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データコレクション間の類似度を利用したトピック発見手法の提案
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あらまし 本論文では、異種や同種データコレクションからなるデータコレクション群からのトピック発見について

議論する。近年、トピック発見の研究は発見したトピックをインデックスとして情報ナビゲーションやトレンド解析

に利用できることからとても盛んな研究エリアになっている。本研究では、データコレクション群からトピックを発

見するために、各データコレクションの単語の頻度と各データコレクション同士の類似性を利用するトピックスコア

計算方法を提案する。この計算方法は特徴的なあるいは重要なトピックであれば複数のコレクション上に現れること

とトピックが現れるその複数のコレクション同士の類似性が強く、その上で高頻度で出現しているのならばトピック

はよりコレクション上の特徴や関心度を反映しているという直観に従うものである。単語の出現する複数のデータコ

レクションの類似性を基にトピックを発見するアプローチは唯一のデータコレクションに焦点を当てた他のアプロー

チやデータコレクションを処理するために十分な事前知識が必要となる他のアプローチとは区別される。我々は科学

技術論文データコレクション上でトピックスコア計算手法を評価する。評価実験からトピックスコア計算手法のアプ

ローチがトピックを発見するのに効果的であることを示す。
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1. ま え が き

ウェブや特定領域の科学技術文献アーカイブのような大規模

のデータコレクションを容易に利用することが可能になったた

めに、そのデータコレクション中に潜むコミュニティの活動に

関する知識を発掘すること [1], [2] はテキストマイニング等の

データマイニングの研究における一つの挑戦である。大規模

データからのトピック発見またはトピック抽出は注目に値する

研究課題として近年盛んに研究されている。これらは知識発見

やテキストマイニングの研究の一つである。トピックは知識の

基本的要素として機能する意味的な一つのユニットである。例

えば、一つの文書に対する一つのトピックは文書のもっとも簡

潔な要約として機能する。トピックを見つけられれば、それを

ラベルとしてキーワードインデックスのようなウェブサイトの

情報ナビゲーションやキーワードのトレンド解析など様々な応

用用途があるので、大規模なデータからトピックを発見するこ

とは非常に有益である。

本論文では、各データコレクション上の単語頻度と各データ

コレクション同士の類似性を使うことで複数の種類のデータか

らなるデータコレクション群からトピックを発見するための新

しい方法を提案する。我々の提案する方法は一つの事柄に関心

のある唯一のデータコレクションに焦点を当てた既存の多くの

研究やデータコレクションの特徴を事前に考慮しなければな

らない他の研究方法とは違う。データコレクション群が与えら

れたときに、我々の研究課題はそれぞれのコレクションに共通

する研究テーマに沿ってこれらコレクションの類似性や差異を

要約するようなある一部のコレクション上を横切るトピックを

抽出することである。このようなトピックはデータコレクショ

ン上で構造的に現れると我々は考える。本研究課題は、すべて

のコレクションからトピックとなる候補の単語を見つけ、その

単語があるコレクション上でトピックとなり得るか否や特徴付

ける。

本論文では抽出した単語をコレクション上で特徴付けるため

にトピックスコア計算手法を提案する。このトピックスコア計

算手法は 2 つの直観を用いて表現される。この計算手法は (1)

