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あらまし 近年、P2P(Peer to Peer) ファイル共有ソフトの利用が一般世帯にまで広まっており，様々なコンテ

ンツが P2P ファイル共有ソフト上で共有されている．しかし，P2P ファイル共有ソフトのネットワーク上を流

通しているコンテンツに対する網羅的な調査報告は存在しない．そこで本稿では，Winny ネットワーク上の

4,000 千万件のインデックスを解析することにより，コンテンツの分布を明らかにする．具体的には，ファイ

ル名についてその分布をクラスタリングし解析した．なお，ファイル名には特有の単語が存在し，既存の形態

素解析をそのまま適用することができないため，シーケンシャルパターンマイニングを応用することにより，

未知の単語についての抽出を試みた．実験の結果，Winny ネットワークを流通するコンテンツを単語単位の粒

度で知ることができ，特に同人，アダルト，アニメに関連するファイルが多いことが判明した． 
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Abstract  Recently, the use of the P2P(Peer to Peer) file sharing software are spread and various contents are shared on the 

P2P software. However, there is no comprehensive research about the contents shared on P2P network. In this paper, we 

research what contents are shared on the Winny network. We collected four billion file indexes on the Winny network and 

analyzing those indexes for investigating what contents are much shared and we clustered similar contents about filename. We 

attempted extracting words by using sequential pattern mining. We couldn't use a normal morphological analysis machine 

because contents are named by particular way. As a result, we acquired word-level contents shared on the Winny network. We 

could find out a lot of contents are shared, especially that are relevant to coterie or adult or cartoon.   
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1. はじめに  

昨今，ユーザが大容量のデータを高速にダウンロー

ド，アップロードすることが可能になるに伴い，

P2P(Peer to Peer)アプリケーションが一般の人々へ

普及していった．なかでもファイル共有ソフトの普及

は特に目覚ましい．Gnutella[1]，BitTorrent[2]，

FastTrack[3]，Overnet[4]などのプロトコルを基盤に

用いて P2P ファイル共有ソフトを開発しやすいこと

もあり，これらのプロトコルを利用した P2P ファイル

共有ソフトが世界中で 1 日あたり数百万人規模のユー

ザに利用されている [3][5][6][7]．日本においても

Winny[8]や Share[9]といったファイル共有ソフトが

多数のユーザに利用されている．一方で，コンピュー

タソフトウェア著作権協会 (以下 ACCS)が行った調査

によると，P2P ネットワーク上で共有されているファ

イルには現在の著作権法上違法とされるファイルが多

いと報告されている [10]．しかし，従来の調査では音

楽や動画などといった大まかなカテゴリ単位でコンテ

ンツの流通状況を明らかにした資料は存在しているが，



 

  
 

 

何のコンテンツが P2P ファイル共有ソフトで共有さ

れているかまでは明らかにされておらず，詳細は不明

である．  

そこで本稿では国内で広く普及しているファイル

共有ソフト Winny を観測の対象とし，何のコンテンツ

が P2P ファイル共有ネットワーク上を流通している

かを把握する手法を提案する．Winny 上でキーと呼ば

れるインデックス情報を観測し，どのようなコンテン

ツが Winny 上で流通しているか推定する．インデック

ス情報に含まれるファイル名から，ヒューリスティッ

クな手法を用いて Winny 上で使用されている単語を

機械的に抽出する．そして，抽出された単語同士のファ

イル名に対する共起率を用いることにより，類似する

単語同士でクラスタを構成する．最後に構成されたク

ラスタ群を出力することにより，Winny 上を流通する

コンテンツを視覚的に捉えることを可能にする．  

本稿では以下の構成をとる．まず第 2 節で既存研究

とその問題点を述べ，第 3 節で提案手法で用いる関連

技術について述べる．次に第 4 節で提案手法の詳細を

述べる．そして第 5 節では実験の結果を記すとともに

考察し，最後に第 6 節でまとめる．  

2. P2P ファイル共有ソフトに関わる研究  

本節では，P2P ファイル共有ソフトの解析調査に関

連している既存研究を報告する．  

2.1. コンテンツの流通状況  

これまでに P2P ファイル共有ソフト内のコンテン

ツの流通状況をまとめた報告は少ない．本節では，拡

張子でコンテンツの統計をとった大井らの研究 [11]と，

大まかなカテゴリに人手で分類した ACCS の報告 [10]

