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あらまし 本研究では，ブログとマイクロブログの記事を統合することにより，自然言語処理を用いずにイベント内

の盛り上がりを要約する手法を実現する．マイクロブログの記事は，イベントに参加している人々の行動や感想が逐

一に投稿されるため，投稿数のバーストからイベント内での盛り上がりを検知することができる．しかしながら，1

つの記事の文字数が少なく，また，連続する記事間の関係も明示的ではないため，バーストの内容を把握することが

困難である．それに対し，ブログの記事は整形された文章であるため，イベントの内容を把握しやすいが，イベント

全体を単位とした記事が多く，イベント内のバーストの検知はできない．そこで，本論文では，マイクロブログから

バーストを検知し，ブログ記事が内包する写真の撮影時刻からバースト毎に記事を分割し，要約として提示する．
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1. は じ め に

近年，ブログやマイクロブログなどの Consumer Generated

Media（CGM）の普及に伴い，多くの人々の意見や感想をWeb

上から取得することが容易になった．このような人々の意見や

感想は，マーケティングや社会分析の観点から重要であり，そ

れらを情報源として実世界のイベントに関する情報の抽出や分

析を行う研究が増加している [1] [2] [3] [4] [5]．

近年は，代表的なマイクロブログである Twitter（注1）を対象と

した研究が増加しており，例えば，Twitterに投稿されるツイー

トからイベントの発見を行う研究が行われている．そのような

研究として，Sakakiら [1]と Liら [2]の研究がある．Sakakiら

は，実世界のイベントのうち，地震や台風のような災害に着目

し，イベントの発見を行う手法を提案している．Sakaki らの

手法は，対象とする特定のイベントの発生に関係するかどうか

を SVMを用いて分類し，イベントの発生に関係すると分類さ

れたツイートが，短期間に多数投稿されている場合にイベント

として検出する．一方，Liらは，イベントを発見するためにツ

イートセグメントという 1-gram 以上の単語のまとまりを定義

し，同様のツイートセグメントが出現するツイートの急激な増

加（バースト）を検出することでイベントの発見を行う．この

ようなマイクロブログに対する研究において，ブログに対する

既存研究を適用することは困難であると考えられる．その原因

として，ブログとマイクロブログの特徴が異なるということが

（注1）：https://twitter.com/

あげられる．

マイクロブログの 1つである Twitterには，以下に述べる特

徴がある．Twitter に投稿されるツイートと呼ばれる記事は，

140字以内という制限がある．このような文字数の制限により，

ツイートには，省略表現などの特有の表現が用いられることが

ある．さらに，連続するツイート間の関係が明示的ではない場

合が多いため，投稿者の正確な意図を把握することが困難であ

る．また，マイクロブログの特徴として，従来のブログと比較

してリアルタイム性の高い内容の記事が多く投稿されることや

記事の更新頻度が高いことがあげられる．これについて，Java

ら [3]は，マイクロブログが容易に記事の投稿が可能であるこ

とや記事の内容を考える負担が軽減したことが要因の 1つであ

ると述べている．このような特徴により，投稿数のバーストか

らイベント内の盛り上がりを検知することが容易であると考え

られる．

一方，ブログは，ユーザが内容を慎重に考えて記事を書く傾

向があるため，マイクロブログと比較して文字数が多く，整形