特徴的なあるいは重要なトピックであれば複数のコレクション

上に現れることとさらに (2)類似性が強い複数のコレクション

上に高い頻度でトピックは現れるという直観に従う。これを満



たすトピックはよりコレクション上の特徴や重要性を反映して

いると我々は考える。科学技術文献アーカイブのようなデータ

コレクションにおいて、科学技術研究課題をトピックとすると、

前者の直観は重要な研究課題ほど複数のコレクション上で述べ

られている可能性が高いはずであるという直観に基づいてい

る。また同様に、後者の直観は類似性の高いコレクション間で

は共通な研究課題について言及されやすいはずであるという直

観に基づいている。我々のトピックスコア計算手法はトピック

の候補となる単語がコレクション上においてトピックとなるか

どうかを示す。トピックスコアが高ければそのコレクション上

で、あるいはその研究ドメインやその類似ドメイン上で非常に

関心の高いあるいは非常に特徴のある研究テーマやトピックで

あるといえる。トピックスコア計算の推定概算として、単語に

よって示されるキーワードはコレクション上のトピックとなる

ことができるということを仮定している。我々のトピックスコ

ア計算法は一つのコレクション上でのみ現れるトピックを発見

するのではなく、複数のコレクション上で現れるトピックを発

見する。

計算機科学分野の科学技術論文データベース DBLPのデータ

コレクションに対して我々のトピックスコア計算手法をテスト

する。我々の実験ではデータコレクション群に対するトピック

スコア計算手法の使用から各コレクション上でトピックの候補

となる単語のランク付けリストが作成される。評価実験の中で、

生成されたランク付けリスト中の単語が各データコレクション

に応じたトピックとして特徴づけられていることを示す。

本論文の残りは次のように構成される。第 2章でコレクショ

ン上のトピックを発見するためのトピックスコア計算手法に述

べる。第 3章でデータコレクション群に対してトピックスコア

計算手法を適用した実験結果がトピックを発見するのに有効で

あることを示す。

2. トピック計算手法

この論文の問題は様々な学会の科学技術論文データで形成さ

れるデータコレクション群の中からどうやってトピックを見つ

けるのか。または、抽出するのかを議論する。我々は単語が研

究テーマとなるトピックを表していそうか、単語によって表現

されているトピックがいくつかのコレクション上やある研究ド

メインのコレクション上でいかに関心あるかやいかに特徴的で

あるかに応じて、単語が順序付けられる単語のランク付けリス

トを作成することでデータコレクションからのトピック抽出、

トピック発見を達成する。

この論文の中では、単語は文書中で連続する n個の単語から

なる nグラムフレーズとして定義される。nは正の整数。例え

ば、”data mining”、”association rule mining”、”decision tree”は

単語の例としてすべて有効。しかし、本論文では、”for the”の

ようなストップワードは除外して考える。一つのデータコレク

ションは一つの学会のデータを指す。

我々が処理することを想定しているデータは論文データで論

文の著者名や論文のタイトルや論文の発表された学会名を持っ

ていると想定している。この著者名や学会名を用いて、学会同
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図 1 著者と学会の二部グラフ

士の類似性を調べる。データ中の著者と学会をノードとして、

著者の論文がその学会で発表されている場合には著者と学会と

を結ぶエッジとして、著者ノードと学会ノードの二部グラフを

作成する。本論文では、この二部グラフは完全二部グラフでな

くかつ無向グラフだとみなして考える。我々はこの二部グラフ

を Gと記す (図 1)。

我々はこの二部グラフ Gを用いて学会同士の類似度を計算す

る。類似度の計算には Jaccard係数を用いる。Jaccard係数は二

部グラフ G の任意の二つの学会ノードに対して 0 から 1 の範

囲内で類似度を算出する。Jaccard係数の二つの学会ノードの類

似度計算手法の式は (1)となる。

Simconf (CA, CB) =
|A(CA)∩ A(CB)|
|A(CA)∪ A(CB)| (1)