について示す．  

2.1.1. 大井らの調査 [11] 

P2P ネットワーク内を流通するファイルのサイズや

拡張子の分布が大井らによって調査され，報告されて

いる．大井らの実験では WinMX，Gnutella，Winny

の 3 つの P2P ネットワーク内に流通するファイル情報

を収集し，各 P2P ネットワークに対して音楽 (mp3)，

動画 (mpg)，アーカイブ (zip)，画像ファイル (jpg)などと

いった代表的な拡張子で集計し，ネットワーク全体に

おける拡張子の流通の割合を調査している．Winny に

ついては 2003 年 4 月 18 日から 20 日までの 3 日間 (68

時間 )測定している．図  1 に大井らによって報告された

Winny ネットワークにおける拡張子の分布を示す．  

 

2.1.2. ACCS の報告 [10] 

ACCS は，実際に P2P ファイル共有ソフトを利用し

た経験があるユーザに対して WEB アンケートを 2007

年 9 月 14 日～2007 年 9 月 24 日の期間で実施してい

る．ユーザは｛音楽，映像，ソフトウェア，写真・画

像，情報漏洩｝のカテゴリで自分がダウンロードした

ことがあるファイルを回答している．  

また，実際にどのようなコンテンツが P2P ネット

ワーク上で流通しているかを把握するため，Winny を

対象として調査を行っている．2007 年 9 月 28 日 17:00

から 2007 年 9 月 29 日 17:00 までの 24 時間の間に

Winny ネットワークから得られたファイル名から約

20,004 件をランダムに抽出し，人手によって予め用意

された 6 つのカテゴリに分類し，著作権物の割合を推

定している．その際の調査結果を図  2 に示す．しかし，

図  2 に示されているように集計外となるファイルが全

体の中で 49%もの割合を占めており，半分のファイル

に対しては不明瞭な結果に終わっている．  

 

2.1.3. 従来のコンテンツ分析の課題  

大井らの研究では，対象とする P2P ファイル共有

ネットワーク内を流通するファイルをいくつかの拡張

子によって分類し，それぞれの拡張子がネットワーク

を占める割合を示している．一方，ACCS は Winny ネッ

トワーク上を流通しているファイル名をランダムに抽

出し，人手によってそれらのファイル名を大まかなカ

テゴリへ分類している．しかし，どちらの研究も流通

しているコンテンツの大まかな性質を知ることはでき

ても，具体的に何のファイルが共有されているか知る

ことはできない．  

2.2. 参加ノード数分析  

P2P ファイル共有ネットワークがどの程度のノード

数によって構成されているか調査した研究は多数報告

されている [3][5][6][7]．また，本稿で分析の対象とし

た Winny ネットワークに関してのノード数の分析も

既に行われている．全ノード数の把握が困難な Winny

ネットワークの規模を推定するために，実測によって

得られた Winny の通信データを使用し，シミュレー

ションによって Winny ネットワークの規模を推定す

る研究 [12]や，11 台の観測装置を用いて Winny ネッ

トワークを監視することによって一意なノード数を算

 
図  2 Winny にて流通しているコンテンツ  

（文献 [10]の図 2 のデータから再構成）  

 

 
図  1  Winny で流通している拡張子分布  

（文献 [11]の図 8 (a)のデータから再構成）  

 

 

 



 

  
 

 

