
DEIM Forum 2010 B1-3

マイクロブログを対象とした制約付きクラスタリングの実現
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あらまし マイクロブログサービスの普及により，個人それぞれの書いた記事であり情報の即時性の高い同サービス

の記事群に対しての分析の重要性が大きくなると同時に，その分析意図も多様化してきている．ここでの課題の１つ

は，マイクロブログの記事が従来のブログ記事と比較したときに短文であり，既存の文書間類似度の適用が行いにくい

点である．本論文では，分析者の持つ多様な目的を反映可能とするために，短文の記事に対して有効な前処理を行い，

マイクロブログ記事群に対して制約付きクラスタリング手法を適用可能とする．また，ユーザからの分析意図に応じ

た制約の付与を容易にし，分析を効果的に支援するための制約付きクラスタリングシステムの実装について述べる．
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Abstract Due to widespread of micro-blog services, there are increasing demands to analyze these micro-blog

documents which were frequently and immediately written and updated by general users. Furthermore, the pur-

poses for analyzing such documents become more diversified. However, there are issues to apply existing document

similarity metrics to compare micro-blog documents bacause of their shortness. In this paper, we realize a con-

strained clustering for those micro-blog documents by effective preprocessing methods. In addition, we show how

our constrained clustering system helps users place constraints among many pairs of documents and provide an

effective support to analyze blog-sphere.
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1. は じ め に