この Jaccard係数はある学会とある学会の少なくともどちらか

で論文を発表したことのある著者の数に対して、ある学会とあ

る学会の両方で論文発表を行ったことのある著者の数がどの程

度であったかという比の形で表される。

式 (1)に用いられている、A(CA)、A(CB)は学会で論文発表

したことのある著者のノード集合を表し、A(CA)は学会 Aで

論文を発表したことのある著者ノードの集合を意味する。CA

は学会 A、CB は学会 Bを表す。|A(CA)∪ A(CB)| は学会 A

と学会 B の少なくともどちらかで論文を発表したことのある

著者の数を表し、|A(CA)∩ A(CB)|は学会 Aと学会 Bの両方

で論文を発表したことのある著者の数を表す。我々は式 (1)の

Jaccard係数で計算するにあたって、大部分の著者はある一定の

研究領域に属しており、ある特定の研究ドメイン下にある学会

で論文を発表することが多いはずだと想定している。

さらに、論文のタイトルから抽出した単語が与えられたとき

に、その単語が学会に関連したトピックであるかどうかに関す

る数値的信頼性を得たい。我々は次の二つの直観に従って単語

を数値化する。単語がトピックを表すならば、そのときその単

語は複数の学会に現れる。それに対して、単語がトピックを表



A B C

図 2 同じ種類の複数の学会に現れる単語α
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図 3 多種の複数の学会に現れる単語β

していないならば、そのときその単語は複数の学会に現れない。

これは関心の高い研究テーマは複数の学会で解決しようと取り

組んでいるはずだという観点から来る。また、複数の学会に現

れる単語がトピックを強く表現しているのならば、そのときそ

の単語の現れる学会同士の類似性は強い。それに対して、複数

の学会に現れる単語がトピックを弱く表現しているのならば、

そのときその単語の現れる学会同士の類似性は弱い。図 2は単

語α、図 3は単語βの出現する学会を基にこれらの直観を示し

ている。単語α、βは複数の学会上に現れることからなんらか

の研究トピックではないかと考えられる。単語α、βの選択に

もよりけりかもしれないが、本研究では図 2においてデータマ

イニングをテーマに掲げた複数の学会で共有されている単語α

の方がデータマイニング学会 Aから見た場合にデータマイニン

グ学会に特徴的な単語だと想定でき、データマイニング学会 A

から見た場合に研究トピックになるうる可能性が高いと仮定す

る。図 2の単語αはデータマイニング学会に特有のトピックや

研究テーマだと考えられる。図 3の単語βはデータマイニング

学会やデータベース学会や人工知能学会などの様々な種類の学

会に現れることから一般的な共通する研究テーマやトピックだ

と考えられる。我々の研究方針としては一般的な共通研究テー

マよりも学会に特有の研究トピックを抽出できる方が望ましい。

我々はこれらを踏まえた二つの仮説 H1、H0を立てることで

トピックの計算方法を形式化する。複数の学会に現れる学会 A

上の単語 Bが与えられたとき、仮説 H1は単語 Bは学会 A上

のトピックとして関連性があることを述べ、仮説 H0は単語 B

は学会 A上のトピックとして関連性がないことを述べる。仮説

H1 は学会 A上の単語 B が現れる他の学会と学会 Aの類似度

が学会 Aと他の学会の類似度の平均よりも大きければ、単語 B

は学会 A と他の学会が共有する研究トピックであることをい

う。これは仮説 H1は学会 Aと類似性の強い学会に現れる単語

Bは学会 A上のトピックとして関連性があることをいう。仮説

H0 は学会 A上の単語 B が現れる他の学会と学会 Aの類似度

が学会 Aと他の学会の類似度の平均よりも小さければ、単語 B

は学会 Aと他の学会が共有する研究トピックではないことをい

う。これは仮説 H0は学会 Aと類似性の弱い学会に現れる単語

Bは学会 A上のトピックとして関連性がないことをいう。学会

Aと他の学会の類似性の強いか弱いかの判別はこのように学会

Aと他の学会の類似度の平均よりも高いか低いかで決める。こ

れらはトピックとなる研究課題は似たような学会で共有される

という直観から来る。学会 Aの単語 B のトピックスコアはこ

の二つの仮説 H1と H0に従う割合からなる。学会 Aの単語 B

のトピックスコア計算は各コレクション上の単語 Bの頻度と単

語 Bの現れる学会コレクション (学会 Aを除く)と学会 Aの類

似度を用いる。トピックスコア計算の中で各コレクション上の

単語の頻度を用いるのは類似度の高い学会でトピックはより高

い頻度で現れるという直観から来ている。

AV Gconf (CA) =

�|C|
c Simconf (CA, Cc)

|C| (2)

TopicScore(TB, CA)

=
TopicRelevance(TB, CA|H1)