出する方法もあり，Winny のノード数の規模は 2006

年 8 月地点で「平日で 39～41 万，土日では 43～44

万以上のノード数」であると報告されている [13]．  

2.3. トラヒック量分析  

1024 番以降のポートを使用しているトラヒックを

観測することによって，P2P ファイル共有ソフトがど

の程度のトラヒックを発生させているかを推測する研

究が行われている [14][15]．しかし，ポート番号だけ

では実際にその通信が P2P によるものかどうかを判

別することはできない．そこで [14][15]では，通信に

用いられるトラヒックの特徴や，ノード間通信のサー

バ /クライアント関係を用いることによって，トラヒッ

クが P2P によるものかどうかを特定する方法を提案

している．   

3. 関連技術  

2.1 で述べた通り，既存研究ではコンテンツの詳細

な分布までは知ることはできない．そこで本稿では，

単語単位の粒度で対象の P2P ファイル共有ソフト

ネットワークを流通するコンテンツの分布を視覚的に

把握する手法を提案する．提案手法では，図  3 に示す

技術を利用する．  

 

以下，単語抽出，クラスタリング，データの可視化

に関わるそれぞれの技術について説明する．  

3.1. 単語抽出  

自然言語処理の分野において，未知語の抽出につい

ては広く研究されてきた [16][17]．特に日本や中国に

は，西欧の言語と違って空白のような明確な単語の境

界が用いられていないので，機械が単語を特定し，抽

出することは難しい．一般には形態素解析と呼ばれる

手法により，辞書を基に文を単語毎に区切る必要があ

るが，その際には辞書にない未知語をうまく認識でき

ない問題がある．そのため，例えば中川らは未知語で

ある専門用語を専門分野コーパスから抽出する手法を

提案している [16]．  

中川らの手法は，「連続する単語がある場合にその

単語が出てくる順番の確率によって複合名詞が専門用

語であるかどうかを判断する」という考え方に基づい

ている．しかし，本稿の場合はそもそも未知語の範囲

が幅広く事前に辞書を用意することができない．  

辞書を用いずに未知語を抽出する手法は Klein に

よって行われている [17]．Klein は単語抽出の対象と

するドキュメントの文字列に対して，文字を区切り単

位とする N-gram を総当たりで作成している．N-gram

とは，ある文字列から文字や単語などを区切りとして，

N 個連続で切り出した並びの集合のことを指す．  

Klein の提案したアルゴリズムは以下の通りである．

単語候補文字列を S とする．文字列 S の最後尾へ任意

の 1 文字を足して，予め作成しておいた (S の文字列長

+1)-gram の中から一致する文字列を探し，該当する文

字列集合 Z を作成する．次に対象とするドキュメント

中で S が Z の各要素全てに対して状態遷移する確率を

調べる．状態遷移の確率モデルには隠れマルコフモデ

ルを採用している．最後に尤度が高かったものから順

に単語の候補群を作成していくというものである．対

象ドキュメントの性質に依存しない汎用性の高い手法

と言える反面，解析対象となるドキュメントの文字数

や種類が大きくなると状態遷移数の増大に従って計算

量が増えてしまうという難点がある．  

3.2. クラスタリング 

ドキュメントをクラスタリングする手法には，最短

距離法などの階層型手法と，k-means 法 [18]などの非階

層型手法に大きく分けられる．  

3.2.1. 階層型クラスタリング  

階層型クラスタリングとは，クラスタ間の距離関数

に基づき，最も距離の近い二つのクラスタを逐次的に

併合する手法である．そして，この併合操作を全ての

対象が一つのクラスタに併合されるまで繰り返すこと

により処理を完了する．  

クラスタ 𝐶1と 𝐶2の距離関数𝐷 𝐶1, 𝐶2 の違いにより以

下のような手法に区別できる．  

最短距離法  𝐷 𝐶1, 𝐶2 = min
𝑥1∈𝐶1 ,𝑥2∈𝐶2

𝐷 𝑥1 , 𝑥2  (3.1) 

最長距離法  𝐷 𝐶1, 𝐶2 = max
𝑥1∈𝐶1 ,𝑥2∈𝐶2

𝐷 𝑥1 , 𝑥2  (3.2) 

群平均法  𝐷 𝐶1,𝐶2 =
1

𝑛1 × 𝑛2
  𝐷 𝑥1 , 𝑥2 

𝑥2∈𝐶2𝑥1∈𝐶1

 (3.3) 