Web 上のサービスとして，Twitter [1] に代表されるマイク

ロブログサービスは，ここ数年で急速に普及してきている．従

来のブログサービスのように，何らかの話題について記事を書

くだけでなく，「つぶやく」といった誰かに発信することを目的

としていない，独り言に近い記事も爆発的に増加している．

マイクロブログの記事は，ブログと同様に，一般的には人の

書いた記事であるため，大量の記事群の中から有益な情報を抽

出することが研究の対象になりつつある．また，ブログの分析・

閲覧を行う目的は多様になってきていると考えられる．例えば，

あるキーワードについてブログの記事群を用いて分析や閲覧を

行いたい場合においても，そのキーワードの評判情報を調査し

たいのか，他のキーワードとの相関性や，同様に注目されてい

るキーワードの抽出，キーワードを言及している人の数の調査

など，ブログ分析や閲覧する際の目的は一様ではない．従来の

ブログ分析では，それぞれの目的に沿った分析手法を用いるこ

とで，目的を達成していたが，多様な目的の中には，適した分

析手法がない場合がない可能性もある．そのため，マイクロブ

ログの普及によるブログ記事の増加や，多様な意図・目的に対

して柔軟にマイニング可能なシステムが必要であると考えられ

る．そこで本論文では，制約として，ユーザの背景知識や目的

を結果に反映することが可能な手法である，制約付きクラスタ

リングのアプローチを用いることで，目的の多様性への対応を

試みる．

制約付きクラスタリングをマイクロブログ記事に適用するに

は二つの課題がある．一つは，マイクロブログの記事は文書量

が従来のブログの記事に比べて短いため，単語の頻度に基づく

特徴量を用いるのみでは効率的に各文書の特徴を表すことが難

しい点である．もう一つは，それぞれのユーザが各目的に沿っ



て制約を記事間に付与する際に，大量に制約を付与する場合や，

結果を確認しつつ制約の調整を何度も行う場合に，ユーザの負

担が大きくなることが予想される点である．

本論文では，ユーザの背景知識を結果に反映可能な，制約付

きクラスタリングの手法をマイクロブログの記事群に対して適

用可能とする手法を提案し，その手法を実装し，制約の付与を

支援する機構を備えたシステムを実現する．本手法では，ブロ

グ記事の持つ単語の表記揺れや，単語の概念的な類似度を考慮

することで，短い文書に対して有効に文書間の特徴の差をクラ

スタリング結果に反映可能とする．また，対話的なクラスタリ

ング結果の調整や制約付与処理を可能とすることで，制約の付

与などの負担を軽減可能な制約付きクラスタリングシステム

「Mi-ke」の実装について述べる．

2. マイクロブログサービス

マイクロブログサービスには代表的なサービスとして，Twit-

ter，Wassr [2]がある．これらのマイクロブログサービスを以

前の gooブログ [3]等のブログサービスと比較した場合に，大

きく差があると考えられる点について，ここでは，リアルタイ

ム性，字数制限，follow（購読）機能の３つを挙げる．

後述する字数制限とも関係しているが，マイクロブログサー

ビスの特徴としては，高いリアルタイム性がまず挙げられる．

従来のブログサービスでは多くとも一日一回程度の更新が一般

的であった（注1）．また，マイクロブログと比較した場合に長い

文書量を伴って記事が投稿されることがあるため，異なる著者

により同じ内容について書かれる場合において，書き込まれる

時間に差異が生じる場合があった．マイクロブログの場合は，

一日に複数回書き込まれることが一般的であり，あるイベント

やテレビ番組を見ている場合では，その内容について，逐一著

者の「つぶやき」が投稿される場合も見受けられる．

従来のブログサービスでは，強い字数制限が設けられている

サービスはほとんど無く，ほぼ著者の望んだ文章量の記事を書

くことが可能である．マイクロブログサービスでは，Twitter

の場合は 140字，Wassrの場合は 255字という強い字数制限が

設けられており，ある一つの出来事に対して一回の投稿で全て

を述べること（例えばある商品を購入し，使用した感想を細か

く述べる，など）は困難となっている．そのため，従来のブロ

グであれば一度の投稿で済んでいた内容を，一連の流れで構成

することがある．例えば，上記の例であれば，「買った」，「使っ

てみます」，「使ってみた感想は…」と 3回の投稿で構成される

ような形になる．また，短文で手軽に書けるため，携帯電話な

ど複数の端末から書き込みをすることが容易である．

TwitterやWassrでは follow（購読）機能が実装されており，

ある他の著者を follow した場合，自身のタイムライン上に購

読対象者の書き込みが併せて表示されるようになる．本論文で

は，自分と購読対象者の書き込みが時系列順に上から一覧表示

（注1）：State of the Blogosphere [4] の 2009 年の調査によると，一日に１回

以上ブログを更新する利用者の割合は全体の 32.9 ％で，一日に３回以上更新す

る利用者の割合は全体の 10.5 ％である．

図 1 Twitter のユーザのホームとなるページのスクリーンショット

されているものをタイムラインとし，図 1の中央部に表示され

ている領域を指す．followしている著者の投稿，ReTweet（再

投稿）が同一のタイムライン上にアイコンと著者 ID，書き込み

の情報と共に載るため，その投稿に対して返信や転送が行われ

やすくなっている．ReTweetとは，購読対象者の著者が follow

している他の著者の書き込みを，自分を followしている皆にも

知ってもらいたいときなどに使われる機能である．

このような特徴を持つマイクロブログサービスに投稿される

記事に対してクラスタリングを適用する場合，その特徴でもあ

る字数制限に起因する現象への対処が課題となる．従来の語句

の頻度に基づく TF · IDF などの特徴量のみでは，マイクロブ

ログの各記事の特徴をうまく反映できない可能性がある．本論

文で対象とする日本語で書かれた Twitterの記事群の場合では，

一つの記事あたりの文字数は平均 43.6文字（注2），Wassrの場合

では平均 38.5文字（注3）となっており，計算する際に記事内の語

句頻度を用いる TF の値での差が生まれにくいことがわかる．

マイクロブログ記事は，従来のブログサービスと同様に，専

門的な執筆者ではなく，一般的な利用者によってその文章が書

かれるため，ニュース記事のように表記についての統一的な

ルールがなく，語句の表記揺れが多く存在する．同じ意味内容

を持っているにも関わらず，表記が異なる単語がある場合，文

書間の類似度計算での適切な対処を行わなければ，意図しない

誤ったクラスタリング結果となる場合がある．

3. 提 案 手 法

まず，マイクロブログサービスの記事群に対して，制約付き

クラスタリングを適用する場合の流れを示す．

（ 1） 対象のマイクロブログ記事群の形態素解析

（ 2） 文書ベクトルの生成

（ 3） 制約付きクラスタリングの適用

本論文で対象とする記事群は Twitterの日本語で書かれた記

事とする．記事の形態素解析には MeCab [5] を用いる．URL

は形態素解析の対象としない．MeCabによって形態素解析を

行った結果から，名詞・動詞・形容詞を抽出し，記事情報とし

（注2）：収集した Twitter の日本語記事，約 2500 万件を対象として求めた．

（注3）：収集した Wassr の記事，約 20 万件を対象として求めた．



図 2 各情報源ごとの単語共起による低最大類似度記事数

て各単語を登録する．ここで，登録する単語には，非自立語，

接尾語，代名詞を除くものとし，また「する」「なる」といった

文書の特徴とはなり辛い単語や，記号のみで構成されている単

語も除く．また，ひらがなとカタカナ一字で抽出された単語も

今回は対象としない．

3. 1 出現語の共起が非常に少ない場合への対処

前述した通り，マイクロブログの記事は従来のブログ記事や

ニュース記事と比較した場合，長さが短い．そのため，単語の頻

度に基づいた特徴量 TF · IDF のみで非階層型のクラスタリン

グを適用する場合，最初のクラスタのシードの選択結果によっ

ては，どのクラスタとも類似度が 0，または限りなく 0に近い

値を取り，その記事を最適なクラスタに割り当てることが困難

になるケースが起こりえる．本手法では Turnbullらが文献 [6]