TopicIrrelevance(TB, CA|H0)

=

�|H1|
c NTB ,Cc · (Simconf (CA, Cc) − AV Gconf (CA))
�|H0|

c NTB ,Cc · |Simconf (CA, Cc) − AV Gconf (CA)|
(3)

C は学会 A を除く学会を指す。|C| は学会 Aを除く学会数

を指す。学会 Cc は学会 Aを除くある学会を指す。CA は学会

Aのことを指す。AV Gconf (CA)は学会 Aと他の学会との類似

度の平均を指す。|H1|は仮説 H1の要件を満たす学会の数を指

す。|H0|は仮説 H0の要件を満たす学会の数を指す。TB は単

語 B のことを指す。NTB ,Cc は学会 Cc に現れる単語 TB の数

を指す。TopicScore(TB, CA)は学会 A上の単語 Bのトピック

スコアを表す。

式 (3)のトピックスコア計算は仮説 H1が仮説 H0に比べてい



かに高いかどうかによって表現される。このトピックスコアは

単純な除算なので分子の数が大きく、分母の数が小さい方が良

い。分子の仮説 H1 は類似性を、分母の仮説 H0 は非類似性を

示しているので、学会 Aとの類似度より高い学会がより多く、

学会 Aとの類似度のより低い学会がより少ない方がトピックス

コアとして良い。さらに学会 Aと類似度のより高い学会に単語

Bはより多く用いられて、学会 Aと類似度のより低い学会にあ

まり単語 Bは用いられない方が良い。このトピックスコアは学

会の類似度と単語の頻度によって決定付けられる。例え、複数

の学会に単語が高頻度で出現していたとしても、単語の出現す

る学会同士に類似性がなければトピックスコアがランクの低い

スコアとして処理される。

TopicScore(TB, CA)

=
1 +
�|H1|

c NTB ,Cc · (Simconf (CA, Cc) − AV Gconf (CA))

1 +
�|H0|

c NTB ,Cc · |Simconf (CA, Cc) − AV Gconf (CA)|
(4)