ここで x は対象となるドキュメントを表す．これら

の方法は，任意の対象間の距離𝐷 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  が与えられてい

る場合に適用可能である．対象が数値ベクトルで記述

されている場合には，ベクトル間のユークリッド距離

などを求めて適用する．すべての対象間の距離を計算

するので，計算量は少なくとも𝑂 𝑁2 になる．  

3.2.2. 非階層型クラスタリング手法  

非階層型クラスタリング手法とは，各データを複数

のクラスタに分類する手法である．非階層型クラスタ

リング手法として代表的なアルゴリズムに， k-means

①  対象とする P2P ファイル共有ネットワークの単語を機

械的に抽出する．  

②  ①で抽出した単語同士をクラスタリングする．  

③  ②で得たクラスタリングの結果を平面上に図示する．  

図  3 本稿で要求される技術  

 



 

  
 

 

法 [18]が存在する．一般的な k-means 法は，図  4 に記

した手順で実行される．  

 

一般的な k-means 法では，クラスタベクトル 𝑐𝑘が安

定するまで，分類対象のクラスタへの割り当てとクラ

スタベクトルの更新とが反復的に繰り返される．この

反復回数を r とすれば，一般的な k-means 法の計算量

は𝛰 𝑁 × 𝑀 × 𝑘 × 𝑟 となる．ここで N は文書数，M は語

数（ベクトルの次元）である．階層型クラスタリング

手法の計算量が 𝑂 𝑁2 になってしまうのに対して，

k-means 法の計算量は𝛰 𝑁 × 𝑀 × 𝑘 × 𝑟 と少ないという

利点がある．しかし，クラスタ数 k を前もって与える

必要があり，また，クラスタの重心の初期ベクトル

 𝑐1 ,⋯ , 𝑐𝑘 の設定によっては局所解に陥ってしまい，正

しくクラスタリングされない可能性がある．この問題

を解消するために k-means++法 [19]が考案された．

k-means++は初期ベクトルの配置を考慮するもので，

既に置かれたベクトルの近くに初期ベクトルが配置さ

れる確率を減らし，なるべく等距離上に初期ベクトル

を配置できるように改良されたものである．  

また，適切と思われるクラスタ数を自動的に決定す

ることができる x-means[20]という手法も考案されて

いる．x-means は，k = 2 として再帰的に k-means 法

を実行する．クラスタの分割前と分割後で情報量規準

の一つである BIC（Bayesian Information Criterion）

を比較し，クラスタの分割が妥当と判断されるまで分

割を続け，適切なクラスタ群が構成される．  

3.3. データの可視化  

本節では階層型データを視覚化する有名な手法で

ある treemaps と，視覚化だけでなくクラスタリング

のプロセス自体も受け持つことができる自己組織写像

について説明する．  

3.3.1. treemaps 

treemaps は木構造データを視覚化する方法である．

階層型データも一種の木構造として扱うことができる．

特に長方形の領域に区切り階層型データを出力する方

法は，これまでに多数報告されている [21][22]．いず

れもルートノードから内部ノードを再帰的に辿ってい

き，内部ノードの領域を確保していった後に，辿った

先がリーフノードであればその確保した領域をリーフ

ノードへ割り当てるというアルゴリズムによって構成

されている．また，リーフノードの領域を長方形でな

くボロノイ図のような領域を確保して木構造のデータ

を 視 覚 化 す る voronoi-treemaps[23] と い う 手 法 が

Michael らによって考案されている．リーフの重心を

二次元上のどこに位置にマッピングするかを決定し，

ボロノイ図で領域を確保する点が前者とは異なる．全

てのリーフの重心が二次元上にマッピングした後，最

後にその点が持つべき領域の境界線を引くことにより

voronoi-treemaps は完了する．  

3.3.2. 自己組織化写像 (Self-organizing-maps) 

