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Abstract : A lot of companies carry out questionnaires, which often have questions that can be answered by free-form text.
However, it is time-consuming to get the outline of all responses by reading the whole text, and it is difﬁcult to analyze them without
subjective bias. The authors have proposed “HK Graph” (Hierarchical Keyword Graph), which is a support tool for text mining. HK
Graph visualizes the relationship among words with a hierarchical graph structure. However, the conventional HK Graph shows
words and their synonyms; consequently, the visualization gets complicated. This paper proposes a new HK Graph, in which
synonyms are aggregated using a thesaurus. The experimental results showed that synonyms were appropriately aggregated while the
amount of intrinsic information in the visualized result was increased. As a result, it became easier to grasp the outline in the
proposed HK Graph than in the conventional HK Graph.
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れまでにも多く提案されている［1-3］が，本研究では，その

1. は じ め に

一つのアプローチとして，可視化による文章解析支援手法
に着目する．これは，アンケート自由記述などの文章では，

近年，企業におけるマーケティング戦略立案のための一つ

文法や構文などが正しくない記述も多く，その解析には，

の方法として，アンケート調査が盛んに行われている．これ

ユーザとのインタラクティブ性が不可欠となると考えられ

らのアンケート調査には，例えば，商品・サービスに対する

るためである．可視化により文章解析支援を行うシステム

ニーズの発掘や，需要量・購買規模の予測，顧客満足度の調

としては，KeyGraph［4］，ACCENT［5］，ことばネットワー

査など，様々な目的によるものがあり，企業にとって，アン

ク［6］などが挙げられる．KeyGraph では，共起度に基づい

ケート調査およびその解析結果はとても重要な情報源となっ

て，文章全体での語句間の関係を呈示することが可能では

ている．

あるものの，解析者が注目した語句や，例えばクラスタリ

行われるアンケートの形式としては主に，用意された選択

ングにより得られたクラスタ間の関係性を主体的に解析す

肢の中から回答してもらう選択形式のものと，文章の形で自

ることは想定されておらず，インタラクティブ性が低い．

由に回答してもらう自由記述形式のものとがある．選択形式

また，ACCENT やことばネットワークでは，ユーザ入力し

のアンケートでは，数値による回答の定量化が容易であり，

た語句間の関係をグラフ構造で可視化することで，それら

多変量解析手法等が適用しやすいという利点がある一方，回

の語句間の関係を把握することができるが，詳しい解析を

答者は用意された選択肢による回答しかできないため，質問

行うためには，その都度グラフを再構築し，比較等を行う

設計をうまく行わないと，回答者の自由な意見を抽出するこ

必要がある．

とが難しい．それに対して自由記述形式のアンケートでは，

一方筆者らはこれまで，語句間の関係性を可視化する文章

回答者が自由に意見を記述することができるため，回答者の

解析支援ツールとして，HK Graph（Hierarchical Keyword

真の意見を抽出可能となることが期待できる．しかし一方で

Graph）［7，8］を開発してきた．HK Graph では，解析者が

自由記述形式のアンケートは，回答内容の集約および分析に

入力した語句や，指定したグループ（例えばアンケートにお

膨大な時間を必要とするため，その解析の困難さが問題点と

ける男性と女性の意見比較など）に対して，関連性の高い語

なっている．実際，多くのアンケート解析では，解析者が直

句を共起度情報に基づいて抽出し，グラフ構造で可視化する

接すべての文章を読み，主要な意見を抽出したり，内容ごと

ことが可能である．さらに，階層構造により語句を呈示し，

に手作業で分類し，解析しているのが現状である．そのため，

ユーザが着目した語句を掘り下げて（その語句と関係性の高

これらアンケート自由記述解析に対する，テキストマイニン

い語句を下の階層としてグラフ構造表示するなど）解析する

グによる文章解析支援が必要とされている．

ことができる．

文章解析支援を目的としたテキストマイニング手法はこ
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しかし HK Graph では，切り出された語句は，完全一致す
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るもの以外すべて別語句として扱われる．そのため，同じ