された文章という特徴がある．そのため，マイクロブログの記

事を閲覧する場合と比較して，ユーザは少数の記事を閲覧する

ことで，ブログ記事からイベントの内容を把握することが容易

であると考えられる．また，記事において言及されているイベ

ントの発生期間と記事の投稿時刻には，差があるという特徴が

あげられる．あるイベントに参加したブログのユーザは，その

イベントの終了後にイベントに関する記事を投稿する傾向が多

いため，ブログ記事の投稿時刻からイベントの発生期間を推定

することは困難である．



そこで，本研究は，実世界で起きたイベントに基づいてブロ

グとマイクロブログを統合することで，2つのメディアの特徴

を併せ持つデータを生成する．マイクロブログの記事は，イベ

ントに参加している人々の行動や感想が逐一に投稿されるため，

投稿数のバーストからイベント内での盛り上がりを検知するこ

とが可能である．そのため，マイクロブログに投稿された記事

の投稿時刻に基づいて投稿数の急激な増加を検出することで，

イベントの発生期間を推定する．記事の統合は，同一の実世界

のイベントについて言及している記事について行う．その際，

ブログ記事が投稿された時刻ではなく，ブログ記事に書かれて

いるイベントが発生した時間を推測することで，その時間情報

に基づいてブログとマイクロブログの記事を統合可能であると

考えられる．統合の結果として，同一の実世界のイベントに関

するブログとマイクロブログの各記事は，関連づけられて，実

世界のイベントに関する記事群となる．

2つの異なる種類のメディアを統合した結果は，イベントの

要約生成，評判分析，実世界の動向予測などの研究に応用可能

であると考えられる．本研究では，2つの異なる種類のメディ

アを統合した結果を用いた研究の 1つとして，イベントの要約

を生成し，ユーザに提示するシステムを提案する．イベントの

要約を提示することで，イベントに関する情報を得るために大

量のブログ記事やツイートを閲覧するというユーザの負担の軽

減を目指す．また，本研究では，イベント内の盛り上がり毎に

要約を提示することで，時間とともに変化するイベントの様子

の把握を容易にすることを目指す．

本論文の構成を以下に示す．第 2節では，関連研究について

述べる．第 3 節では，ブログとマイクロブログの記事を統合

し，要約を提示する手法と，それを用いたシステムについて述

べる．第 4節では，提案システムの動作例と考察について述べ

る．最後に，第 5節では，本論文のまとめと今後の課題につい

て述べる．

2. 関 連 研 究

2. 1 2つの異なる種類のメディアの統合を行う研究

2 つの異なる種類のメディアの統合を行う研究として，

Tsagkias ら [6] と Bron ら [7] の研究がある．Tsagkias らと

Bron らの研究は，ソーシャルメディアの記事のほとんどは，

ニュースに取り上げられたイベントに関係しているという仮定

に基づいて，オンラインニュースの記事とソーシャルメディア

の記事を統合する手法を提案している．これらの手法では，オ

ンラインニュースとソーシャルメディアの記事の投稿時刻の差

が閾値よりも小さい記事を統合している．しかし，オンライン

ニュースやブログ記事は，イベント中ではなく，イベント終了

時以降に記事が投稿されることが多い．また，イベントの種類

や規模などによって，適切な閾値は異なると考えられる．その

ため，本研究では，イベントの発生期間を推定し，ブログ記事

に含まれる写真の撮影時刻に基づいて統合を行うことで，写真

を含むブログ記事については，適切な統合を実現する手法を提

案した．

オンラインニュースの記事は，記事の大部分を文章が占め，
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図 1 システム構成図