Kohonen に よ っ て 提 唱 さ れ た 自 己 組 織 化 写 像

(Self-organizing maps，以下 SOM)はニューラルネッ

トワークを模した基本学習アルゴリズムの 1 つであり，

学習した結果を様々な形式へマッピングできる．入力

層と競合層からなる 2 層構造を用いることにより学習

する．入力層には n 次元のデータを与え，競合層では

m 次元上に配置されたノードがそのまま学習する．入

力層と競合層の次元は自由に設定できるため，高次元

データの視覚化によく用いられる．現在では SOM を

教師なし学習のクラスタリングにも応用されている．  

4. 提案手法  

本節では，4.1 節において要求条件を示し，4.2 節で

本手法の詳細について述べ，4.3 節にて本手法の性質

や適用範囲ついてまとめる．  

4.1. 要求条件  

本研究の目的は P2P ネットワークを流通しているコ

ンテンツを単語単位で調べ，その結果を視覚化するこ

とである．本稿では対象とする P2P ネットワークを流

通しているファイル名全体から単語を抽出し，その抽

出した単語同士の関連性を求めて，その結果を図示す

るプロセスを経ることによりこれを実現している．そ

の際に収集するデータに偏りがあると，結果に偏りが

生じてしまうので注意が必要である．また，固有名詞

の単語辞書を予め用意できないものとする．そのため

には図  5 に示す要求条件を満たさなくてはならない． 

 

①  分析するデータに偏りが生じないようにするために， P2P

ネットワーク全体からファイル名を収集する．  

②  収集したファイル名から単語を抽出する．  

③  抽出された単語同士の距離を定義する関数が存在し，単語同

士の関連性の強さが定義できる．  

④  得られた単語同士の関連性を平面上にマッピングする．  
図  5 コンテンツ分析のための要求条件  

 

①  クラスタの個数 k を決め，各クラスタの初期ベクトル

を作成する  𝑐1,⋯ , 𝑐k ．  

②  N 件の分類対象を，それぞれ，最も近いベクトル 𝑐𝑘に

従って分類し，そのクラスタに割り当てて，ベクトル

𝑐𝑘を更新する．  

③  もしベクトル 𝑐𝑘が変化しなくなれば処理を終了し，そう

でなければ 2 に戻る．  

図  4 k-means 

 



 

  
 

 

4.2. 提案手法詳細  

本節では 4.1 で述べた条件を満たすための詳細なプ

ロセスを記載する．始めに提案手法の流れを述べた後

に，そのプロセスの中で用いられている技術の詳細に

ついて説明する．  

4.2.1. 提案手法の流れ  

P2P ネットワーク上で流通しているコンテンツを視

覚的に把握するためには，図  5 で示した要求条件を満

たしつついくつかのプロセスを経る必要がある．そこ

で，本節では図  6 に提案手法全体の流れを示し，各プ

ロセスが図  5 で示した要求条件とどのように対応す

るのかを説明した後に，各プロセスの概要について説

明する．各プロセスの詳細な手順については 4.2.2～

4.2.5 で述べる．  

 

全体の流れとしては，まず対象とする P2P ファイル

共有ソフトネットワークを流れているコンテンツの

ファイル名を万遍無く収集する．本稿では実際に

Winny ネットワークを流通しているインデックス情

報を自動的に収集するプログラムを作成することによ

り解決している (図  5 ① )．  

次にその得られたファイル名の情報から，その P2P

ファイル共有ソフト内で単語として扱われている語を

機械的に抽出する (図  5 ② )．つまり，これにより対象

とする P2P ファイル共有ソフトに特化した単語リス

ト D を作成することができる．  

次に，ファイル名単位での単語同士の共起数を求め

る．いま， D の i 番目の要素を𝑑𝑖，単語𝑑𝑖と𝑑𝑗との共起

回数を𝐶(𝑑𝑖 , 𝑑𝑗 )と表現するとする．また，単語 w が他の

単語と共起した回数の合計を𝑆𝑢𝑚(𝑤)とすると，D の要

素数を N として式 (4.1)のように表現できる．  

𝑆𝑢𝑚(𝑑𝑖) =  𝐶(𝑑𝑖 , 𝑑𝑗 )

𝑁−1

𝑘=0,𝑖≠𝑘

 (4.1) 