Vol.11 No.2（Special Issue）

2.3 主ノードの抽出

意味として用いられた語句でも，表記の違いや用いる語句

選択されたベースを利用して，文章データ中の語句から，

の違いにより，それらの語句が別々に表示されたり，逆に

ベースとの共起度が高い語句の抽出を行う．ここでは，共起

意味が同じ語句であるのに出現頻度が少ないために表示さ

度の算出に Jaccard 係数を用いる．ベースとして選択された

れないといったことが起こる．アンケートの自由記述文章

文章データを Bi，抽出対象となる文章データ中のある語句を
Wj とすると，Bi と Wj の共起度は次式で表される．

では特に，語句の表記方法（ひらがな／漢字など）や，用
いる語句は人により異なることが多いため，これら類語の
集約は一つの大きな課題であった．また，他の問題として，

（1）

HK Graph 上で語句を多く表示させると，可視化結果が煩雑
になり，結果から概要を読み取るのが困難になるという問

（S）は S の文章数
ここで，S（X）は語句 X を含む文章群，N
を表す．

題もある．
そこで本論文では，HK Graph における語句の類義性を考

（1）式を用いて，すべてのベースと共起度が高い語句（全

慮し，また文章全体の概要の把握を容易にすることを目的と

結合語句），特定の組み合わせのベースと共起度が高い語句

して，シソーラス辞典を用いて「概念」を定義し，語句を概

（複結合語句），各ベースと共起度が高い語句（単結合語句）

念に基づきグルーピング，さらにそのグルーピングした語句

の抽出をそれぞれ行う．ここで抽出された語句を 主ノード

群を用いて階層的キーワードグラフを構築する手法を提案す

と呼ぶ．

る．これにより，従来の HK Graph では別の語句として抽出
文章全体の概要の把握が容易となることが期待できる．提案

2.4 副ノードの抽出
2.3 において抽出された主ノードから，任意の語句を選択

手法で類語を集約することにより，表示される語句が実際に

し，選択された語句を新たなベースとすることで，下位層の

用いられたものでなく，一般的な表現になってしまうという

語句が抽出される．このとき抽出される語句を

問題も考えられるが，本手法では HK Graph のインタラク

と呼ぶ．副ノードは，主ノードに対して共起度が高い語句が

されていた類語を集約して呈示できるとともに，それにより

副ノード

ティブ性を利用して，概念として類語をまとめつつも，実際

抽出される．つまり，（1）式において，ベースを主ノードに

に用いられた語句も概念ノードを展開して参照できるように

置き換えたとき抽出される語句となる．HK Graph では，こ

設計する．本論文では，災害に関して自由記述により回答さ

のように着目した語句と共起する語句を一つ下の階層として

れたアンケートデータに提案手法を適用し，実際の解析結果

展開していくことができ，ユーザが掘り下げながら文章解析

を示すとともに，提案手法の効果を検証する．

を行っていくことが可能となる．

2. HK Graph

2.5 階層的キーワードグラフの呈示
図 1 に，HK Graph により作成された階層的キーワードグ
ラフのイメージ図を示す．この図において，B1 〜 B3 がベー
ス，Ma1 が全結合語句，Mm121 〜 Mm231 が複結合語句，Ms11
〜 Ms32 が単結合語句，S211 や S222 などが副ノードである．こ

HK Graph では，ユーザが介在することにより，ユーザ自
身が能動的に文章データの解析，探索を行うことが可能であ
る．以下に，HK Graph のアルゴリズムを示す．

