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あらまし 本論文では，特定トピックに関して詳細な記述を含むブログ記事集合に対して，Wikipediaエントリを
知識源として，特定トピックにおける観点ごとにブログ記事を分類する枠組みを提案する．この枠組みにおいては，
Wikipedia中において特定トピックのキーワードが出現するエントリを収集し，特定トピックにおける観点の候補とす
る．さらに，Wikipediaエントリ中の関連語の情報を利用して，ブログ記事を各観点に分類する．提案手法により，特
定の検索クエリについて収集されたブログ記事における観点の分布を，素早く俯瞰することが容易になることを示す．
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1. は じ め に

近年，世界中でブログサービスやブログツールが普及し，各
地域の人々がそれぞれインターネット上で個人の意見や評判を

発信することが可能になった．それに伴い，様々な情報がブロ
グに記載され，商用ブログ検索サービスを利用することでそれ
らの情報を取得することができるようになった．
しかし，特定のトピックについて検索を行った場合でも，そ



図 1 観点に基づくブログ記事集合の分類

の検索結果には様々な観点が混在している．例えば「地球温暖
化」というトピックを検索クエリとして検索すると，温暖化の
原因として二酸化炭素を話題にしているブログ記事や，温暖化
対策の一つである排出取引について書いているブログ記事，地
球温暖化の原因は二酸化炭素などではなく太陽活動の変化であ
る，と述べているブログ記事など，「地球温暖化」について様々
な観点で書かれたブログ記事が得られる．このように，検索結
果には様々な観点が混在しているため，検索結果を単なるリス
トとして提示するだけでは，検索結果にどのような観点が含ま
れているのか知ることができない．そこで本論文では，この問
題に対して，ファセット検索の考え方 [9]を導入する．
具体的には，本論文では，特定のトピックに関して収集され

たブログ記事集合を，観点に基づいて分類する手法を提案す
る (図 1)．本論文では，Wikipediaを知識源とし，観点となる
Wikipediaエントリと類似したブログ記事を収集することで分
類を行うという方式を用いる．そして，提案手法の評価実験を
行い，実際に，観点に密接に関連するブログ記事を選定した結
果を示す．
以下に本論文の構成を述べる．2.では，本研究において分類

の対象とするブログ記事集合の収集方法について述べ，3.では
Wikipediaエントリとブログ記事の類似度について述べる．さ
らに，4.では特定のトピックに関して収集したブログ記事集合
を対象として観点を付与する方式を提案し，5. で評価を行う．
6.では関連研究と本研究の比較を行い，最後にまとめを行う．

2. 特定のトピックに関するブログ記事の収集

本研究においては，初期トピック t0に対して，関連するブロ
グ記事集合を収集した結果に対して，観点の分類を行う．そこ
で，本節ではまず，初期トピック t0 を含むブログ記事の収集方
法を述べる．
初期トピック t0 を含むブログ記事の収集においては，Ya-

hoo!Japan検索 API（注1）を利用し，初期トピック t0をクエリと
して，日本語ブログホスト大手 8社（注2）のドメインに限って検
索を行った．検索の際には，複数のドメインを一度に指定して
検索し，1,000件の記事を取得する．次に，ブログ記事検索後，
検索結果の URLをブログサイト単位にまとめる．その結果，
一つの検索クエリあたり約 200 前後のブログサイトが取得さ
れる．次に，各ブログサイトをドメイン指定し，初期トピック
t0 を検索クエリとすることにより，各ブログサイト中において
初期トピック t0 を含むブログ記事を収集し，ブログ記事集合
P (t0)を作成する．

3. Wikipediaエントリとブログ記事の類似度

3. 1 Wikipediaエントリの関連語 idfベクトルの生成
3. 1. 1 Wikipedia関連語
トピック名がタイトルであるWikipedia エントリ e を知識

源として，トピック名に密接に関連するWikipedia関連語を収

（注1）：http://www.yahoo.co.jp/

（注2）：fc2.com，yahoo.co.jp，yaplog.jp，ameblo.jp，goo.ne.jp，livedoor.
jp，Seesaa.net，hatena.ne.jp