次に，各単語が他の単語と共起する確率ベクトルを

定義する．単語𝑑𝑖のベクトル成分𝒗𝒊は N 次元で構成さ

れ，式 (4.2)により計算する．  

𝒗𝒊 = 𝐶 𝑑𝑖 , 𝑑0 , 𝐶 𝑑𝑖 , 𝑑1 , 𝐶 𝑑𝑖 , 𝑑2 …𝐶 𝑑𝑖 , 𝑑𝑁−1 /𝑠𝑢𝑚(𝑑𝑖) (4.2) 

以上の計算により，各単語のベクトルが定義され，

単語同士のベクトル成分によって距離を定義できる

(図  5 ③ )．なお，本稿では Ward 法によって単語同士

の距離を定義している．Ward 法ではクラスタ𝑃と𝑄の

間の距離distance 𝑃, 𝑄 を以下の通り定義する．  

𝑑𝑖𝑠tance 𝑃, 𝑄 = 𝐸 𝑃 ∪ 𝑄 − 𝐸 𝑃 − 𝐸 𝑄  (4.3) 

ここでE 𝑋 は，𝑋のすべての点から𝑋の重心までの距

離の二乗の総和である．Ward 法は他の距離関数に比

べ分類感度が高いといわれている．以上のプロセスに

より単語同士の距離が計算できるので，これを基に階

層型クラスタリングを行い，類似した単語同士や性質

が近い単語同士をまとめる．最後にクラスタリングに

よって得られた階層型構造のデータを voronoi-treem

aps のように視覚化することで，本稿の最終目的を達

成することができる (図  5 ④ ) 

4.2.2. Winny ネットワーク全体のキー収集  

Winny ネットワーク上のコンテンツを分析するため

には，Winny ネットワークで流通しているファイルの

ファイル名を偏りなく取得する必要がある．  

そこで Winny ネットワークに参加している全ての

ノードを満遍なく巡回するクローラープログラムを作

成した．クローラーは Winny のプロトコルに則って

Winny のピアと通信を試み，ファイルのインデックス

情報を取得する．実際にファイル転送に関わることは

何もせず，Winny ネットワークのキーを収集し続ける

プログラムである．このプログラムを連続稼働するこ

とによって、一定期間における流通ファイルのファイ

ル名情報を収集した．   

4.2.3. Winny で用いられている単語の抽出方法  

Winny ネットワークで得られるファイルにつけられ

ているファイル名は，他の一般文書と比べて図  7 に示

す特徴を有しているものが多い．  

 

以上の 3 つの特徴を利用することにより， Winny

ネットワーク上の単語を高速に抽出できるヒューリス

ティックな手法を図  8 に示す．  

 

 

図  8 単語抽出と前処理フローチャート  

 

1. 同じファイルが多く存在する．  

2. 区切り文字としてスペースが入っていることが多く ,

全体として長くても 10 文字前後でほとんどのファイ

ル名がスペースで区切られる．  

3. 比較的短い単語同士の連続によって構成される．助詞

や副助詞をあまり含まない．  

図  7 Winny ネットワーク上のファイル名の特徴  

 

 
図  6 提案手法フローチャート  

 

Start

P2Pネットワーク全体のファイル名収集

辞書を作成(全単語抽出)

クラスタリング結果を可視化するよう出力

End

単語同士の共起率を求めクラスタリング



 

  
 

 

図  9 と図  10 に各 step の説明を示す．なお，文字

列 S が文字列 Z の部分文字列であるということは，S
が Z に含まれる文字列であることを意味する．   

 

 

なお，本実験では 4000 万のファイル名を対象に実

験を行った．ファイル名の重複を取り除いた結果ユ

ニークなファイル名は 300 万程であり，最も多いもの

では 1 つのファイル名で 10 万もの重複が見られた．  

実際の実験ではα=10000，β=0.3 に設定することに

より，5164 個の単語と見なされる語を抽出した．  

4.2.4. 関連する単語のグループ化  

4.2.3 までのプロセスにより，Winny 上での単語を抽

出することができた．単語を定義することにより，

Winny のファイル名から単語同士の共起率を求めるこ

とができる． 図  11 でクラスタリングの結果を得られ

るまでのステップを説明する．  

 

なお，step3，step4 で用いるクラスタ間の距離は (4.3)