で提案した SFF法を用いて初期クラスタを決定する．キーワー

ド「iPhone」を含むほぼ同時期に書き込まれた記事を対象と

し，Twitter，Wassr，Yahoo!ニュース [7]，gooブログから 100

件ずつ取得する．形態素解析を行った後に，k-means法を適用

し，クラスタ数を 2から 25まで増加させていき，各 100回試

行したときの，初期クラスタへの記事の割り当て時に，最も近

いクラスタに対する類似度（最大類似度）が閾値 s0 = 0.015以

下だった件数の平均値の推移を図 2 に示す．ここでの閾値は，

Yahoo!ニュースの 2から 25の各クラスタ数における平均最大

類似度の和の平均値を 10で割った値である．Yahoo!ニュース

と gooブログの場合，早い段階で，極端に該当する件数が減少

し，0に近い値をとっていることがわかるが，マイクロブログ

サービスである TwitterとWassrは，減少するものの，前述の

Yahoo!ニュースや gooブログと比較してその割合が 2～4倍以

上と非常に多いことがわかる．マイクロブログの記事群に対し

て非階層型クラスタリングを適用する場合，何らかの指標を加

えて，記事をクラスタに割り当てる必要があると考えられる．

本手法では，この問題を解決するために，マイクロブログの記

事とその投稿時間に着目し，解決を試みる．この手法が最良が

どうかは議論の余地があり，具体的な評価は今後の課題である．

マイクロブログの記事を用いる場合には，その短い記事から

なるべく多くの情報を得るために，表記揺れの考慮と，単語間

の概念類似度を用いる．また，記事内容に基づく指標を利用し

表 1 Juman の出力例（一部省略）

入力：はなを落す

出力：

はな ... 名詞 ... ”代表表記:はな/はな ...”

@ はな ... 名詞 ... ”代表表記:花/はな ...”

@ はな ... 名詞 ... ”代表表記:鼻/はな ...”

を ... 助詞 ... 格助詞 ...

落す ... 動詞 ... ”代表表記:落とす/おとす ...”