図 2 Wikipedia エントリおよびWikipedia 関連語の例

集する．Wikipediaエントリ「排出取引」の場合について，エ
ントリのスナップショットの抜粋，および，Wikipedia関連語
の例を図 2に示す．この例の場合は，エントリタイトル「排出
取引」の別名であるリダイレクト「排出量取引」で検索を行っ
た結果，エントリタイトル「排出取引」の下に，リダイレクト
「排出量取引」が表示され，エントリとしては「排出取引」の
本文が提示されている．その他，エントリ中の太字「炭素クレ
ジット」，および，他エントリへのリンクのアンカーテキスト
「吸収源活動」，「カーボンオフセット」，「認証排出削減量」が
提示されている．本稿においては，各エントリのリダイレクト，
各エントリ本文中の太字，および，本文中における他エントリ
へのリンクのアンカーテキストをWikipedia関連語として収集
する．Wikipediaエントリ eについて収集された関連語集合を
R(e)とする．

3. 1. 2 Wikipediaエントリの関連語 idfベクトル
Wikipediaエントリ eを表現するベクトルとして，収集され

たそれぞれの関連語 r ∈ R(e)を次元とし，値をその関連語の
重み w(r) とするベクトル �I(e) を定義する．ここで，関連語
r ∈ R(e)の重み w(r)は，ブログ記事との類似度を測る際の関
連語 rの重要度に基づいて設定する．例として，「排出取引」エ
ントリの関連語としては，「排出枠」や「温室効果ガス」など，
「排出取引」というエントリとの類似度を測る際に重要となる
関連語が収集される．しかし一方で，「社会」，「日本」など，「排
出取引」との関連が弱く，類似度を測る際に重要でない関連語
も収集されてしまう．これらの重要度の違いを考慮するために，
本稿では，逆文書頻度 (inverse document frequency, idf)を用
いる．本研究では，Wikipedia の全エントリを文書集合W と
して，関連語 r の逆文書頻度 idf(W,r) を定義する．

idf(W, r) = log

∣∣W ∣∣
∣∣∣{e ∈ W

∣∣r ∈ R(e)
}∣∣∣

そして，エントリ eの関連語 r (∈ R(e))の重み w(r)として，
この逆文書頻度 idf(W,r) を用いる．

w(r) = idf(W,r)

この重み w(r)を用いて，Wikipediaエントリ eの関連語集合
R(e)に対して，関連語 idfベクトル �I を以下のように定義する．

�I(e) =
(

w(r1), . . . , w(rn)
)

3. 2 ブログ記事のターム頻度ベクトルの生成
Wikipediaエントリ e，および，2.で収集したブログ記事集合

P (t0)中の各ブログ記事 p (∈ P (t0))の組に対して，Wikipedia

エントリ eの関連語 ri (∈ R(e), i = 1, . . . , n)を次元とする p

のターム頻度ベクトル �G(p, e)を次のように定義する．

�G(p, e) =
(

freq(p, r1), . . . , freq(p, rn)
)

ただし，freq(p, ri) は，Wikipediaエントリ eの関連語 ri (∈
R(e), i = 1, . . . , n)のブログ記事 p における出現頻度である．

3. 3 Wikipediaエントリとブログ記事の類似度の定式化
Wikipediaエントリ eとブログ記事 pの類似度 Sim(e, p)は，

3. 1 節で定義したWikipediaエントリの関連語 idfベクトル �I

と，3. 2 節で定義したブログ記事のターム頻度ベクトル �G(p, e)

の内積として，次のように定義する．

Sim(e, p) = �I(e) · �G(p, e) =
∑

r∈R(e)

w(r) × freq(p, r)

4. 特定トピックに関するブログ記事集合の観点
への分類

4. 1 観点候補の収集
初期トピック t0に対して，収集したブログ記事に付与する観

点の集合 F (t0)を作成する．具体的には，まず，本文中に，初
期トピック t0が出現するWikipediaエントリを f0 とする．次
に，f0 のうち，ブログ記事集合 P (t0)において，エントリタイ
トル t(f0)の文書頻度が 30以上となるものを選定し，観点集合
F (t0)を構成する．

F (t0) =
{

f
∣∣∣ df( P (t0), t(f) ) >= 30

}
(1)



表 1 ブログ記事・観点組の評価結果 (その 1)

初期トピック 観点数 観点
正解率
(%)