式の Ward 法を用いて計算している．  

4.2.5. データの視覚化  

階層型クラスタリングによって得られた階層型構

造を持ったデータを，voronoi-treemaps の考え方を

用いて出力する．本稿では，単語同士の距離が近く

同一のクラスタに属するとみなされた単語同士は同

一色で表示するように考案している．  

あ る ク ラ ス タ Ｃ を 示 す 色 は Ｃ を 構 成 す る 単 語

𝑠(𝑠 ∈ Ｃ )の RGB 値の平均値によって定義される．Ｃ

を構成する𝑠の色は，Winny ネットワーク上での sの

出現頻度𝛼と，𝑠をクエリとして Yahoo! Japan で検索

したときのヒット件数𝛽の比率𝛾(= 𝛼/𝛽)によって決定

される．本稿では，𝛾の値が大きい，つまり Web 上

でのヒット件数𝛽に対し，Winny 上での出現回数𝛼の

比率が大きい値をより Winny に特徴的な語として考

え，赤色に近くなるようにＳの色が定義される．逆

に𝛾の値が小さい，つまり Web 上でのヒット件数𝛽に

対し，Winny 上での出現回数𝛼の比率が小さい値をよ

り一般的に用いられる語として青色に近くなるよう

に 𝑠の色が定義しされる．そして，あまりどちらに

偏っているとも言えない単語は 𝑠の色が緑色に近く

なるように以下に示される式によってそれぞれ定義

される．  

なお，式中で用いられる定数Ｍは全ての単語の平均

出現回数である．  

𝑅 =  min(255,128 × 𝑀 × 𝛾) (5.1) 

𝐵 =  min(255,128 × 𝑀 ×
1

𝛾
) (5.2) 

𝐺 =  min(0,128 − 𝑎𝑏𝑠 𝑅 − 𝐵 ) (5.3) 

𝑚𝑖 𝑛 𝑎,𝑏 は𝑎と𝑏の 2 つで最小の値を返す関数であり，

𝑚𝑎𝑥 𝑎,𝑏 は𝑎と𝑏の 2 つで最大の値を返す関数である．

また，abs(x)は𝑥の絶対値を返す関数である．  

4.3. 本手法が適用される範囲  

本節で説明した各プロセスを経ることによって最

終的にコンテンツの分布を示した平面図を得ることが

step1.  4.2.3 で抽出した任意の 2 単語が，収集されたファイ

ル名上で共起する回数をカウントする．これを全ての単語

の組み合わせに対して行う．  

step2.  単語の共起回数では，単語自体の出現頻度が大きく

異なる単語同士では，同様の使われ方をしていても，距離

の差が開いてしまう．そこで，共起回数ベクトルを正規化

することで，マイナーな言い回しの単語でも同様な使われ

方をしている他の単語と距離を近くすることができる．  

step3.  step2 で正規化された共起率ベクトルを用いて階層型

クラスタリングを実行する．  

step4. クラスタ間距離がγ以内同士の類似度が高い単語同

士を同一クラスタとして結合する．  

図  11 クラスタリングステップ  

 

stepA.  収集したファイル名の文字列から形成される部分文

字列の全てのパターンを作成する．作成された部分文字列

群がそれぞれ単語候補となる．  

stepB.  作成された部分文字列全てに対して，全てのファイ

ル名から出現回数をカウントし，全ての部分文字列から構

成される prefix-tree を作成する．次に作成された部分文字

列全てに対して stepC 以降を行う．この際に単語候補と

なっている部分文字列を S とする．  

stepC.  S が単語の候補となり得るかどうかを， S の出現回

数 t に応じてαを閾値として判断する．  

stepD.  prefix-tree の中から，S に任意の 1 文字を足した場合

存在するリーフがあるかどうかを探す．存在しなければ

S を単語であると判断し，存在するならば stepE へ進む  

stepE. prefix-tree から S に任意の 1 文字を足したもののう

ち，出現回数が最大ものを探しその出現回数を u とする．

次に t に対する u の割合を計算し，その割合が閾値β以下

ならば S を単語と判断し，β以上ならば単語でないと判

断する．  

図  10 単語抽出ステップ  

 