のように，ベースと主ノードおよび主ノードと副ノードはリ

2.1 語句への分割

ンクの接続により関係が表され，リンクの太さは語句どうし

初めに，文章データを語句に分割する．ここでは，対象と

の共起度の大きさを表している．

なる文章データに対して，南瓜［5］を用いて形態素解析を

なお HK Graph では，上述のようにベース→主ノード→副

行い，語句への分割を行う．ここで得られた品詞情報により，

ノード→…と階層的にグラフを展開していくだけでなく，表

助詞，記号（句読点，括弧），代名詞，接続詞，連体詞を解
析に必要のないノイズ語句とみなし，それらの削除を行う．

2.2 ベースの選択
次に，ユーザが解析したいと考える内容を選択する．文章
の概要や全体傾向を解析したい場合は，文章すべてを対象と
して解析を行うことができる．また，アンケートに付属する
年齢や性別といった属性情報や，ある語句を含む文章群とい
う形でグループを選択することも可能である．ここで選択さ
れた対象を

ベース

と呼ぶ．このように，ユーザが能動的

にグラフ構造に関与できることは，HK Graph の特徴の一つ
である．
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示された語句（主ノードでも副ノードでもよい）を新たに
ベース

として展開していくことも可能である．

ず 2.3 で述べたように，ユーザが与えたベースに対し，主ノー
ドとなる語句を抽出する．次に，それら抽出された語句のう
ち，2 語以上の語句が同一の概念グループに属する場合，そ