正解と判定された
ブログ記事・観点組数

評価対象の
ブログ記事・観点組数

受動喫煙 87.5 7 / 8

禁煙 100.0 5 / 5

禁煙ファシズム 50.0 3 / 6

その他 63.6 21 / 33

喫煙 20

合計 69.2 36 / 52

臓器の移植に関する法律 100.0 9 / 9

免疫抑制剤 46.2 6 / 13

宇和島徳洲会病院 100.0 4 / 4

その他 68.4 26 / 38

臓器移植 18

合計 68.8 45 / 64

京都議定書 75.0 9 / 12

再生可能エネルギー 62.5 5 / 8

環境税 100.0 4 / 4

その他 64.8 35 / 54

地球温暖化 26

合計 67.9 53 / 78

医師 56.2 9 / 16

医療訴訟 54.5 6 / 11

日本医療機能評価機構 100.0 4 / 4

その他 48.6 18 / 37

医療事故 14

合計 54.4 37 / 68

少子化 80.0 8 / 10

社会保障 77.8 7 / 9

年金 71.4 7 / 5

その他 17.1 6 / 35

高齢化社会 12

合計 47.5 28 / 59

4. 2 ブログ記事への観点の付与手順
次に，特定トピックに関連するブログ記事集合中の各ブログ

記事に対して，観点を付与する手順の詳細を以下で述べる．以
下では，2. において，初期トピック t0 を含むブログ記事を収
集して作成した集合 P (t0)中の各ブログ記事に対して観点を付
与する．
まず観点を付与する際の条件として，観点 f を付与するブロ

グ記事の候補は，P (t0)のうち f のタイトルが文字列として出
現するブログ記事の集合 Pf (t0)に限定する．
次に，各観点 f (∈ F (t0))に対して，集合 Pf (t0)中のブログ

記事 pのうち，pと f の間の類似度の上位 20位までのブログ
記事を収集する．

p1, p2, . . . , pi, . . . , pj , . . . , p20

(ただし i < j ならば Sim(f, pi) >= Sim(f, pj))

そして，各ブログ記事 pに対して，観点集合 F (t0)中で類似度
最大となる観点が f 自身である場合のみ，

f = argmax
f ′∈F (t0)

Sim(f ′, p)

ブログ記事 pに観点 f を付与することとする．
これにより，ブログ記事 pおよび付与された観点 f の組 〈p, f〉

を作成し，評価の対象とする．

5. 評 価

5. 1 評 価 方 法
前節で観点が付与されたブログ記事 p に対して，ブログ記

事・観点組 〈p, f〉 の評価を行った．評価を行う際には，ブログ
記事 p中の記述内容が初期トピック t0 および観点 f の双方に
関連している場合に，ブログ記事・観点組 〈p, f〉 は正解とし，
初期トピック t0 もしくは観点 f の少なくとも一方には関連し
ていない場合には不正解とした．評価尺度としては，以下の正
解率を用いた．

正解率 =
正解と判定されたブログ記事・観点組数
評価対象のブログ記事・観点組数

5. 2 評 価 結 果
初期トピックとして，「喫煙」，「臓器移植」，「医療事故」，「高

齢化社会」，「アルコール依存症」，「リストラ」」，「地球温暖化」，
「スマートフォン」，「プリウス」の 9トピックを対象として行っ
た評価結果を表 1，表 2に示す．また，正解と判定されたブロ
グ記事・観点組の例を表 3に，不正解と判定されたブログ記事・
観点組の例を表 4に，それぞれ示す．
表 3に示すように、初期トピック「喫煙」，観点「受動喫煙」

について，正解と判定されたブログ記事では，「受動喫煙症」や
「健康増進法」など，「受動喫煙」と密接に関わる語が出現し，



表 2 ブログ記事・観点組の評価結果 (その 2)

初期トピック 観点数 観点
正解率
(%)

正解と判定された
ブログ記事・観点組数

評価対象の
ブログ記事・観点組数

電気自動車 22.2 4 / 18

トヨタ自動車 35.3 6 / 17

ハイブリッドカー 75.0 9 / 12

その他 21.7 5 / 23

プリウス 17

合計 34.3 24 / 70

Android 100.0 4 / 4

W-ZERO3 66.7 2 / 3

ウィルコム 44.4 4 / 9

その他 26.6 17 / 64

スマートフォン 37

合計 33.8 27 / 80

飲酒運転 84.6 11 / 13

精神疾患 16.7 2 / 12

麻薬 8.3 1 / 12

その他 28.1 9 / 32

アルコール依存症 15

合計 33.3 23 / 69

就職活動 20.0 3 / 15

雇用 50.0 4 / 8

退職勧奨 100.0 1 / 1

その他 3.8 1 / 26

リストラ 10

合計 18.0 9 / 50

Wikipediaエントリ「受動喫煙」との類似度が高くなったため，
正しい観点が付与されている．同様に，初期トピック「臓器移
植」，観点「臓器の移植に関する法律」について，正解と判定
されたブログ記事でも，「自民」や「A案」，「D案」など，「臓器
の移植に関する法律」と密接に関わる語が出現している．
一方，ブログ記事へ観点を付与した結果における誤りは，表 4