た状態で，近傍のクラスタとの類似度が，ある閾値を下回った

場合は，クラスタと記事間の時間的距離を用いることで，不適

切なクラスタへの割り当てることを防ぐ方法を用いる．

3. 2 単語の表記揺れの緩和

ブログ記事には例えば，「言う」に対しての表記揺れとして，

「いう」や「云う」がある．本手法では，こういった表記揺れ

を緩和するために，Juman [8]を用いる．Jumanは，通常の形

態素解析の機能を持ち合わせている他，それぞれの解析結果に

対して，その単語の代表表記が付与されている．例えば，「おと

す」や「落す」といった，同じ語の表記バリエーションが存在

する場合に，「落とす」が代表表記として付与される．また，「か

う」といった全て平仮名表記の単語があった場合，「買う」と

「飼う」の複数の解析結果が出力される．Jumanの出力例を表

1に示す．

本論文では，次の基準により，Jumanの解析結果を用いて単

語の表記揺れ問題の解決を試みた．

（ 1） 漢字を含む単語が代表表記の単語と異なっていた場合，

その単語を代表表記の単語に置換する．例えば，「落す」→「落

とす」，「想う」→「思う」となる．

（ 2） 全て平仮名の単語が，一つのみ代表表記の単語を持ち，

かつそれと異なっていた場合，その単語を代表表記の単語に置

換する．例えば，「しゃべる」→「喋る」，「わかる」→「分かる」

となる．

（ 3） 全て平仮名の単語が，二つ以上代表表記の単語を持つ

場合，その単語を全ての代表表記の単語に置換する．それらの

出現回数は（1÷全代表表記単語数）とする．例えば，「はなす」

→「話す」，「放す」，「離す」 となり，各出現回数は 約 0.33と

なる．

（ 4） 品詞が異なって結果が帰ってきた場合，Juman側の結

果を採用する．例えば，「最後（名詞）」は，Jumanの解析結果

では「最後だ（形容詞）」となる．この場合，名詞である「最

後」は形容詞の「最後だ」に置換される．

（ 5） 複数の単語に分割されて結果が返された場合，MeCab

側の結果を採用する．例えば「烏龍茶（MeCabの解析結果）」

は，Juman の場合「烏」「龍」「茶」と分割されるが，この場

合，前者の「烏龍茶」を採用し，置換は行わない．

上記に従い，各記事情報に登録されている単語の置換を行った

後に，TF · IDF を求め各文書ベクトルを生成する．

前もって各記事に属する語句の重みを求めておくことはクラ

スタリング実行時の計算量の短縮に繋がる．しかし，本研究で

は，流動的にクラスタリングを適用する記事数が変化すること



表 2 単語間の概念類似度の例

単語ペア 概念類似度

話す，おしゃべり 0.9994

買う，購入 0.9981

燃料，自動車 0.4682

燃料，加熱 0.0000

を前提としている．例えば，記事を増やしたり，ノイズとなる

ような記事を取り除くといった場合である．そのため，本シス

テムは前もって各記事に属する単語の TF のみを計算しておき，

クラスタリング実行時に IDF を求め，各記事の単語に重みと

して付与する．この場合，毎回のクラスタリングの実行におけ

る計算量は増加するものの，対象となる記事群に応じた重みを

各記事の単語に付与することが可能である．

3. 3 単語間類似度の算出

マイクロブログのような短文の記事を対象とする場合，一

つの記事に属する単語量の少なさから，単語の一致・不一致に

よって，記事間の類似性を発見することは困難であると考えら

れる．本手法では，日本語WordNet [9]を用いて単語間の概念

的な類似度を求め，クラスタリング時にそれを利用する．日本

語WordNetでは，各単語が synsetと呼ばれる同義語のグルー

プに分類され，他の synset との関係が記述されている．本論

文では，単語ペア間の概念的な類似度を “概念類似度”と呼ぶ

ことにする．単語間の概念類似度は，WordNet を用いた単語

間の類似度計算法を提案した Philip の手法 [10] を用いる．単

語 w1 と w2 の概念類似度は，式 (1)により求める．

simp(c)(w1, w2) = max
c1,c2

[simp(c)(c1, c2)] (1)

このとき，c1 は単語 w1 を含む概念の集合であり，c2 は単語

w2 を含む概念の集合である．

また，概念集合 c1 と c2 の類似度 simp(c)(c1, c2)は式 (2)に

より求める．

simp(c)(c1, c2) = max
c∈S(c1,c2)

[− log p(c)] (2)

S(c1, c2)は概念集合 c1 と c2 に属する概念同士を比較したとき

に，両方を包含する，最も深い位置にある概念の集合を指す．

p(c)は概念 cに包含される概念集合の数を，全概念数（注1）で割っ

た値で求める．

上記の式に従い，実際に単語間の概念類似度を求めた例を表

2に示す．

3. 4 書き込み時間に注目した指標

TwitterやWassrには，自分の follow（購読）しているユー

ザの書き込みがタイムライン上に表示される．そのため，自分

が書き込みをするときでも，タイムライン上の内容が目にとま

ることや，現実世界で同様のイベントに参加していたり，同じ

テレビ番組を見ている場合，それらの著者は，同じキーワード

について書くことがある可能性がある．例えば自分も興味の

（注1）：最新版である日本語 WordNet（0.92）では，日本語の単語が関連付け

られた概念は合計 49,655 となっている．ここでは英単語で entity の概念に対

応する「存在者，実体」概念の全子概念数 74,373 をその値とする．

ある内容であったり，Twitterであれば ReTweetされた記事，

Wassrであれば自分の属するコミュニティに投稿された記事な

ど，タイムライン上で目に止まる記事は少なからずあると考え

られる．「他のユーザの書き込みを見て，同じ内容に興味を持

ち，関連した内容を投稿する場合や，同じイベントに関与して

いる場合，それらの著者が書き込む記事同士の投稿時間は近く

なる」としたとき，記事間の文章的な類似性が低い場合でも，

書き込み時間が近い記事間は，共通点を持つ可能性がある，と

仮定できる．

そのため，本手法では，記事間にタイムスタンプに基づく指

標を用いる．本論文では，戸田ら [11]の手法を用いて，時間類

似度を算出する．時間類似度の高いデータペアほど，書き込み

時間が近いものとする．ただし，本論文では，内容が似ている

記事ほど「似ている」としたいため，この時間類似度は，もし

記事内容を比較したときに適したクラスタが無い場合のみ利用

することにする．

あるタイムスタンプの差を tとしたとき，下記の式 (3)のよ

うに時間類似度 T imeWeight(t)は定義されている．

TimeWeight(t) = T0 × exp (−0.693

t1/2
t) (3)

ここでの t1/2 は，時間類似度が 50% になるタイムスタンプ

の差（半減期）を指し，戸田らの評価実験結果において，新聞

記事を対象としたとき，半減期 t1/2 を 30～90程度に設定した

ときに有効な結果が得られているため，ここではその中間値で

ある 60を t1/2 の値とする．T0 は，タイムスタンプの差が 0の

場合の重みで，ここでは 1とする．

本手法において，クラスタ Ck と記事 x の時間類似度

stime(Ck, x) は戸田らの時間類似度 TimeWeight(t) を用い

て，下記の式 (4)のように求める．

stime =
1

|Ck|
∑

d∈Ck

TimeWeight(|dtime
i − xtime|) (4)