3. 提 案 手 法

れらの語句をまとめて，その概念グループのラベルをノード
として表示する（以下，概念ノードと記述する）．このとき，

本研究では，HK Graph を用いたアンケートの自由記述文

概念ノードへのリンク，もしくは概念ノードから抽出される

章の解析支援を目的とする．しかし 1．で述べた通り，HK

副ノードへのリンクは，その概念ノードに属する語句それぞ

Graph では類語が考慮されない，呈示ノード数が多くなると

れの共起度情報の累計に基づいてつながれる．概念ノードに

可視化結果が煩雑になるという問題点がある．そこで本論文

共起する語句を抽出する際には，（2）式の Jaccard 係数を用

では，これらの問題を解決するために，「概念」を用いた

いる．（2）式において，（1）式との違いである Gi は，概念に

HK Graph を提案する．提案手法では，シソーラス辞典を用

属する各語句である．

いて「概念」を定義し，語句をそれら概念に基づいてグルー
ピングする．さらに N-gram を用いてそれらの概念グループ

（2）

を拡張した上で，HK Graph を用いて概念グループをノード
として表示する．以下に提案手法の詳細を示す．

3.1 概念の定義
本論文では，
「概念」の定義を行うシソーラス辞典として，

3.4 N-gram を用いた概念の拡張
3.3 において，概念ノードとして表示されるのは，抽出さ
れた主ノードのうち，2 語以上の語句が同一の概念グループ

日本語大シソーラスを用いる［9］．このシソーラス辞典は，

に属する場合である．そのため，例えば

Ⅰ〜Ⅶ章で構成されており，各章あわせて 67 の分類に分け

が抽出されていれば，概念

地震
と

地震

と

震災

としてそれらの語句がま

られている．また，それらの分類は計 1044 のカテゴリに分

とめられるものの， 地震

けられ，各カテゴリは 1 〜 30 数個の小語群に分けられてい

いても， 阪神大震災

る．この小語群は，集約される類語の最小単位となる．そこ

していないため，これらの語句は概念グループとしてまとま

で本論文では，本シソーラス辞典における小語群を

らない．また HK Graph 上に表示された概念グループには，

概念

阪神大震災

が抽出されて

がシソーラスにおける

地震

に属

として定義し，これらの概念に基づき，文章中の語句のグルー

シソーラス中に存在する語句のみが属している．しかし実際

ピングを行う．表 1 に，概念（シソーラス辞典における小語

の文章中には，シソーラス中には存在しないが，それらの語

群）と，各概念に属する語句の例を示す．

句の類語も多く存在する（例えば概念
大震災

3.2 概念グループの作成

や

東海大地震

地震

には， 阪神

などの固有名詞は属さない）．そ

こでこれらの概念グループを，全文検索などで一般的に用い

文章データを語句に分割した後，各語句に対し，概念の情
報を付与する．具体的には，各語句をシソーラス辞典の中か

られている N-gram［10，
11］を用いて拡張する．

N-gram とは，テキストを 1 文字ずつずらしながら N 文字

ら検索し，一致した場合に，その語句に対する概念の情報を

を切り出す形で生成された索引語のことである．例えば

与える．ただし，1 つの語句に対し，複数の概念が対応する

神大震災 から，
N=2 で得られる N-gram は，阪神 ，神大 ，

こともある．付与した概念の情報を基にして，各語句をグルー

大震 ， 震災

阪

となる．

ピングし，概念グループを作成する．各概念グループは，対

これにより，上述の「2 語以上の語句が同一の概念グルー

応する概念語（シソーラス辞典の小語群）を用いたラベルに

プに属する場合」を，「N-gram による部分一致を含めた 2 語

より表される．

以上の・・・」と拡張する（以降， 拡張 1

と呼ぶ）．例えば，

上述の例では，地震 と 阪神大震災 （ 震災 と部分一致）

3.3 HK Graph への適用
3.2 で作成した概念グループの情報に基づき，HK Graph

表示されるすべての語句に対して N-gram を作成し，概念グ

により語句および概念グループを表示する．具体的には，ま

ループ内の語句から作成された N-gram と同じ N-gram を持

により，概念

地震

が生成される．さらに，HK Graph で

表 1 概念語の例
概念

所属語句

地震

地震，震災，大地震，震度 3，直下型地震，震源，アースクウェイク，・・・他 67 語

洪水

洪水，大洪水，大水，氾濫，決水，溢れる，鉄砲水，・・・他 47 語

天災

冷害，寒害，旱魃，渇水，水不足，風害，台風，・・・他 54 語

津波

津波，津浪，地震津波，潮津波，ボーア，高潮，津波予報，防潮・・・他 10 語

準備する

準備，準備する，事前準備，用心，構える，対応，備え・・・

他 69 語
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つ語句をその概念グループに加える（以降，拡張 2 と呼ぶ）．
これにより，上述の

阪神大震災

や

東海大地震

Vol.11 No.2（Special Issue）

4.2 概念による語句の集約

など，

はじめに，概念を用いた類語の集約の効果についての実験

シソーラス中には存在しない類語のうち，語句の表記上での

を行った．上記のアンケートに対し，品詞を名詞に絞り，従

類似語が同じ概念グループとしてまとめられる．ただし， す

来 の HK Graph で 表 示 語 句 数 を 20，40，60，80，100，

る などは，類似しない多くの語と部分一致してしまうため，

120，140，160，180，200 個とした場合と，提案手法を適

本論文では，ひらがなのみの N-gram は上述の検索に用いな

用した場合（3.3 による方法（概念 HK Graph），拡張 1，拡

いこととした．

張 2）において，表示されているノードの数と，概念ノード
にまとめられた語句を含めた語句数，すなわちグラフが内包

4. 実 験

すると考えられる語句数について調べた．結果を表 2 に示
す．なお，表 2 の［ ］内の値は，表示ノードにおける概念ノー

4.1 アンケートデータと語句への分割

文字以上でご自由にお書き下さい． という質問に対して回

ドの数である．例えば，HK Graph による表示ノード数を
100 個としたとき，提案手法（拡張 2）では，34 個（70-36）
の語句と 36 個の概念ノードが主ノードとして表示され，そ
の 36 個の概念ノードに 376 個（410-34）の語句が集約され
ていることを表している．ただし，この 376 個は語句の種類

答者に回答してもらった．ただし実際には，「特になし」な

数であり，実際には複数の概念に属する語句は，それぞれの

どを含め，
50 文字未満の回答も 125 件含まれていた．このデー

概念ノードにつながっているため，すべての概念ノードを展

タを，2.1 で示した通り，語句へと分割した．

開した場合には，376 個よりも多くの語句が表示されること

本実験では，災害に関するアンケート 500 名分の自由記述
文章を用いて，提案手法に対する検討を行った．アンケート
では， 自然災害について，あなたのご意見・思いなどを 50