イベントの発生期間に撮影されたイベントに関する写真を内包

していることは少ない．そのため，Tsagkiasらや Bronらの手

法では，記事中の文章のみに着目して記事の統合を行っている．

そのような場合，記事中にイベントの発生期間に関する記述が

存在しない限り，同様の期間に開催された同様のイベントに関

する記事を統合することは困難である．時間情報を用いずに統

合した場合，あるイベントに関する記事とその 1年前に開催さ

れた同様のイベントに関する記事が統合されてしまうことが考

えられる．定期的に開催されるイベントの場合，発生期間が異

なるとイベントの内容が異なると考えられるため，発生期間の

異なるイベントに関する記事同士を統合することは適切でない

と考えられる．

2. 2 要約に関する研究

要約に関する研究として，坂本ら [4]と Shenら [5]の研究が

ある．坂本らは，Twitterからリアルタイムにイベントを検出

し，随時イベントの要約を生成する手法を提案している．坂本

らの手法では，Twitterから検出したイベントに対して，代表

となる 1 つのツイートを選出し，そのイベントの要約として

いる．しかし，1つのイベントに対して，代表となる 1つのツ

イートのみを選択し，要約としているため，イベントの内容を

十分に表す要約の作成が困難であるという課題があげられる．

一方，Shenらは，イベントの参加者に着目して，Twitterか

ら発見したイベントの要約を行っている．Shenらの手法では，

スポーツの試合に出場している選手や企業などのカンファレン

スにおける講演者の名前が出現するツイートから，イベントの

要約を表す代表的なツイートを抽出し，要約を行っている．し

かし，参加者の名前を含んでいるツイートを発見することで要

約を行っているため，イベントの進行に関わる人物の名前がツ

イートに出現しないようなイベント（e.g. エア・フェスタ）に

対して，要約を作成することはできない．

本研究では，イベントの要約としてブログ記事の文章を用い

ることで，代表的なツイートを提示することと比較してイベン

トの概要が容易に把握できる要約の作成を目指す．

3. 提案システム

本節では，提案するイベントに関する記事の統合閲覧システ

ムについて説明する．本システムは，実世界のイベントに基づ



いてブログとマイクロブログの記事を統合し，その結果を用い

て，イベントに関する要約と写真を提示する．本システムは，

次に述べる仮説に基づいてイベントの要約を提示する．ブログ

に投稿される記事は，イベント全体を単位とした記事が多く，

イベントの概要を把握することが可能であると考えられる．ま

た，ブログ記事に含まれる写真の周辺には，その写真について

説明している文章が書かれていると考えられる．また，あるイ

ベントに関するブログ記事は，そのイベントの終了後に投稿さ

れる事が多い．そのため，ブログ記事が言及しているイベント

の発生期間を，記事の投稿時刻を用いて推測することは適切で

はない．そこで，イベントに関する記事が内包する写真は，そ

のイベントが発生している時間に撮影されていると考えられる

ため，バーストしている時間中に撮影された写真を含み，ユー

ザが入力したキーワードを含むブログ記事を統合する記事とし

て取得する．そして，写真の撮影時刻を用いて，バーストを検

出した時間毎にブログ記事を分割し，それをイベント内の盛り

上がりの要約とする．

本システムは，図 1のシステム構成図において示した手順で

記事の統合とイベント内の盛り上がり毎の要約の提示を行う．

最初に，ユーザにより入力されたキーワードと記事の取得期間

を用いて，キーワードを含み，取得期間中に投稿されたツイー

トを取得する．次に，取得したツイートを用いてイベントの発

生期間の推定を行う．そして，推定したイベントの発生期間に

基づいて，ブログ記事が内包する写真の撮影時刻を用いて，統

合するブログ記事を取得する．そして，イベントの発生期間に

基づいて取得したブログ記事とバーストを検出した時間中に投

稿されたツイートを統合する．次に，バーストしている時間中

に撮影された写真を内包するブログ記事を写真の撮影時刻を用

いて分割し，分割した文章をバーストの盛り上がりの要約とす

る．最後に，記事の統合とイベント内の盛り上がりの要約の結

果として，バーストを検出した時間，統合したブログ記事とツ

イート，バーストしている時間中に撮影された写真，その時間

中のイベントの要約を表示する．

3. 1 イベント発生期間の推定

本システムで行うイベント発生期間の推定では，マイクロブ

ログに投稿された記事の投稿時刻に基づいてバースト検出を行

う．バーストの検出には，蝦名らが提案した手法 [8]を用いる．

本システムでは，蝦名らの手法を用いて，バースト検出を行っ

た結果として，バーストしている時間をイベント発生期間とし

て扱う．

蝦名らの手法では，データの到着間隔が急激に短くなってい

る期間をバーストと定義しており，到着間隔の変化率が大きい

ほど，バーストの度合いは大きくなる．バーストの度合いは，

aggregation pyramidというデータ構造を用いて，あるセルと

そのセルの直前の最上位のレベルのセルの到着間隔の変化率を

算出することで求める．最小ウィンドウサイズとして期間（e.g.