ここでの，dtime
j と xtime は，記事 dj，xのタイムスタンプ

である．

3. 5 制約付きクラスタリングの適用

3.4節までに述べた前処理を行った後に，マイクロブログの

記事群に対して制約付きクラスタリングを適用する．制約付き

クラスタリング [12] は，クラスタリングの対象となる要素に対

して，同一クラスタへの所属の可否や所属クラスタの指定など

の制約を加え，その制約を満たすようにクラスタリングを行う

手法である．制約付きクラスタリングは，ユーザの持つ背景知

識を用いて制約を与えることで，k-means法などの制約を用い

ないクラスタリング手法が適用しにくい場面でも，クラスタリ

ングを適用可能であるという特長を持つ．この制約付きクラス

タリングを用いて，背景知識などに基づく制約を付与し，記事

間の相互関係を捉えやすくすることで，クラスタリングに基づ

く分析手法の適用が行いやすくなることが期待される．

本研究では，Chengらの提案した制約を用いた非階層型クラ

スタリング手法であるCLWC（Constrained Locally Weighted

Clustering）法 [13] を採用する．CLWC法は，同文献で提案さ



れている LWC（Locally Weighted Clustering）法に制約を適

用した手法である．LWC法は，非階層型クラスタリング手法

の代表的手法である k-means 法を拡張し，クラスタごとに異

なった重み付けを行うことによって，“意味のある”クラスタを

抽出することを目的としたものであり，評価実験によりクラス

タリングの精度の改善が見られることが示されている．CLWC

法では，制約を用いた場合にも効率的に LWC法に基づくクラ

スタリングが行えることが同文献 [13]で示されている．

制約の種類は，Wagstaffらが文献 [14]で提案した，データ間

の関係を指すmust-linkと cannot-linkの 2種類の制約を扱う．

must-link で結ばれた二つのデータは同じクラスタに cannot-

linkで結ばれた二つのデータは異なるクラスタにそれぞれ属す

るようにクラスタリングされる．

本論文で述べる手法では，CLWC 法をマイクロブログ記事

に適用するに際して，いくつか微調整と例外処理の追加を行っ

ている

まず，CLWC 法はユークリッド距離でデータ間の距離を求

めて，最短のクラスタにデータを割り当てるが，本手法では，

ユークリッド距離の変わりに，対象データが文書の際には一般

的な指標である，cos類似度を用いる．

CLWC法では，それぞれのクラスタに異なる重み付けを行っ

た距離関数を用いる．具体的には，クラスタの重心ベクトル c⃗k

と別に，そのクラスタ内に含まれる要素から導き出した重みベ

クトル w⃗k を用意する. データ x⃗と重心 c⃗k の距離を重み w⃗k に

よって拡大や縮小している. クラスタ Ck の重心ベクトルは式

(5)のように算出し，その後，クラスタ Ck の最適な重みベクト

ル wk を式 (6)のように求める．本来の CLWC法では，式 (6)

の分子と分母は逆転している．しかし，本手法では cos類似度

を扱い，クラスタ内で頻度の高い単語ほどその重みの値が大き

くなるように，式 (6)のように重みベクトルを求めている．

Ckj =
1

|Ck|
∑

x⃗∈Ck

xj (5)

wkj =

∑
x⃗∈Ck

|xj − ckj |2

λk
(6)

このとき， λk = (

m∏
j=1

(
∑

x⃗∈Ck

|xj − ckj |2)
1
m

このとき，|Ck|は，クラスタ Ck に属するデータの数で，xj

は，データ xの j 番目の要素を指す．本研究の場合は，記事 x

に属する単語 tj の TF · IDF を指す．

CLWC法のアルゴリズムを表 3にまとめる．

3. 6 クラスタと記事間の類似度の算出

記事 x を最近傍のクラスタに割り当てるために，クラスタ

Ck と記事 x間の類似度 s(Ck, x)を求める．ここでの s(Ck, x)

は，TF · IDF と各クラスタの重みベクトル w⃗k に基づいて算

出した cos類似度と，単語間類似度に基づいて算出した類似度

の両方を用いて算出する．前者の類似度 slwc(Ck, x) は式 (7)

のように求める．

slwc(Ck, x) =

m∑
i=1

wkicki · wkixi

|x⃗| · |⃗ck|
(7)