アンケートデータの全文数は 1056 文，分割した後の語句
の語句数は 1679 語であった．本実験では，この 1679 語の語

になる．また，（ ）内の値は，表中のそれぞれの値を HK
Graph における表示ノード数で割ったものであり，従来の
HK Graph を基準としたときのノード圧縮率，語句網羅率に

句を分析対象の語句とした．また以下の実験において，ベー

相当する．表から，表示ノード数にあまり依存せず，提案手

数は 1754 語，そこから 2.1 で述べたノイズ語句を除いた後

スには，回答者全員を対象とした「全体」，年齢が 30 代以下

法により表示ノード数を 7 〜 8 割に集約でき，さらに類語を

の人たちを対象とした「30 代以下」，40 代以上の人たちを対

まとめることで，潜在的に約 4 倍の語句数を網羅してユーザ

象とした「40 代以上」を用いた．3.4 で示した N-gram によ

に呈示できていることがわかる．

る概念の拡張については，拡張 1，拡張 2 ともに N=2 とした．

拡張 1 により概念ノードとしてまとめられたものは， 地

表 2 概念による語句の集約の効果

HK Graph
表示ノード数
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概念 HK Graph
表示ノード数

拡張 1

内包語句数

20

18［3］
（0.90）

29
（1.45）

40

32［7］
（0.80）

（1.98）

60

50［16］
（0.83）

（2.30）

80

65［27］
（0.81）

（2.45）

100

81［34］
（0.81）

（2.33）

120

95［43］
（0.79）

（2.34）

140

111［48］
（0.79）

（2.21）

160

127［56］
（0.79）

（2.22）

180

143［65］
（0.79）

（2.11）

200

159［72］
（0.80）

平均

（0.81）

表示ノード数

拡張 2
内包語句数

18［3］
（0.90）

29
（1.45）

30［8］
（0.75）

（2.13）

49［17］
（0.82）

（2.42）

62［28］
（0.78）

（2.50）

77［36］
（0.77）

（2.41）

90［47］
（0.75）

（2.43）

103［55］
（0.74）

（2.33）

120［64］
（0.75）

（2.33）

134［75］
（0.74）

（2.24）

（2.06）

147［85］
（0.74）

（2.14）

（0.77）

79
138
196
233
281
309
355
380
411

表示ノード数

内包語句数

17［3］
（0.85）

（3.70）

28［8］
（0.70）

（4.75）

47［17］
（0.78）

（4.62）

58［28］
（0.73）

（4.51）

70［36］
（0.70）

（4.10）

85［47］
（0.71）

（4.11）

99［55］
（0.71）

（3.81）

116［64］
（0.73）

（3.68）

131［75］
（0.73）

（3.47）

（2.20）

144［85］
（0.72）

（3.34）

（2.24）

（0.74）

（4.01）

85
145
200
241
292
326
373
403
439

74
190
277
361
410
493
533
588
625
668
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震 （ 地震 と 阪神大震災 （ 震災 と部分一致）），気象

