名詞に重み付けをおこなった場合の抽出トピックで

は，政治に関する話題のうち，批評されている対象によって，

それぞれ異なるトピック抽出が行われていることがわかる．動

詞に重み付けした場合では，政治という話題の性質上，ブログ

記事を書いた著者が行った行動ではなく，政策などでどういっ

たことが行われているかなどの，他者による行動の種類によっ

てトピックの抽出が行われていた．そのため，異なる国・政策

に対しても，同じような行動を起こしているものに対してが 1

つのトピックとして抽出されているため，政治に関する話題で

は，あまり大きく異なるトピックは抽出されなかった．形容詞

に重み付けした場合では，今回の場合は，マイナスの意見が書

かれた記事が多かったため，抽出されたトピック間での大きな



表 2 抽出された新語

出現順 新語 ブログ記事数 出現順 新語 ブログ記事数 出現順 新語 ブログ記事数

1 ボジョレー・ 19 11 ヵヽ 9 21 ピラティス 8

2 san 11 12 kaji 9 22 アフォ 8

3 ショータ 11 713 ユータロー 9 23 ツ in 8

4 HR 11 14 JJ 9 24 ティーダ 7

5 ダマ 11 15 オンマ 9 25 ガーデニング 7

6 ヘッポコ 10 16 フィギア 8 26 アフィリエイトマーケティング 7

7 FOMC 9 17 ベロンベロン 8 27 闘莉 7

8 ピク 9 18 ナイキ 8 28 アレカオブログ 7

9 miiko 9 19 モバゲー 8 29 モチベ 7

10 sena 9 20 AKB 8 30 ナリタプレリュード 7

表 3 名詞への重み付けによる抽出トピック (携帯)

トピック 記事数 特徴語

トピック A 21 人，自分，わかる，いい，いう，好き，会う，かう，行く，今　

トピック B 15 わかる，いい，行く，いう，今，できる，携帯，帰る，かう

トピック C 14 欲しい，好き，携帯，人，買う，持つ，すごい，使う，いう，行く

トピック D 14 欲しい，いい，今，できる，電話，いう，みる，携帯，メール，買う　

トピック E 12 欲しい，行く，仕事，食べる，できる，自分，作る，かう，やる，今

表 4 動詞への重み付けによる抽出トピック (携帯)

トピック 記事数 特徴語

トピック F 21 わかる，行く，人，いい，自分，いう，かう，今，会う，好き　

トピック G 15 欲しい，携帯，人，行く，会う，使う，いい，持つ，仕事，好き

トピック H 14 仕事，行く，寝る，いい，帰る，風呂，かう，人，会う，電話

トピック I 14 いう，人，自分，話，今，仕事，できる，帰る，書く，いい　

トピック J 12 わかる，いい，いう，今，自分，みる，最近，読む，やる

表 5 形容詞への重み付けによる抽出トピック (携帯)

トピック 記事数 特徴語

トピック K 21 人，いう，自分，いい，今，わかる，仕事，話，行く，やる　

トピック L 15 欲しい，人，携帯，買う，好き，持つ，使う，行く，みる，今

トピック M 14 人，好き，自分，会う，わかる，欲しい，行く，今，いい，

トピック N 14 欲しい，行く，仕事，食べる，できる，自分，創る，携帯，やる，買う　

トピック O 12 わかる，行く，いい，いう，携帯，できる，やる，かう，人，

表 6 名詞への重み付けによる抽出トピック (政治)

トピック 記事数 ラベル 特徴語

トピック A 80 政治とカネの問題について 欲しい，人，いう，政治，いい，自分，できる，今，考える，やる　

トピック B 69 労働・雇用・生活保護について いう，できる，人，自分，ける，問題，考える，わかる，持つ，今

トピック C 64 舞台「カリギュラ」について 読む，無理，今，いう，旬，映画，人，わかる，舞台，紹介

トピック D 46 教育問題について わかる，自分，いい，いう，人，行く，できる，話，仕事，今　

トピック E 44 政局・政策について いう, 問題，できる，ける，今，政治，いい，考える，かう，人

差を見ることは出来なかった．しかし，マイナスのイメージの

中でも，不安・心配や危機感など，細かい区分で分かれている

ことが確認できた．

また，「政治」に関する抽出トピックのうち，トピック C，ト

ピック G，トピック L は同じトピックであった．これは，「政

治」の話題に直結するものではなく，歴史上の政治家の話とい

う，一般にいう政治に関する話題とは離れているため多視点で

抽出できなかったためであると考えられる．

4. 4 考 察

4. 4. 1 新語抽出に対する考察

本実験により抽出された新語には，いわゆる新語ではなく，

ある決まった時期になると，周期的に出現するような語句や，

個人名なども含まれていた．ここでいう個人名とは，固有名詞

というだけではなく，広く認知されているわけではない個人，

つまり，日記調のブログ記事などに出現する友人などに対する

呼称のことである．

周期的に出現するような語句に関しては，年単位のデータを



表 7 動詞への重み付けによる抽出トピック (政治)