1時間，1日）を設定し，その期間中に発生したイベント（本

研究の場合，ツイートの投稿）の平均到着間隔を各セル毎に算

出し，バーストの度合いの算出に利用する．また，一定時間毎

にバーストを検出するのではなく，イベントの発生毎（本研究

表 1 システムの実行時に用いたデータセット
はまぞう Twitter

期間 記事数 期間 記事数

データセット 1 2013/10/13～10/27 32,414 2013/10/12～10/21 12,083

データセット 2 2014/1/13～2/6 51,467 2014/1/12～2/11 940,882

図 2 システムの動作例（検索語:“エアフェスタ” or“エア・フェ

スタ”）

の場合，ツイート投稿毎）にバーストを解析する．本システム

では，最小ウィンドウサイズを 1時間に設定し，出力として得

られた 1時間毎のバーストの度合いを用いて，イベントの発生

期間を推定する．

3. 2 統合するブログ記事の取得

推定したイベントの発生期間とユーザが入力したキーワー

ドを用いて，ブログ記事の取得し，ツイートと統合を行う．そ

の際，前述したとおり，ブログ記事が内包する写真の撮影時刻

を用いる．バーストしている時間中に撮影された写真を含み，

ユーザが入力されたキーワードを含むブログ記事を統合する記

事として取得する．ここで取得したブログ記事を用いて，イベ

ントの要約を作成する．

3. 3 イベントの要約提示のためのブログ記事の分割

本研究では，イベントを通して 1つの記事が書かれることが

多いブログ記事を用いて要約を生成する．ブログ記事において，

バースト期間中に撮影された写真の前後に書かれている段落中

の文章は，そのイベントについて書かれている可能性が高いと

考えられる．そのため，バースト期間中に撮影された写真の前

後の段落を抽出し，それをイベントの要約とする．ここで，本

研究における段落とは，ブログ記事を空行で区切った際の文章

の集合である．最終的に，抽出した段落から重複する文章を削

除し，ユーザに要約として提示する．



表 2 検索語“エアフェスタ”or“エア・フェスタ”を与えた際の要約結果

バーストしている時間 要約

06:00～07:00 なし

07:00～12:00

昨夜から降り続いた雨も朝には上がり
天候が持ちこたえてくれると思ったのもつかの間で雨のエアフェスタ２０１３になり５０１ＳＱのフライトまで実施されましたがその後はキャンセルになってしまいました

雨にも関わらず多くの人で会場は賑わっていましたブルーの列線。
空が暗い… 家康君塗装機 当然ご本人も登場 (笑)

RF-4E CH-47J 海自の SH-60J U-4 C-1 昨年は大行列が出来て断念しましたが、今日は入れました (iv

UH-60J U-125A F-15J(1 術校) F-2A(1 術校) 警空 E-2C ＆ AWACS

あああーーーーーーっ！30 周年アニバーサリーの記念マークがっ！
キティちゃんがラブリー o(≧▽≦ )o

T-400 T-33
昨年はギンギラギンでしたが今年はそれらしく復元されてます d(＾-＾)o

AWACSJr. のタクシーアウト (笑) 個人的にはＥ－７６７ジュニアがお気に入りですただのパロディーバイクと思いきや、円盤も回るし、翼の両端も赤と緑のランプが点滅して意外と本格的です
昨日はネイル検定一級の試験官として名古屋でお仕事でしたのでサロンはお休みさせていただきました！

昨日は朝からエア・フェスタ浜松に来ています。
サロンは明日１０時から営業いたします。

よろしくお願い申し上げます☆以前は書かれてなかった富士山裾野の文字。
轟音で起きました (＾^ ;) エアフェスタのならし飛行かな、一機ずつ旋回してるみたい新型の航空消防車 A-NB-2 昨日参加し損ねた先着無料体験の木工工作を娘と一緒にやってきました