但し、式 (3)ではもし学会 Aの単語 Bの出現する他の学会がす

べて学会 A と類似していた場合、分母が 0 になってしまいト

ピックスコアを計算できない。だから、本論文の評価実験にお

いて分母が 0になるのを妨げる式 (4)を使用する。

3. 実 験

本論文では、計算機科学分野の科学技術論文データベース

DBLPが一般に公開しているデータをトピックスコア計算手法

の評価実験に用いる。DBLPで公開されているデータ中に備え

られている、論文の著者名と共著者名、論文のタイトル名、論

文が発表された国際学会名という３つのデータフィールド（短

いテキストセグメント）を本実験で利用する。アブストラクト

のような文書は含まない。本実験では各学会が一つのデータ

コレクションとなり、DBLPのデータセットは色々な学会の各

データコレクションの集まりとなるデータセットであるとみな

す。DBLPデータの国際学会のジャンルは様々で、データベー

ス、データマイニング、機械学習、人工知能、情報検索、自然

言語処理、プログラミング言語等など多岐に渡る。本実験で扱

う学会数は 322。本実験において、「SIGMOD」や「ICDE」は

データベースのジャンルの学会、「KDD」や「ICDM」はデー

タマイニングのジャンルの学会という風な事前知識や区分けは

設けない。DBLPのデータはデータベースの研究グループが人

手でメンテナンスを行っているために、データベース学会関連

のデータは随分古くから蓄積されておりデータは充実している

が、新しく追加されたジャンルの学会のデータなどはデータ数

は十分でなかったりする。そのため、各ジャンルの学会の論文

データは均一でない。なので、学会間の類似性もデータの充実

度によってある程度の偏りは生じる。

DBLPデータ中のタイトル上に含まれるストップワードを除

く、すべての単語がトピックの候補として考えられる。我々は

研究用語として意味のある単語ユニットとしてバイグラムとト

リグラムの単語をトピックの候補として選択する。なぜなら、

ユニグラムの場合では、単語の爆発的な数と単語がどの学会に

も現れやすいという影響を受け、バイグラムとトリグラムはよ

り多くの具体的な意図を一般的に伝えるのでバイグラムとトリ

グラムを採用した。しかし、これは我々の効率の良い処理要件

の選択なだけであって、我々のトピックスコア計算はどのよう

な Nグラムにおいても適用可能だ。なぜなら、どのような学会

にも現れるような単語は学会間の非類似性の観点からトピック

スコアが式 (3,4)の分母によって相殺されるからだ。また、3種

類以上の各学会に出現しない単語はトピックとしての重要性が

低いものとして取り除く。さらに、データが均一でないために

本実験で取り扱う各学会のバイグラムとトリグラムの単語の頻

度の合計が 7000以上になるように制限してある。これは不十

分なデータコレクションを処理しないために行う。式 (3,4) の

TopicScore(TB, CA)のトピックと学会の組み合わせはある単

語がある学会で最大の頻度となる単語と学会の組み合わせを選

択する。ある学会上で最大頻度で現れる単語はその単語とその

学会の相関性が非常に強いと推測することができる。これは計

算効率のために行う。単語と相関性の強い学会と単語が現れる

他の学会との類似性を考えることがトピックとしての特徴や関

心度を十分に表せると我々は考えている。このような観点の基

で DBLPのデータコレクションに対してトピックスコア計算法

を適用する。

我々は 322個の学会と 51582個の単語 (バイグラムとトリグ

ラム)に対して式 (4)でトピックスコアを求め、各学会のトピッ

ク候補となる単語のランキングリストを作成した。そのランキ

ングリストの中から、データマイニングの国際学会 KDDのト

ピックランキングについて言及する。学会 KDDのランク付け

リストの単語 (バイグラムとトリグラム) の数は 240 個となっ

た。単語のランクリストの高いランクのエントリーの単語は学

会のトピックを構成し、低いランクのエントリーの単語は学会

のトピックを構成しない。トピックスコア計算によって作成さ

れたランク付けリストからトップランクエントリーとボトムラ

ンクエントリーのいくつかの単語を示す (表 1,表 2)。ランク付

けリストの最初の二つの列はトップからのランク、トピック候

補となる単語をそれぞれ示す。< NC,T , TC , SC,T > としてラ

ベル付けされた 3番目の列はトピックの候補となる単語の情報

を示す。NC,T は学会のタイトルに現れる単語の頻度、TC は単

語の現れる学会の種類の数、SC,T は学会に現れる単語に対し

て計算したトピックスコアを指す。学会 KDDの例では C は学

会 KDDを指す。

トピック抽出やトピック発見のタスクに対する標準的な測

定方法がないために客観的な評価や定量的な評価は難しい。

しかしながら、学会 KDD のランク付けリストの中でトピッ

クスコアの非常に高い表 1 のトップランクエントリーの”data

mining”や”knowledge discovery”は明らかに学会 KDDの研究ト

ピックであることは容易に分かる。なぜなら、学会 KDD の

正式名は「Knowledge Discovery and Data Mining」だからだ。

表 1 のトップランク中の面白い結果として、”privacy preserv-

ing”や”text mining”や”high-dimentional data”や”efficient mining”