のように分類できる．以下，この分類の一覧を示す．
(a) ブログ記事が初期トピックと関連のある場合．

(a1) 人手でブログ記事に付与した参照用
観点が，観点集合 F (t0)に含まれる．

(a2) 人手でブログ記事に付与した参照用
観点は，観点集合 F (t0) には含まれ
ないが，Wikipediaに存在

(a3) 人手でブログ記事に付与した参照用
観点がWikipediaに存在しない

(a4) ブログ記事は，初期トピックに関連
するが，特定の観点の付与は困難

(b) ブログ記事が初期トピックと関連のない場合．

この場合，提案手法によりブログ記事に付与された観
点が，ブログ記事に適合している度合いが大きい場合
と小さい場合がある．

このうち，まず，表 4(a) に，「ブログ記事が初期トピックと
関連のある場合」の例を示す．
「(a1) 参照用観点が観点集合 F (t0)に含まれる」場合の例で

は，「禁煙のために日常生活をどのように改善すればよいか」に
ついて書かれたブログ記事に対して，「ニコチン依存症」という
観点が付与されていた．このブログ記事では，「ニコチン」，「喫
煙」，「依存症」等，初期トピック「喫煙」に関する他の観点と
の間で共有される関連語が多く出現し，観点「ニコチン依存症」
との類似度が高くなっていた．この問題に対する対策の一つと
して，観点集合 F (t0)中の各エントリの本文の集合を文書集合
とみなして逆文書頻度を測定し，この値を各関連語の重みとす
る，という手法が考えられる．
「(a2) 参照用観点は観点集合 F (t0) には含まれないが，

Wikipedia に存在」の例では，ブログ記事中に出現した
Wikipedia エントリタイトルを観点候補とすることにより，
「腎移植」を観点候補とすることが可能である．今後は，この
方式の精緻化が必要である．「(a3) 参照用観点がWikipedia に
存在しない」の例では，ブログ記事中の文字列の中から，観点
名として適切な用語を抽出する必要がある．類似の観点を共有
するブログ記事が一定数以上存在する場合には，外部知識を用
いず，主として，クラスタリング対象の文書集合の情報のみを
用いる先行手法 [1, 8]との併用が効果的であると考えられる．
「(a4) 初期トピックに関連するが，特定の観点の付与は困

難」の例では，ブログ記事中に，「喫煙についてのブログ著者の
意見」が書かれているが，特定の観点を付与することは困難で
あった．今後は，このような「特定の観点の付与が困難」なブ
ログ記事の同定に特化した方式を導入する必要がある．
一方，表 4(b)に示す「ブログ記事が初期トピックと関連の

ない場合」の例では，いずれの場合も，ブログ記事の内容は，



表 3 ブログ記事・観点組の正解例

初期トピック
提案手法により付与された観点
= 人手で付与した参照用観点

ブログ記事の内容

受動喫煙
受動喫煙等で化学物質過敏症になった人物．
受動喫煙防止に取り組んでほしい，と県知事にメールを送った

禁煙
禁煙治療に関する社説に異議．
禁煙のつらさに対する理解が足りない，と主張喫煙

禁煙ファシズム
ヒステリックにタバコ規制へ突き進む，このような社会状況を「禁煙
ファシズム」として厳しく批判してきた A氏へのインタビューを掲載

臓器の移植に関する法律 生命倫理会議が公表した「臓器移植法改定に関する緊急声明」への解説

免疫抑制剤
腎移植と透析どちらが良いのか，という議論について．
腎移植をしても，免疫抑制剤を飲み続ける必要がある，と説明臓器移植

宇和島徳洲会病院
「宇和島徳洲会病院が３年ぶりに修復（病気）腎移植再開」という
報道について，さまざまなメディアの報道内容を紹介

表 4 ブログ記事・観点組の不正解例

(a) ブログ記事が初期トピックと関連のある場合

誤りの分類 初期トピック
人手で付与した
参照用観点

ブログ記事の内容
提案手法により
付与された観点

参照用観点が観点
集合 F (t0) に含まれる

喫煙 禁煙
『タバコ病辞典』の著者 加濃さんによる
『禁煙のための日常生活改善ガイド』を紹介

ニコチン依存症

参照用観点は
観点集合 F (t0) には
含まれないが，

Wikipedia に存在

臓器移植 腎移植
病気腎移植について，学会に説明を求める．
腎透析に苦しむ人にとって，病気腎移植は
大きな希望である

免疫抑制剤

参照用観点が
Wikipedia に存在しない

スマートフォン
moTweets

(アプリケーション名)