step1.  ファイル名の中には，制御文字 (ASCII コードで 1～

31)や特殊文字など無効な文字を含むものが僅かながら存

在する．それら無効な文字が存在した場合，空白文字へ変

更する．  

step2.  大文字小文字や全角半角の異なる単語同士は通常同

じ意味を表す．そのため，英字や記号の大文字小文字，カ

ナ文字や空白文字の全角半角の形式を統一する．  

step3.  重複ファイル名をカウントしておく．同じファイル

名を繰り返し読み込まなくてもよくなり，後の処理を大幅

に高速化できる．  

step4. 実際に単語の抽出を行うプロセスへと移行する．図  

10 に記す stepA～ stepE を行うことで，単語を機械的に抽

出することができる．  

図  9 前処理ステップ  

 



 

  
 

 

できる．特に 4.2.3 で説明した単語の抽出方法は本稿

独自のアルゴリズムであり，P2P ネットワークで流通

するファイル名の付けられ方の特性を利用した方法と

なっている．また，西欧などの文化圏で P2P ファイル

共有ソフトネットワークを流通しているコンテンツを

解析の対象とする場合には，ファイル名を空白文字で

区切って単語とするように単語抽出のアルゴリズムの

部分を変更することで，本手法がそのまま適用できる

と考えられる．  

5. 結果  

本稿では 2009 年 7 月 1 日の 24 時間に Winny ネッ

トワークから収集した 4000 万個のインデックス情報

に対して分析を行った．  

5.1. 単語抽出について 

インデックス情報から得られた 4000 万ファイル名

を 対 象 と し 4 . 2 . 3 で 使 用 す る 閾 値 α , 𝛽を (𝛼, 𝛽)  =

 (10000,0.3)として実験を行ったところ 5164 単語を抽

出した．αの値を小さく設定しすぎると，余りにもマ

イナーな単語やファイル名の誤字による単語が抽出さ

れてしまう．また，𝛽の値を大きくしすぎると単語抽

出の精度が落ちてしまい，単語でないものも単語とし

て抽出される．本手法で抽出した単語の中には多くの

固有名詞が含まれており，Mecab[24]などの従来の日

本語形態素解析器では抽出することができない多くの

名詞を抽出することができた．  

5.2. クラスタリングの出力結果について 

ファイル名を基として，単語の共起率に基づいて階

層型クラスタリングを行った結果，同じような系統，

あるいは似たような意味を持つ単語同士が近いクラス

タ位置を得ることができた．図  12 に本実験で抽出さ

れた単語 5164 個のうち，βの値が小さい順に 500 個

を選んでクラスタリングした結果を示す．  

同じ色で表示されている単語は同じクラスタに属

していることを意味する．また，図  13，図  14 に図  12

中の①，②のそれぞれで示された部分を拡大した様子

を示す．①のクラスタに含まれている単語は，日本の

有名な歌手名または歌手グループという関連性を持っ

た単語群であり，関連性がある単語同士が同一のクラ

スタに分類されていることを示している．図  14 は②

で示されたクラスタが同人に関係する単語によって構

成されていることを示している．③はアダルト関連の

単語によって，④は同人誌，アニメに関連する単語に

よって，⑤は「同人誌」「アプリ」「game」などといっ

た，ファイルの種類を表すタグ情報によって構成され

ている．  

 

 

 

 

 

 

図  14 同人関連で構成されるクラスタ  

 

②

 
図  13 歌手で構成されるクラスタ  

 

①

 

図  12 クラスタリング結果 (500word) 
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6. おわりに  

本稿では，P2P ファイル共有ネットワーク上を流通

するコンテンツの分類を，網羅的かつ視覚的に把握す

る手法を提案した．また，実際に Winny ネットワーク

を解析対象とすることにより，提案手法が有効である

ことを示し，既存研究よりも粒度の細かいコンテンツ

の分析結果を取得することができた．今後の課題とし

ては，クラスタリングの結果をより直感的に理解でき

るように表示方法を改善することが考えられる．  
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