や”pattern discovery”は”data mining”や”knowledge discovery”に



ランク トピック (単語) < NC,T , TC , SC,T >

1 data mining < 547, 187, 9.77 >

2 knowledge discovery < 156, 110, 9.71 >

3 privacy preserving < 26, 40, 8.0 >

4 pattern discovery < 29, 47, 7.0 >

5 high-dimensional data < 36, 40, 6.9 >

6 text mining < 30, 57, 6.9 >

7 efficient mining < 13, 18, 5.7 >

表 1 トップランクエントリー

ランク トピック (単語) < NC,T , TC , SC,T >

240 invited talk < 56, 23, 0.67 >

239 best practice < 8, 11, 0.77 >

238 magnetic resonance image < 9, 8, 0.82 >

237 new features < 6, 11, 0.89 >

236 program dependence graph < 7, 6, 0.90 >

235 visual models < 7, 7, 0.910 >

234 usage analysis < 11, 10, 0.914 >

233 integration methods < 10, 6, 0.915 >

232 survey data < 6, 8, 0.92 >

231 structure computation < 8, 3, 0.924 >

230 projection algorithms < 8, 5, 0.925 >

229 pattern images < 8, 3, 0.932 >

228 user session < 10, 4, 0.933 >

227 detection models < 6, 5, 0.93900 >

225 high performance implementation < 7, 6, 0.93908 >

225 performance implementation < 7, 6, 0.93908 >

224 dependence graph < 7, 9, 0.944 >

223 international development < 6, 3, 0.947 >

222 collaborative process < 18, 6, 0.956 >

221 mechanical structures < 8, 3, 0.957 >

表 2 ボトムランクエントリー

比べてトピックスコアの差は”data mining”や”knowledge dis-

covery”の学会 KDD 内の出現頻度に比べて随分と少ない

のにも関わらずあまり大きくはなかった。”data mining”

のトピックスコアは 9.77、”knowledge discovery”のトピック

スコアは 9.71 に対して”privacy preserving”や”text mining”

や”high-dimentional data”や”efficient mining”や”pattern discov-

ery”は”data mining”や”knowledge discovery”のトピックスコア

と”data mining”や”knowledge discovery”のトピックスコアの差

は約 2から 4程 (トピックスコアは約 6から 8程)で、”privacy

preserving”や”text mining”や”high-dimentional data”や”efficient

minig”や”pattern discovery”と”data mining”や”knowledge discov-

ery”との頻度の数倍の差に比べれば随分小さかった。データを

見てみると、単語”data mining”は学会 KDDだけ極端に頻度が

高いのではなく、他の学会でも頻度は割りと高い。他の学会

で高頻度でもあってもトピックスコアはあまり伸びない。これ

は”data mining”や”knowledge discovery”は学会 KDD では関心

の高い研究テーマではあるが、一般的に用いられやすい研究用

語であるが故に類似性の低い学会でもこの単語は用いられやす

く”data mining”や”knowledge discovery”のトピックスコアは式

(4)の分母の増大によりその単語の学会 KDDの出現頻度に比べ

て幾分トピックスコアが低く設定される。逆に”privacy preserv-

ing”や”text mining”や”high-dimentional data”や”efficient mining”

や”pattern discovery”は学会 KDDと類似する学会で全体的に多

く用いられてトピックスコアは式 (4)の分子の増大によりその単

語の学会KDDの出現頻度に比べて幾分トピックスコアが高く設

定される。なので、”privacy preserving”や”text mining”や”high-

dimentional data”や”efficient mining”や”pattern discovery”は学会

KDDと類似する学会により特化したトピックであると考えら

れる。これは一般的な共通研究テーマよりも学会に特有の研

究トピックを抽出できる方が望ましい我々の研究方針を我々

のトピック計算手法がある程度満たしていることを示してい

る。トピックランクの差が十分に小さいので、”privacy preserv-

ing”や”text mining”や”high-dimentional data”や”efficient mining”

や”pattern discovery”の方を”data mining”や”knowledge discov-

ery”より高くランキング付けさせたい場合、単語の現れる学

会の種類の数に対する逆重みを用いることで容易にリランキン

グできる。表 2は学会 KDDのランク付けリストのボトム 20ラ

ンクエントリー。表 2の”projection algorithms”や”magnetic res-

onance image”や”program dependence graph”や”integration meth-

ods”や”user session”はトピックスコアの分子の値は無かった。

類似性のある学会とはこれらの単語を共有していなかった

ということである。我々の目から見た場合、これらの単語

からデータマイニングの学会であることは一意に想像し難

く、学会の特徴を表しているとは考えにくい。だから、これ

らのトピックスコアが学会 KDD に対して低いことは妥当で

ある。”invited talk”や”survey data”や”international development”