ん工作ではないか…
背もたれに絵を描いただけですからー 大きな音が気になるようです横を向いていても耳だけ動かして音を聞いてます２ヶ５００円のジャンボ焼き帆立を食べました

テントがあっても横殴りな雨が降りかかって
グルメでは…まず、外の会場でやってた

東北女川の方々がやってた無料秋刀魚と…そんでもって次にシーポイントかね田さんが
絶賛してたスパイス６のチキンカマージを
うん確かに見た目は大したことないけど…(笑)

今回は当店スタッフ中村の一押しフレームのご紹介です。
もちろん愛用してますよ。

FaceFonts FF-121 Col 01 牡丹　です。
フロントメタル　マゼンタ
フロント樹脂　　ライトグレー

テンプル　　　　アイボリー　　の 3 カラー使用。
コンビネーションフレームでおしゃれですよ。

鼻パッドも滑りにくく、優しい肌触りの全面シリコンパッドを使用してます。
パッドアームにもβチタンを採用して、鼻への負担を軽減しています。

テンプルには軽くて錆にくいチタニウムを使用して、しっかり感も演出しています。
超軽量フレームで掛け心地抜群なんです。

しかもフロントはβチタンを使用しており、とってもしなやか。
このモデルは４カラー展開になっております。
ビアン正明堂さんの珍品トマト大福を

あっ、アイドルなライブも観ましたノリノリだぜベイベー (笑)

13:00～14:00

予定では 13：00 からブルーインパルスの展示飛行のはずです。
パイロットの紹介からです。

雨の中とはいえ人垣がすごくて見えないです。
ことまちの手前にあった久米吉さんで

こんにゃく料理無料バイキングやってたので
当然立ち寄りましたよ。ヘルシーまいうー

しかし、このあとはパレードだけで展示飛行は中止でした。
来年までお預けです。すみませんでした。
飛んでるところを見たかったなぁ。。。

今日、航空自衛隊浜松基地にてエア・フェスタ in 浜松 2013 が開催され式典に参加してきました。
式典は大勢の人で賑いましたが、ブルーインパルの展示飛行は荒天のため残念ながら中止とり地上滑走のみ行われました。