ここで，|x⃗| =
√

(wk1x1)2 + . . . + (wkmxm)2

|⃗ck| =
√

(wk1ck1)2 + . . . + (wkmckm)2

後者の概念類似度 ssem(Ck, x)は式 (8)のように求める．

ssem(Ck, x) =

∑
tCk

∈Ck

∑
tx∈x

simp(c)(tCki, txj)

Size(Ck) · Size(x)
(8)

Size(Ck) は，クラスタ Ck の持つ単語の種類数で，Size(x)

は，記事 xの持つ単語の種類数を指す．分子は，クラスタと記

事の持つ単語間の全組み合わせで求めた単語間類似度の和で

ある．

上の式より，クラスタ Ck と記事 x の類似度 s(Ck, x) は式

(9)のようになる．ここでの αは，本論文では試験的に 0.85と

設定した．

s(Ck, x) = slwc(Ck, x) × α + ssem(Ck, x) × (1 − α) (9)

各クラスタとの s(Ck, x)を求め，s(Ck, x)が最大となるクラ

スタに記事を割り当てる．ただし，最大の s(Ck, x)が閾値 β 以

下の場合は，時間類似度 stime(Ck, x)を利用し，これが最大と

なるクラスタに割り当てる．本手法では β = 0.05として設定

している．

3. 7 予 備 実 験

本章で提案した，表記揺れの緩和と，日本語WordNetを用

いた単語間概念類似度を利用して，図 2 の場合と同じ条件で，

マイクロブログサービスの記事群に対して実験を行った．その

時の結果が図 3となる．表記揺れの緩和を行うことだけで，問

題となっていた最初の割り当て処理時に，適したクラスタが見

つからない現象をある程度防ぐことが可能であることがわかっ

た．一方で，日本語WordNetを用いた単語間類似度を利用す

ると，表記揺れの緩和のみを利用したときよりも結果が悪く

なっていることがわかる．これは，日本語WordNetに登録さ

れている概念に対して，対象となったキーワードを含む記事群

の中に登場する単語があまり含まれていないことが原因だと考

えられる．この場合，ssem(Ck, x)は限りなく 0に近い値にな

ることから，s(Ck, x)の値が slwc(Ck, x)の値を 0.85倍した値

となり，結果的に閾値 s0 を下回る記事が概念類似度を用いる

場合よりも増加することから，性能の低下につながったと考え

られる．ただし，本手法では時間類似度を用いることによって，

閾値を下回った記事に対しては時間によるアプローチをかけて

いるため，単純にこれら二つの手法を用いた場合ほど問題にな

ることはないと考えられる．また，Wassrの記事群の場合には，

クラスタ数 13を境に，表記揺れの緩和と単語間概念類似度の

導入のいずれも行わない場合のほうが良い結果になっている．

この点の詳細な分析は今後の課題である．

4. システムの実装

本研究では，マイクロブログの記事に対して，制約付きクラ



表 3 CLWC アルゴリズムの概略

アルゴリズム Constrained Locally Weighted Clustering(CLWC) 　

Require： x⃗i ∈ Rm，クラスタ数 K

Ensure： クラスタ K の重心 c⃗k，クラスタ内の語 tj の重み w⃗kj

1: 全てのデータをサイズ 1 のチャンクレットとし，must-link の制約をもとにチャンクレット同士を合わせる．

2: クラスタの初期重心を決定し，クラスタ内のすべての語の重みを 1 にする.

3: E-Step1: 制約を全く持たないチャンクレットを一番近いクラスタに割り当てる．

4: E-Step2: 次に大きいチャンクレットから順に同様にクラスタに割り当てる．

もしそのチャンクレットの近傍に割り当てられていないチャンクレットがあった場合は同時に同じクラスタに割り当てる．

5: M-Step: それぞれのクラスタの重心を再計算し，各クラスタの持つ単語の重み w⃗k を更新する.

6: 収束するまで 3～5 を繰り返す.