メニューも日本語，マルチアカウント対応，
リストや会話のやり取りの一覧表示も可能と
今いち押しのアプリケーションです

Pocket PC

初期トピックに関連
するが，特定の
観点の付与は困難

喫煙 「初期トピック全般」
「喫煙は趣味」というにであれば，喫煙者が
自分らの責任で迷惑をかけずに吸えるような
環境を作るべき

受動喫煙

(b) ブログ記事が初期トピックと関連のない場合

誤りの分類 初期トピック
人手で付与した
参照用観点

ブログ記事の内容
提案手法により
付与された観点

ブログ記事が初期
トピックと関連無

地球温暖化
「初期トピック
と関連無」

敦賀市環境審議会の風力発電に関する答申が
かたまったようです

風力発電
(ブログ記事との
適合性大)

臓器移植
衆院議員石川知裕容疑者 (36)，政治資金規正
法違反容疑で逮捕

鳩山由紀夫
(ブログ記事との
適合性小)

初期トピックと関連しない内容であった．ただし，初期トピッ
クが「地球温暖化」の場合の例では，提案手法によって，観点
集合 F (t0)中の観点「風力発電」がブログ記事に付与されてお
り，この観点は当該ブログ記事に最も適合する観点であった．
一方，初期トピックが「臓器移植」の場合の例では，提案手法
によって付与された観点「鳩山由起夫」は，観点集合 F (t0)中
では，ブログ記事の内容にやや近いと言えるが，当該ブログ記
事にとってより適切な観点は，「地球温暖化」とは無関係な，よ
り政治色の強い観点であった．しかし，観点集合 F (t0)中には，
そのような政治色の強い観点が含まれていなかったため，結果
的に，観点「鳩山由起夫」が付与された．なお，これらのいず

れの例においても，初期トピックとブログ記事との間の類似度
や，初期トピックと観点との間の類似度に対して下限を設ける
ことにより，観点付与の性能を改善できる可能性がある．今後
の課題として，それらの方式に取り組む．

6. 関 連 研 究

本論文に関連して，TREC-2009 におけるブログ検索タス
ク [6]においては，ファセット検索によるブログサイト検索タ
スクが導入され，「意見の有無」，「個人的情報・公的情報の別」，
「トピックについて専門的あるいは詳細な情報を含むか否か」
の 3種類のファセットをブログサイトに付与するタスクが行わ



れた．
文献 [3]は，Webページの検索結果を分類し，各分類に対し

て適切な要約文を付与するという手法を提案している．この手
法では，分類対象のWebページの情報のみを利用してクラス
タリングを行うため，データが十分に存在しない場合，まとま
りのよい分類を行うことが難しくなる．これに対し，本研究の
手法では分類対象の情報だけではなく，Wikipediaを知識源と
して利用しているため，分類対象が少ない場合でも分類を行う
ことができるという利点がある．
また，文献 [1,8]では，検索された個々のWebページに対し

てラベルの付与を行い，付与されたラベルに基づいて分類を行
う手法を提案している．これらの手法でも，ラベルを付与する
対象のページの情報しか用いていない．これに対し，本研究の
手法では，観点となるWikipediaエントリのタイトルをラベル
としている．このように，ラベルの付与においても，付与対象
の情報に加えて，Wikipediaの知識も用いることで，より容易
にラベルを付与することができていると考えられる．
その他に観点に基づいて検索結果を提示する研究としては，

トピック，ブロガー，リンク先，感想といった観点でブログを閲
覧するもの [2]や，Wikipediaの検索に観点を利用するもの [4]

などがある．また，本研究の発展として，文献 [7]においては，
ブログ記事の時系列の分布，および，ブロガーの分布を考慮し
て，特定のトピックについて収集されたブログ記事集合におけ
る観点分布を提示する方式を提案している．文献 [5] では，韓
国語のブログ記事を対象として本論文の手法を適用し，言語に
依存せず，ブログ記事への観点付与が可能であることを示して
いる．

7. お わ り に

本論文では，特定トピックに関して詳細な記述を含むブログ
記事集合に対して，Wikipediaエントリを知識源として，特定
トピックにおける観点ごとにブログ記事を分類する枠組みを提
案した．この枠組みにおいては，Wikipedia中において特定ト
ピックのキーワードが出現するエントリを収集し，特定トピッ
クにおける観点の候補とした．さらに，Wikipediaエントリ中
の関連語の情報を利用して，ブログ記事を各観点に分類した．
提案手法の評価実験を行い，実際に，観点に密接に関連するブ
ログ記事を選定した結果を示した．提案手法により，特定の検
索クエリについて収集されたブログ記事における観点の分布を，
素早く俯瞰することが容易になることを示した．
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