浜松地区での大きなイベントで県外からも大勢の人が楽しみにして来るだけに残念ですね。
私も雲ひとつない晴天の中で展示飛行を見たのは 2 回ぐらいでしょうか？

当日、晴天の確立は低いですね。

4. システムの動作例

本節では，提案システムによる，イベントの抽出に基づいた

ブログ記事とマイクロブログの記事の統合と，要約の提示例に

ついて述べる．記事の統合は，静岡県浜松市の地域ブログポー

タルサイト「はまぞう（注2）」の記事と Twitterのツイートを用

いて行った．本論文では，表 1に示す 2つのデータセットを用

いる．これら 2つのデータセットに対する提案システムの動作

例について以下に述べる．

データセット 1に対して，期間として 2013年 10月 18日か

ら 2013年 10月 21日を与え，キーワードとして“エアフェス

タ”と“エア・フェスタ”を与えてOR検索を行い，提案システ

ムの記事統合を行った結果の一部を図 2に示す．キーワードと

して与えた“エア・フェスタ”は，航空自衛隊による航空機の展

示飛行が行われるイベントのことであり，静岡県の航空自衛隊

浜松基地で開催される“エア・フェスタ浜松 2013”は，2013年

10月 20日の 09:00から 15:00の間に行われた．図 2は，バー

ストを検出した 10月 20日の結果となっており，図中のグラフ

（注2）：http://www.hamazo.tv/

は，横軸が 00:00から 23:00までの時間，縦軸がバーストの度

合いを表している．また，グラフの下には，バーストの盛り上

がり毎の時間とその時間中に撮影された写真を表示している．

20日に検出したバーストには，06:00から 07:00，07:00から

12:00，13:00から 14:00の 3つの盛り上がりが存在した．10月

20日に発見した 3つの盛り上がり毎の要約結果を表 2に示す．

06:00から 07:00の間に撮影された写真や要約が存在しないと

いう結果から，その時間はエア・フェスタが行われている時間

とは異なると推測可能である．06:00から 07:00の間にバース

トを検出した原因は，エア・フェスタに注目しているユーザに

よる“これからエア・フェスタに行ってきます”というような

内容の投稿が増加したためであると考えられる．

13:00から 14:00の間に撮影された写真は，ブルーインパル

スという展示飛行を披露する専門のチームが使用する航空機を

撮影した写真が多い．また，要約を提示した結果には，“予定

では 13：00からブルーインパルスの展示飛行のはずです。”や

“式典は大勢の人で賑いましたが、ブルーインパルの展示飛行

は荒天のため残念ながら中止とり地上滑走のみ行われました。”

という文章があり，13時からブルーインパルスによる演出が始



表 3 検索語“豆まき”を与えた際の要約結果
バーストしている時間 要約

10:00～11:00

鬼をやっつけ、一段落した後につどいの始まりです。今日は月曜日ですが、イレギュラーな開催ですが、「すこやか」さんも遊びに来てくれました。
つどいには、各クラスが作った、鬼のお面を被って入場です。とてもかわいかったですよ

つどいの中では魔法使いさんが節分について分かりやすく教えてくれました。そしてお待ちかねの豆まきです
一応十分な数は用意したのですが、子ども達も一斉にお菓子を拾っていました。こういう時って性格出ますよね

すこやかさんも豆まきに参加。「キョトン」としている子もいましたが、楽しんでくれたようです
不安な表情をしながらも体操を可愛くやっていました。足かわいいでしょ

節分のお話を聞いて鬼のパンツの体操を元気にやりました。さぁ!自分の中にいる鬼を退治するぞ！！
おにはそと～！！と豆を投げるみんな・・・泣きそうになりながらも必死に頑張っていました。みんなとっても強かったね

鬼さんと体操・・・鬼さんもみんなと仲良しになれましたおまけじゅんばん・・・じゅんばんだね
鬼さんをやっつけた後は福の神からみんなの健康と幸せを願ってお菓子まきとってもたくさんお菓子をもらえて大満足そうな子どもたちでした。

そしてたんぽぽさんに新しいお友達が来ましたよまだ小さなお友達です

12:00～13:00

晩飯は、長女猿宅で恵方巻
右上：ローリングペンケース　 840 円 左上：折尺　 294 円

右下：ルーラーカリキュレーター　 735 円 左下：消しゴム　 84 円
地元の「ゆるきゃら」達も勢揃い。私は初めて「出世大名家康くん」を見て大喜び。
３体いたけど、一番人気だったと思います。うなぎの「髷」もちゃんと戻ってました。
「福はうち」だけに「福 (お客様) はうち (山基整堂)」に来てくれるますように

【今日の昼食メニュー】
・ご飯　・お味噌汁　・アジの青海苔フライ　・菜の花のオカカ和え

・甘辛牛蒡炊きのゴマ和え　・香の物　・杏仁豆腐
法多山の節分にいって来ました 人生お初

家康くんも登場。もちろんどまんにゃかさんとフィッピーも登場
大変賑やかな豆まきとなりました。福は内、福は内

豆まきの後は、恵方巻きをガブッと、、、願い事を思い浮かべながら…頂きます。縁起物はやりましょう！！！

15:00～17:00

昨日は旦那さんが帰ってきてから豆まきしたよぉ厄年も終わったし大殺界も抜けたしこれからはきっといーこといっぱいだなぁ
昨日は節分、中泉八幡宮の節分豆まきのお手伝いに行ってきました。私も一緒に年男の厄払いをいていただいてきました。これで今年一年はいい年を越せるでしょう。