図 3 表記揺れ緩和と概念類似度による低最大類似度記事数の変化

スタリングを適用できるシステムの実装を行った．制約の付与

方法としては，ユーザによる手動での付与方法，ユーザの設定

した条件に従い制約を付与する半自動的な付与方法の 2種類が

あると考えられる．本研究では，その両方に注目し，Java を

用いて制約付きクラスタリングシステム「Mi-ke」を実装した．

制約付きクラスタリングは，制約を付与し，結果を確認した後

に，再び制約の付与・削除を行うことが一般的であるため，本

システムでも再クラスタリング機能を実装している．

4. 1 手動での制約の付与

ユーザの背景知識や目的に応じて制約をデータ間に付与す

る方法の一つに，ユーザ自身がデータを確認しながら手動で

制約を付与する方法がある．Mi-ke では，データ間に “線” を

引くような操作で制約の付与を行えるようにし，視覚的に各

クラスタに属するデータや制約の効果を確認しながら制約を

付与していくためのユーザインタフェースを実装している．制

約で繋がれた記事間には，must-linkである場合には緑の線が，

cannot-linkの場合には赤の線が表示される．

本システムのように，ユーザに手動で制約をデータ間に付与

してもらう場合，図 4 のように，データ間に付与する制約と，

データ間に既にある暗黙的な制約関係に矛盾が生じる場合があ

る．本システムでは，図 4のような矛盾を含む制約は付与でき

ないようにしている．

4. 2 半自動的な制約の付与

大規模な記事群を分析対象としたとき，全ての記事を確認し

ながら，一つ一つ手動で文書間に制約の付与を行うことはユー

ザにとって負担となる．複数記事に対する制約付与機能とは，

図 4 制約を付与する際に発生する矛盾の例

図 5 複数記事に対する半自動的な制約付与，左：複数の記事を選択し

た状態（赤い太枠で囲まれたもの），右：選択中の記事に対して

半自動的な制約の付与を行った状態（緑線：must-link，赤線：

cannot-link）

ユーザが複数の記事に対して制約の付与を行いたい場合，ユー

ザの負担を軽減する機能である．例えば，大規模な記事群の中

から一部だけ手動で似た記事をいくつかの塊としてまとめた後

で，それらを制約付きクラスタリング結果に反映させたい場合，

あるいは特定の条件を満たす（例えば特定のキーワードを含む）

記事を一つのクラスタになるように制約を付与したい場合など

がある．

本機能を使用することで，図 5のように，選択中のまとまっ

た記事間に must-link を付与し，別々にされた記事群の間に

cannot-linkを付与することが可能である．

また，書かれた日付や時間帯による絞り混みや，キーワード

検索，ユーザ検索などと併用して用いることができ，多くの制

約を付与する場合においても，少量の操作で済ますことが可能

である．

4. 3 実 行 例

本論文で実装したシステム，Mi-ke の実行例を図 6 に示す．

本例は，200件程度の記事群に対して，一度クラスタリングを



図 6 制約付きクラスタリングシステム，「Mi-ke」の実行例

実行した後にいくつかのデータを確認し，制約を手動・半自動

で付与した後に，再びクラスタリングを実行したときの結果で

ある．左側にはクラスタリング結果を主に表示し，右側ではク

ラスタ情報や制約の情報などを主に表示する．記事はそれぞれ

正方形のアイコンのように表示している．

5. 適 用 例

本論文で実装したシステムを用いて，実際にマイクロブログ

記事群を対象として，制約付きクラスタリングを適用した事例

を示す．対象はマイクロブログサービスの一つである Twitter

の記事群とし，12月 30日 0時 0分から 1月 2日 23時 59分

の間に収集したキーワード「紅白」を含む記事 5,622件を対象

とする．

ここでは，被験者が実際に Mi-keを利用した場合について，

被験者自身の分析目的に沿って記事群を分けた場合と，本稿の

第１著者が利用した場合の二つの場合について述べる．

5. 1 被験者が利用した場合

Mi-keを利用してもらう前に，被験者に全体の機能の説明を

行った．被験者は，この時，Mi-keについては知っているが，ど

ういった機能を保有しており，何ができるのか，という点は具

体的に理解していない状態である．記事の一覧を見た状態で，

「何について分析する予定か」を用紙に記入した後，分析を開

始した．

被験者は，「紅白歌合戦に出場した歌手の個々の評判・注目度

を知りたい」という分析目的に沿って，5,622 件中，278 件を

用いて，それを合計 13個の記事群に分けた．その内，12個は

各歌手について書かれた記事群で，1個は，一つの記事で複数

の歌手に触れている記事群であった．被験者は，その後，「ウケ

が良かった小林幸子の記事がやはり多かった」，「人気のある歌

手ほど，多く書かれている傾向にある」など，得られた知見を

示した．

Mi-keの機能の利用状況を考察すると，利用している機能は

ほとんどが，キーワード検索機能と must-linkの機能であるこ

とがわかった．cannot-linkは一度も付与されず，制約付きクラ

スタリングの機能も使われた回数は少ない．ここでは，目的が

キーワードに強く依存している場合，クラスタリングを行うよ

りも，同一キーワードを持つ記事同士を，must-linkで一つの