や”new features”や”performance implementation”や”high perfor-

mance implementation”や”best practice”は学会特有の研究トピッ

クというよりは明らかに研究で使われる一般用語である。だか

ら、これらのトピックスコアが低いことは望ましく、一般的な

共通研究テーマよりも学会に特有の研究トピックを抽出できる

方が望ましい我々の研究方針を我々のトピック計算手法がある

程度満たしていることが言える。

図 4は縦軸に度数、横軸にトピックスコアをとった学会 KDD

のトピックスコアのヒストグラムである。このヒストグラムか

らトピックススコアが 0から 2の区間の度数が非常に高く 2以

上のスコアは度数が希薄でトピック計算の上では仮説 H1の類

似度が仮説 H0 の非類似度の割合を十分に上回っているため、

トピックスコアが 2 以上であればトピックスコアの中で上位

ランクに所属していると考えることができ、学会 KDDの特徴

をよく表している可能性が高いものと推測できる。表 3 はト

ピックスコアが 2以上となる表 1以降のランク付けスコアであ

る。”data mining”や”discovery”や”clustering”や大量データ等の
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図 4 トピックスコアのヒストグラム

データ特性を表す単語などデータマイニングの学会を特徴付け

る単語が多く含まれていることから、トピックスコアが高い単

語はコレクションを特徴付けるトピックであるということが分

かる。

表 4はデータベースの国際学会 SIGMODのトピックスコア

が 2以上のトップ 20のトピックランキングである。”database”