そして今日は立春！暦のうえでは春到来というわけです。
なんだか庭の木々や草花が一気に芽吹いて花も咲き出したような気がします。

今日からカフェのスイーツも春を感じさせるケーキが登場してきますよ。お楽しみに！
今日は節分。豆まきをします～
恵方巻きを頂きます。。

今年の恵方東北東を向いて…
一年間の無病息災‥商売繁盛‥世界の平和を‥願って‥

2 月の潮見表無料の可愛いイラストを貼りました。やっぱり、私が書くよりも 華があります！
・・・う～ん。毎月変わり映えしないような気が、、、。

節分と言えば『恵方巻き』。母と一緒に作りましたちゃびは大人しく見学たくさん出来ました
海鮮巻と田舎巻？（かんぴょう・干し椎茸・牛蒡・人参蓮根・厚焼き卵・胡瓜）

納豆巻き（長男用）茶碗蒸しと一緒に。
次は『いちご大福』作り

長女と次女が帰宅し一緒に・・・。
おかげで早く出来ました作りながら、幾つかお腹の中に

子供たちがいつのまにか、玄関に節分の折り紙を折って飾ってありました。上手にできました。
洋裁部屋作ったよ！とのことで、新しい作業部屋で楽しい時間でした。いつも美味しいコーヒーありがとうございます!!

18:00～24:00

恵方巻きをお腹一杯いただきました。さあー今から豆まきです
福は内!! 福は内!!

もちろん例にもれず遺伝子組み換えでない国産豆を買い、ちゃんと豆まきしました。
今年のお姿はやや控えめですね。

今日は節分でしたね。日中は春？を思わせる陽気でした。
しかし、週後半には氷点下の予報も出て居ますので油断なさらぬ様にね。

昨日の節分には、当町内でも豆まきが行われました。
豆まきのあとは「恵方巻き」長いまま食べるのは納得いかず、ブチツとちぎりながら食べていました！

あの大きな恵方巻き。次男には足りなかったようです
僕は贅沢に中トロ入り～ イェイ（こーゆうとこでお金惜しみたくない。）

東北東向いての恵方巻き妻と娘は安いサラダ巻ですが…
鬼はーー外福はーー内

さてさて、昨日は節分。恒例の花嶋家の豆まきにたくさんのお友達が来てくれましたぁ～
年々子供たちが大きくなっていくので大人も入りきらない状態です
ということで行政書士鈴木家の鬼です青い目がコワイでしょ（笑）

さんざん「福はうち」を叫んだあと。。。しっかり年の数。。いやいや年の数以上に（笑）お豆を食べました～！！
すると奥さんが息子のお豆を横取りしようと試みると。。「豆を取るな」（笑）

こんばんはーオザワです。節分に豆まきは昔からですが、、恵方巻は、ココ最近で定着したような気がします
その年に良いとされる方向を向いて食べるのが恵方巻で今年は、東北東と言われても・・・東西南北が全く分からない私です。。。

今日のイチオシ☆☆☆ ナットクラッカー。その名の通り、ナットを砕くための道具です
人気のこちら、フリーズ＆リリースで冷やしても、バーナーなどで熱しても、、、

サビ付いてしまったり、固着してしまって外れないナットの最終手段砕くが素早くできます
この丸の中にナットをセットしたら、お尻部分を締めていくだけ

これで刃がナットを砕いてくれます また、砕いたナットの飛び散りを最小限にしてくれるので安全です
大きさは、９～12mm 用、１２～１６ mm 用とあります

もう、どうしようもない!!って状態に陥った時の最終手段にどうぞもうひとつ　プラリペア
こちらは、破損してしまったプラスチックの応急処置のための道具です

同じ用に形を作って直すんです破損してしまったけど、取り換え用の部品が無い時に役立ちますよ
使い方も簡単です　どちらも、できれば出番があって欲しくは、ないけれど、いざという時にあると便利な２点ですよ