トピック 記事数 ラベル 特徴語

トピック F 80 戦争・競争社会への反対意見 いう，できる，自分，人，今，ける，考える，やる，世界，問題　

トピック G 67 舞台「カリギュラ」について 読む，無理，今，旬，いう，映画，わかる，人，舞台，紹介

トピック H 64 大々的に扱われていない事件などの説明について いう，問題，月，できる，会社，みる，年，人，記事，出る

トピック I 56 民主・自民の大連立とその背後について いう，連立，代表，できる，政権，考える，政治，会談，党首，話　

トピック J 55 大連立・小沢氏辞任に関する記事のまとめ 欲しい，いう，人，自分，考える，いい，できる，今，問題，政治

表 8 形容詞への重み付けによる抽出トピック (政治)

トピック 記事数 ラベル 特徴語

トピック K 88 メディアと政治の関係に関する批判 いう，人，できる，問題，持つ，考える，いい，わかる，自分，やる　

トピック L 77 舞台「カリギュラ」について 読む，今，無理，わかる，人，旬，いう，映画，紹介，舞台

トピック M 57 国の将来などへの不安・不満・心配など 欲しい，いう，人，できる，やる，今，自分，考える，いい，問題

トピック N 51 安全問題などに関する危険について 問題，できる，いう，年，人，行う，ける，考える，月，国　

トピック O 51 小沢氏辞任に対する疑問について 読む，代表，連立，政権，会談，小沢代表，表明，協議，首相，党首

行い，新語として抽出した語句を蓄積していくことにより，区

別可能となると考えられる．また，出現した時間軸と出現回数

をグラフ化することにより，その周期も抽出することができる

のではないかと考えられる．

また，個人名などの語句に関しては，ある限られたブログ記

事のみにしか出現しないと考えられるため，大量のデータに適

用した場合には，出現ブログ記事数に閾値を持たせることによ

り，除去可能であると考えられる．

4. 4. 2 抽出トピックに対する考察

「携帯」のような，日常的に広く用いられる語に関しては，

日記調の記述がなされたブログ記事に多く出現するため，多視

点によるトピック抽出がうまく行われないことがわかった．加

えて，重み付けをおこなった品詞によらず，同じようなトピッ

クが抽出されてしまった．これは，日記調の記事が多いため，

「携帯」のトピックとは関係ない部分での一致が多くなってし

まうためであると考えられる．

一方，「政治」の語が含まれている記事に対しては，全体的

に現在の政治に関しての批判の記事が多く抽出された．そのた

め，多視点抽出を行った際にも，感想中心のトピックでは不安

や批判などのマイナスのトピックが多く抽出された．これは，

視点として「政治」に関する話題にはプラスのものがほとんど

なかったためであると考えられる．

名詞に重み付けを行うことにより，ある話題に関して，どの

ような側面について，人々が関心を持っているかなどが，トピッ

クとして抽出されているといえる．また，形容詞に重み付けを

行うことにより，ある話題に関して，人々がどのような感想を

抱いているかなどが，トピックとして抽出されているといえる．

一方，動詞に重み付けを行うものは，ブログ著者などが行動を

起こしているようなものではないトピックに対しては，その行

動の違いがあまり明確に見えないために，行動中心のトピック

がうまく抽出することができないと考えられる．

5. お わ り に

本論文では，ユーザから要求された事柄のトピック抽出に際

して，品詞ごとに重み付けを行うことにより，ブログ記事群よ

り，ユーザの要求するトピックを多視点から抽出するための手

法を提案し，予備的実験を行った．今後の課題としては，大量

データ・他分野への適用が挙げられる．

今後の展望としては，新語の抽出手法に関しては，本論文の

実験では用いたデータセットの期間が約１ヵ月間と短かったた

め，抽出された新語には，個人名なども含まれてしまっていた．

これらに関しては，その他の新語と異なり，ごく限られたブロ

グ記事にのみしか出現しないと考えられる．よって，大量デー

タに適用し，新語として抽出する語に対して出現ドキュメント

数の閾値を与えることにより，除去することが可能であると考

えられる．また，トピック抽出に関して，現在，抽出したトピッ

クに対しては人手によってラベル付けを行っているが，これを

自動的に行う手法を検討することなどが挙げられる．
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