や”query”や”sql”等のデータベースの学会を特徴付ける単語か

ら、トピックスコアが高い単語はコレクションを特徴付けるト

ピックであるということが分かる。このように本研究で提案し

たトピックスコア計算手法はデータマイニングの学会 KDDや

データベースの学会 SIGMOD等の様々なデータコレクション、

複数の異なる種類のデータコレクションや似通った種類のデー

タコレクションが入り混じったデータコレクション、から各コ

レクションを特徴付けるトピックを発見することができること

がこれらの表 1,3,4から分かる。

4. 関 連 研 究

我々の研究と最も関連のある研究はすべてのデータコレク

ションに渡って共通するテーマを見つけ出し、見つけ出した

テーマに対してすべてのコレクションに共通していることや各

コレクションに特有なことを特徴付ける比較テキストマイニン

グ [3] である。比較テキストマイニングはデータコレクション

群からトピックを発見することに挑戦した数少ない研究の一つ

である。ChangXiang Zhaiら [3] はデータコレクション群に共

通するトピックを発見するために多項分布モデルを基にした混

合モデルを拡張した。比較テキストマイニングはすべてのデー

タコレクションが似ており、すべてのコレクションに共通する

テーマがあるという想定だったのに対して、我々のデータは似

ているコレクションと似ていないコレクションが入り混じって

おり、部分的なコレクション上にしか共通のテーマがないので、

コレクションデータの解析の難しさという点で勝っている。ま

た、ChangXiang Zhaiらのように多項分布モデルを利用する統

ランク トピック (単語) < NC,T , TC , SC,T >

8 large datasets < 22, 26, 3.8 >

9 data publishing < 6, 12, 3.6 >

10 large data sets < 26, 38, 3.49 >

11 clustering approach < 13, 37, 3.43 >

12 multiple instance < 17, 16, 3.3 >

13 background knowledge < 16, 24, 3.2 >

14 k-means clustering < 19, 30, 2.95 >

15 partitioned data < 21, 14, 2.93 >

16 periodic patterns < 13, 9, 2.9187 >

17 multiple instance learning < 17, 15, 2.9183 >

18 web usage mining < 26, 28, 2.84 >

19 user profiling < 9, 19, 2.77 >

20 graph databases < 17, 7, 2.74 >

21 discovering association < 9, 9, 2.68 >

22 large database < 13, 19, 2.67 >

23 efficient discovery < 17, 10, 2.66 >

24 massive data < 22, 21, 2.62 >

25 applying data < 13, 9, 2.59 >

26 data mining techniques < 18, 37, 2.57 >

27 direct marketing < 23, 8, 2.55 >

28 applying data mining < 13, 7, 2.53 >

29 subspace clusters < 12, 4, 2.52 >

30 bipartite graph < 15, 14, 2.43 >

31 projected clustering < 7, 6, 2.40 >

32 complex data < 26, 23, 2.3 >

33 automated discovery < 18, 15, 2.26 >

34 better ranking < 7, 4, 2.256 >

35 cluster analysis < 15, 44, 2.251 >

36 discovering association rules < 9, 7, 2.24 >

37 vertically partitioned data < 11, 7, 2.22 >

38 user behavior < 22, 33, 2.159 >

39 high-dimensional data sets < 16, 5, 2.154 >

40 bayesian network classifier < 9, 4, 2.12 >

41 distributed data mining < 18, 28, 2.0 >

表 3 高スコアエントリー

計的言語モデル [6]～[9]はトピックとなるテーマを暗黙的に多

項分布として表現するためにユーザーが解釈できるトピックを

抽出する難しさが残る [5]。ChangXiang Zhaiらはデータコレク

ションに関する事前知識が不要な教師無し学習を行う確率的混

合モデルに似た混合モデルアプローチを使ったが、そのモデル

はトピックとなるテーマの数を予め指定しなければならない。

本研究は大量のデータコレクションを一度に解析するために未

知のデータコレクションから予めトピックの数を指定すること



ランク トピック (単語) < NC,T , TC , SC,T >

1 database management < 151, 62, 26.8 >

2 query evaluation < 40, 32, 18.8 >

3 selectivity estimation < 41, 17, 14.7 >

4 database machine < 34, 16, 10.8 >

5 semistructured data < 21, 31, 9.8 >

6 relational database management < 35, 19, 9.6 >

7 continuous queries < 32, 20, 9.5 >

8 object database < 26, 26, 9.2 >

9 neighbor search < 22, 26, 8.6 >

10 view maintenance < 37, 26, 8.05 >

11 sql server < 49, 7, 8.01 >

12 object databases < 19, 30, 7.5 >

13 relational query < 23, 13, 6.7 >

14 microsoft sql server < 34, 5, 6.4 >

15 functional dependencies < 19, 37, 5.9 >

16 physical database design < 19, 7, 5.8 >

17 join algorithms < 16, 15, 5.6 >

18 query interfaces < 23, 10, 5.4 >

19 database environment < 16, 22, 4.6 >

20 main memory database < 18, 12, 4.4 >

表 4 SIGMOD トップ 20 ランクエントリー

は不可能である。そのため我々は独自にトピックを発見するた

めのトピックスコア計算手法を開発した。Yookyung Joら [4]は

トピックの数を予め指定しないでグラフ構造を基にトピックを

発見できる手法を提案した。トピックを表す単語の分布と文書

の引用グラフのリンク分布間の相関を使ったアプローチで、引

用グラフの接続度合いに応じて単語がトピックを表しているか

どうかを決めるトピック計算手法を開発した。Yookyung Joら

も研究トピックを発見することに従事したが、Yookyung Joら

の手法がデータを一つのコレクションとして処理する点で我々

の研究課題とは趣が違う。

5. 結 論

我々は異種や同種のデータコレクションからなるデータコレ

クション群からトピックを発見するためのトピックスコア計算

手法を提案した。我々のトピックスコア計算手法は単語の現れ

るデータコレクション間の類似性を基にトピックの候補となる

単語をランク付けしたリストを生成した。そのランク付けリス

トはデータコレクションを特徴付けるトピックを高ランク内で

示すことが確認できた。我々のトピックスコア計算手法を用い

てデータコレクションに関する十分な事前知識が無いユーザー

がトピックを発見することは可能である。

高ランクのランク付けリスト内には似通った意味のトピック

が現れているので、トピック間の関係を捉えユーザーの解釈し

やすい結果を返すことに今後は取り組みたい。
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