工具店でどうぞ工具は、通販をしておりませんので店頭にておもとめください。。
facebook もやってます 「いいね」お願いします

アートツール HP よりミニカーの通販も開始しました↓↓ http://www.arttool.jp/

まったが，悪天候により飛行はしなかったということが分かる．

一方，07:00から 12:00の間に撮影された写真は，ブルーイ

ンパルスが使用する航空機以外の様々な航空機を撮影した写真

が多い．要約の提示結果には，RF-4E，CH-47J，SH-60J，U-4

や C-1のような航空機の名称が含まれていることからも様々な

航空機の展示が行われていたことが分かる．また，“昨夜から

降り続いた雨も朝には上がり”という文章から，イベントの序

盤には雨が降っていなかったということが分かる．

また，記事の統合の結果として，エア・フェスタに参加する

予定であったが，悪天候のため予定を変更して別のイベントに

参加したという内容のブログ記事が存在した．そのような記事

を統合してしまった影響により，要約を作成した結果として，

エア・フェスタに関係がないと考えられる文章が含まれてし

まった．

次に，データセット 2に対して，期間として 2014年 2月 2

日から 2014日 2月 4日を与え，キーワードとして“豆まき”

を与え，提案システムの記事統合を行った結果の一部を図 3に

示す．また，2月 3日に検出したイベントの要約結果を表 3に



図 3 システムの動作例（検索語:“豆まき”）

示す．図 3中のグラフから，2月 3日に検出したバーストには，

10:00 から 11:00，12:00 から 13:00，15:00 から 17:00，18:00

から 24:00の 4つの盛り上がりが存在したことが分かる．

10:00から 11:00の要約を提示した結果から，子供たちが豆

まきをしている様子が分かる．それ以降の時間は，正午や夕方

のような食事を取る時間であることから，要約を提示した結果

として，豆まきだけでなく恵方巻きを作成して食べたという内

容の文章も存在する．また，12:00から 13:00の要約を提示し

た結果には，“法多山の節分にいって来ました”という文章が

含まれていることから，法多山で節分のイベントが行われてい

たことが分かる．要約において言及されている法多山は，静岡

県袋井市にある法多山尊永寺という寺院のことを示しており，

初詣や節分のような季節の催しの際，多くの人が訪れる場所

である．このように，イベントの様子を示す文章が存在する一

方，12:00から 13:00の要約に含まれる“ルーラーカリキュレー

ター　 735円”や“消しゴム　 84円”，18:00から 24:00の要

約に含まれる“今日のイチオシ☆☆☆ ナットクラッカー。その

名の通り、ナットを砕くための道具です”のようなイベントに

関係がないと考えられる文章が含まれてしまった．

データセット 1やデータセット 2に対する要約を提示した結

果として，イベントに関係がないと考えられる文章が含まれて

いる．その原因の 1つとして，ブログとマイクロブログの統合

を行う際，ユーザが与えたキーワードのみを文章中に含んでい

るかということを考慮してブログ記事を取得しているためで

あると考えられる．そのため，統合するブログ記事を取得する

際，イベントに関する複数のキーワードが含まれているかどう

かを考慮し，イベントに参加していないと考えられる記事は統

合しないようにする必要がある．イベントに関する複数のキー

ワードを決定する手段として，TF-IDFなどの特徴量を用いて，

バーストしている時間中のツイートから特徴的な単語を抽出し，

それをキーワードとして扱うことが考えられる．

5. お わ り に

本研究は，ブログとマイクロブログを統合することで，2つ

のメディアの特徴を生かし，イベントの発見とそのイベント内

の盛り上がり毎の要約をユーザに提示するシステムを提案した．

提案システムの動作結果から，写真の撮影時刻を利用する事で，

マイクロブログからバースト検出を行うだけでは困難な実際の

イベントの発生期間を推定できることを示し．また，バースト

の盛り上がり毎に要約や写真を提示することで，イベント内の

盛り上がりの様子を知ることができた．

今後の課題として，記事を統合する際，イベントに関係しな

い内容を多く含む記事 (e.g.“悪天候のため，別のイベントに

参加した”)を除去する手法の検討があげられる．解決方法と

して，マイクロブログからイベントに関するキーワードを抽出

し，そのキーワードがブログ記事に含まれているかどうかを考

慮することや統合する記事が同様のトピックに属しているかを

考慮することが考えられる．
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