記事群にしたほうが分析が容易になると被験者が直感的に考え

てしまう，という仮説が立てられた．実際の効果や有効性は今

後，被験者を増やし，その傾向を集めていき，考察を行いたい．

一方で，被験者は，記事が短いと言われる Twitterの記事の

中でも，書かれている内容の情報量に差があることを指摘した．

情報量が少ない記事，例えば，ほとんどキーワードしか書かれ

ていないような記事（「○○来た」，「△△じゃん！」，「□□な

う」など）は，今回のように，記事数をカウントし，比較する

ときには有効だが，もっと記事内容に着目した考察を行う場合，

不要な可能性がある．そのため，記事が極端に短いものなどは

除外するような条件を指定する機能の必要性が感じられた．

5. 2 本稿の第１著者が利用した場合

次に同じ記事群，5,622件に対して，本稿の第１著者が制約

付きクラスタリングを行った．分析目的は，「複数回投稿した著

者を対象とし，著者単位でのクラスタリングを行ったとき，何

か特徴的な傾向は見られるか」と設定した．本適用例では，ク

ラスタ数は仮に 20としたが，もっと細かく分析を行いたい場

合は，クラスタ数を容易に増加させることが可能である．本シ

ステムでは，次回クラスタリング時のクラスタ数を設定できる

ため，必要に応じてクラスタリング結果を参照しながら，柔軟

にこのパラメータを調整可能である．

本手法は，著者 IDを文書の特徴量として用いておらず，記

事の本文と投稿時間の特徴量で，記事とクラスタ間の類似度を

求めている．そのため，同一著者によって書かれた記事間には

must-linkを半自動的に付与することで，著者単位での制約付

きクラスタリングを実現した．また，明らかに異なる話題につ

いて言及しているような著者同士には cannot-linkを手動で付

与した．今回の対象キーワードであれば，記事内容を比較して

みると，「NHK紅白歌合戦」と「アニソン紅白」の２種類ある

ことが判明したため，特にそのどちらか一方について強く言及

しているユーザを対象として，異なる「紅白」について書いて

いるユーザは異なったクラスタに属するように cannot-linkの

制約を付与した．

5,622件の内，複数回記事を投稿した著者は 491名で，合計

1,119件の記事を対象とした，制約を付与する前の結果（5,622

件）と，制約の付与を行った後の結果（1,119件）を図 7に示

す．制約を付与する前には，内容や書き込み時間が類似してい

る記事同士が集まっているが，似た書き込みをしている著者を

発見することは困難である．制約を付与することで，同じ話題

を言及している著者を発見することが可能になったと考えられ

る．分けられた内容を見ると，NHK紅白歌合戦を見ている著

者と，アニソン紅白を見ている著者を区別するようにクラス

タが分けられているだけでなく，両方を見ている著者同士で集

まっているケースも見られた．

6. 関 連 研 究

ユーザの持つ意図を制約付きクラスタリングを用いて反映

させようと試みた研究として Cohn ら [15] の研究がある．文



図 7 制約を付与する前の結果（左），複数回書き込んだ著者の記事のみを対象とし，制約を付

与した後の結果（右）

献 [15] では，ユーザの意図に基づいて与えられた制約を用い

て，ロイター記事のクラスタリングを行っている．Cohnらは，

cannot-linkが付与されたデータ間の距離が最大となるように，

データの持つ特徴量に重みを課す方法を提案している．Cohn

らの手法では，本論文で扱うような，マイクロブログの特徴を

考慮した効果的な前処理の実現方法については，扱われてい

ない．

マイクロブログを対象とした研究として，岩崎らは，ユーザ

に対して大量の記事群の中から有効な記事の発見を支援する手

法と，その手法を用いたアプリケーションについて提案してい

る [16]．岩崎らの手法では，Twitter内のユーザ間の関係を考

慮し，相関ルールに基づいた動的な感性辞書を用いることで，

有用な記事の検索を実現している．岩崎らの手法は，ブログ記

事に生じる表記揺れ問題と単語間の概念類似度は考慮しておら

ず，クラスタリングを行うことも目的としていない．

7. お わ り に

本論文では，大規模なマイクロブログの記事群に対して，制

約付きクラスタリングを適用可能とするための手法を提案し

た．また，本手法を適用した制約付きクラスタリングシステム

として「Mi-ke」の実装を行い．ユーザの手による制約の付与

や，視覚的にクラスタリング結果を確認可能とした．

今後の課題としては，具体的に大規模な記事群を分析する状

況を想定した場合での，本手法の有効性の評価がある．また，

記事内容にのみ準じるのではなく，Twitterであれば，follow，

followerの関係をクラスタリング時や制約付与時に考慮するこ

とで，よりユーザの持つ分析目的の多様性に対応できるように

なると考えられる．また，Twitterの followの数の増加に伴い，

タイムラインが急速に早くなってしまう現象に対して，制約付

きクラスタリングの手法を適用することで，似たような記事群

を一つの話題トピックとして扱い，ユーザに提示できるような

閲覧支援システムの実現も，今後の検討課題である．
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