た後の表示語句をそれぞれ示す．図 2（a）では，抽出される

（ 天気予報 と 異常気象 （ 気象 と部分一致））などがあっ

語句が一般的な語句（ 地震 ， 震災

など）のみとなって

た．拡張 2 では，類語の集約に大きく貢献しており，拡張 1

いるが，N-gram による概念グループの拡張を行った結果，

に対して 2 倍近くの語句を集約できている．ここで，拡張 2

概念

により集約された類語について，適切な概念に集約されてい

等

るかどうかを人手により判断した結果，HK Graph における

り， 地震

表示ノード数を 100 個とした場合，概念ノードへの内包語句

を行うことが可能になると考えられる．

地震

に

阪神淡路大震災 ， 中越地震 ， 地震速報

などの類似語句が含まれていることがわかる．これによ
に関して，回答者の意見の抽出やより深い解析

のべ 443 語中 371 語（83.7%）が適切，もしくはその語句と

次に複数のベースが存在する場合における，概念による類

概念語との関連が連想できる語句であった．不適切な語句の

語の集約の効果についての実験を行った．従来の HK Graph

集約であると判断したものを表 3 に示す．これらにおいて，

において，年齢が 30 代以下，40 代以上をベースに選び，品

概念

予知する

に属している

より， 東海大地震
知する

地震予知

など， 地震

との部分一致に

を含む語句がすべて

に含まれていた．また同様に，概念

属している

不自然

により， 自然現象

常ならず

など

予

詞を名詞に絞って語句を抽出した結果を図 3 に示す．また，
図 3 を基にして作成した提案手法による結果を図 4 に示す．

に

なお，
30 代以下の回答者数は 183 人，40 代以上は 317 人であっ

を

た．図 3 において，語句

自然

環境破壊 ， 温暖化

は 30 代以

含む語句が 常ならず に集約されていた．また，表中の「*」

下のベースとつながり，語句 地球温暖化 は 40 代以上のベー

のついたものは，エネルギー

スとつながっている．これらの語句は

の「ネル」と

パネル構造

環境問題

という意

の「ネル」など，意味を持たない N-gram の一致により集約

味で類似しているが，従来の HK Graph ではこれらは別の語

された語句である．今後は，これらの不適切な語句を削減す

句として扱われるため，30 代以下の回答者が

ることについての検討を行っていく必要がある．

や
暖化

4.3 語句の集約の効果
概念

地震

について述べ，40 代以上の回答者が

地球温

について言及していると読み取れてしまう．これに対

し提案手法では，概念により類語を考慮したことで， 環境

について，図 2（a）に，拡張を行う前，すな

わち，シソーラス辞典の

温暖化

環境破壊

地震

破壊 ， 温暖化 ， 地球温暖化

が概念

環境問題

で集約

に属し，本アンケートの文

章中で出現した語句，図 2（b）に，3.4 で述べた拡張 2 を行っ
表3

拡張 2 による不適切な語句の集約

概念

不適切な所属語句（拡張 2）

災害
環境
地震
重要
環境問題
影響する
原因
平生
予知する

自然，自然界，不自然，自然なる
地震保険，地震雷火事オヤジ
予知，予知する
不可能，* 来る，* やって来る
* パネル構造
生き残る
* 出来る，* 出来るようなる
避難所生活，生活弱者
地震，大地震，東海大地震，東海地震，南海地震，
緊急地震速報，地震等，地震保険，福岡西方沖地震，
福岡県沖地震，竜巻地震，地震波非常，地震対策，
地震雷竜巻洪水，「地震，地震落雷水害，地震的，
直下型地震，大規模地震，地震災害，地震発生，
地震津波，集中豪雨や地震，東南海地震，北海道
南西沖地震，地震風水害，地震雷火事オヤジ，

大雨
放送
事情
常ならず

守備
意見

地震速報等，中越沖地震，中越地震，地震よういる，
承知する
集中的
* ケース
カンパン色々準備する
自然災害，自然，自然破壊，自然界，自然現象，
自然災害最近，自然災難，自然災害防止，自然活動，
噴火等自然災害，不自由，自然破壊する，自然なる，
アパート，食品専門スーパー
* コントロール，自己，食糧危機
思い込み奢る，思いがけない

（a）概念拡張前

（b）概念拡張後
図 2 概念グループ拡張の効果
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4.4 文章の概要把握
従来の HK Graph と比較したときの，文章全体の概要把握
の容易性について検討した．上記のアンケートに対し，従来
手法で表示品詞を名詞に絞り，語句を 100 個抽出した結果を
図 5 に示す．また，図の 100 個の語句を基にして作成した提
案手法による概念語句の表示結果を図 6 に示す．図におい
て，オレンジ色のノードが概念ノードである．また図 6 では，
概念ノード
予防する
図3

従来の HK Graph（ベース：30 代以下，40 代以上）

地震 ， 放送 ， 洪水 ， 大雨 ， 環境問題 ，
を展開して表示している．

図 5 からでも，ある程度文章の概要は読み取ることができ
るが，表示語句数が多く，また各語句が分類されず分散して
表示されているため，全体像の把握が若干困難となる．一方，
図 6 においては，文章中の主要な語句が概念によりまとめら
れているため，概念ノードに注目することで，文章全体の概
要が把握しやすくなっている．これによれば， 自然災害に
ついての意見

として， 地震 ， 洪水 ， 大雨

げられる一方， 竜巻 ， 干ばつ ， 寒波

図 4 提案手法（ベース：30 代以下，40 代以上）

され，両ベースからの全結合語句として表示されている．こ
れにより，広い年代にわたって

環境問題

が関心高く語ら

れていることを把握することができる．
また，環境問題
球温暖化

や

というノードが表示されるだけでは，地

環境破壊

などの表現がいわば平均化され，

図5

従来の HK Graph

アンケートの回答で実際に用いられた語句を把握しづらく
な っ て し ま う こ と も 懸 念 さ れ る が， 提 案 手 法 で は，HK

Graph の特徴でもあるインタラクティブ性を生かし，図 4 の
ように，概念ノードに集約された語句を展開して表示するこ
とができる．さらにこれより，従来手法では，出現語句数が
少ないことで表示されていなかった類語（ 環境汚染 ， オ
ゾン層破壊

など）も同じ概念グループとしてまとめられて

表示されるため， 環境問題

についてより詳細な解析を行

うことが可能となる．また図 4 において，
「40 代以上」から，
準備する ， 予防する ， 平生 （ 常日頃 ， 普段 ， 日常
等）などの概念が抽出されている．この結果から，40 代以
上の人たちが，30 代以下の人たちと比べて，日頃から自然
災害に対する準備，予防を行うなど，防災意識が高いことが
うかがえる．
図 6 提案手法
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などが挙

など，日本では
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発生しにくい自然災害について述べている人は少ないことが
わかる．また， 地震

［7］ Okabe, T., Yoshikawa, T., Furuhashi, T.: A proposal of

については，過去に発生した大地震

analysis system for medical incident reports using metadata

の具体的な名称を挙げている人が多い．その他には， 環境

and co-occurrence information, Journal of Japan Society

問題 ， 放送 ， 予防

for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, 18, 5,

などについても言及されていること

が見てとれる．

pp.689-700, 2006.
［8］ Yoshikawa, T., Uchida, Y., Furuhashi, T., Hirao, E., Iguchi,

5. お わ り に

H.: Extraction of evaluation keywords for analyzing product
evaluation in user-reviews using hierarchical keyword graph,

本論文では，シソーラス辞典を用いて「概念」を定義し，
文章内に含まれる語句による概念グループを作成するととも
に，それらの概念グループを HK Graph を用いて階層的グラ
フ構造で可視化する手法を提案した．さらに，N-gram を用

Journal of Advanced Computational Intelligence and
Intelligent Informatics, 13, 4, pp.457-462, 2009.
［9］ 山口翼編：日本語大シソーラス〜類語検索大辞典〜 CD-

ROM 版，大修館書店，2006．

いることで，文章中の類似語句をあわせて概念グループとし

［10］Nagao, M., Mori, S.: A new method of N-gram statistics

て拡張する手法を提案した．災害に関するアンケートデータ

for large number of n and automatic extraction of words

に提案手法を適用し，語句の集約の効果と文章全体の概要把

and phrases from large text data of Japanese，Proceedings

握の容易性の面から提案手法に対する検討を行った．今後の

of the 15th conference on Computational linguistics, 1,

課題としては，不必要な概念や語句を自動で削除する方法
や，拡張において見かけ上の部分一致により生じる，類語以
外の語句の集約に対する検討などが挙げられる．

謝

pp.611-615, 1994.
［11］国分 芳弘：記事洪水の方舟−全文検索システム−，情報
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