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あらまし  クラスタリングはビッグデータの分析に多く用いられており，近年では大量のテキストデータに対す

るクラスタリング技術のニーズが高まっている．しかしながら， 1 単語を 1次元とする高次元空間において，テキ

スト情報は空間がスパースとなる問題点がある．スパースな空間では，データ間の正確な類似度評価が難しく，精

度の高いクラスタリングは容易ではない．本稿では，介護者から収集した認知症のケアに関する情報に対するクラ

スタリングの精度向上を目指す．本稿で提案する手法では， Yahoo 知恵袋の投稿データから認知症に関係する記事

を選別し，類似単語辞書を作成する．次に，ケア情報に関するテキスト情報を Bag of Words に変換した後，類似単

語辞書を用いて密ベクトル化する．その後，iDF を用いて単語をフィルタリングすることで，クラスタリングの精

度向上を目指す．クラスタリング精度は正解データを用いて評価する．実験の結果，密ベクトル化の有効性は確認

できなかったが，iDF は有効であることを確認した． 
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1. はじめに  

日本は世界に先駆けて超高齢社会を迎えており，認

知症高齢者数の増加は大きな社会問題となっている．

現在， 認知症の患者数は 450 万人を超え，今なお増加

している．しかしながら，現状では有効な根治療法が

ないため，認知症患者への対応はケアが中心となる．  

認知症の症状は「中核症状」と言われる認知機能障

害や実行機能障害などと，中核症状に伴って発症する，

徘 徊 や 無 気 力 な ど の 「 BPSD (Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia：認知症精神行動

症状 )」の 2 つに大別される．  BPSD は適切なケアに

よって発症を抑えたり，症状を軽減させられたりする

ことが知られている．そのため， 介護現場では BPSD

の緩和を目指して様々なケアが行われており，そのケ

アに関する情報は日々蓄積されている．しかし，認知

機能に障害がある人に対するケアは試行錯誤の繰り返

しとなることも多く，介護者の負担は大きい．このた

め，認知症はケアが最も難しい疾患の１つと言われて

おり，介護者の負担を軽減することが急務である．   

そこで，我々は多くの認知症患者にとって有効なケ

ア方法を明らかにするための研究を行っており， 介護

現場で蓄積されているケアに関する情報を効率的かつ

大量に収集するための web サイト「認知症ちえのわ net」

の開発を進めている [1]．「認知症ちえのわ net」では

発生した BPSD と，その症状に対する対応方法，およ

びその対応方法の奏功結果を合わせて「ケア情報」と

呼び，各 BPSD に対する奏功確率の高い対応方法の自

動抽出を目指している．本稿では，そのファーストス

テップとして，「BPSD」に関する情報のカテゴリ化に

ついて扱う．  

情報をカテゴリ化する代表的な手法としてクラス

タリングが挙げられる [2][3]．クラスタリングは，デー

タ間の距離に基づいて類似性を判断し，データの分類

を行う手法である．近年ではテキストデータに対する

クラスタリングについての研究が行われている [4]．  

しかし，自然言語をデータとして利用する際には，

1 単語を 1 次元とする高次元空間として扱う必要があ

り，そのような空間でテキストデータはスパースとな

る問題点がある．スパースな空間では，データ間の正

確な類似度評価が難しく，精度の高いクラスタリング

は容易ではない．  

そこで，提案する手法では密ベクトル化の処理と

iDF を用いた単語のフィルタリングを行うことで，ク

ラスタリング精度の向上を目指す．具体的には，以下

のステップによりクラスタリング精度を向上させる．  

1)類似単語辞書の作成：Yahoo 知恵袋に投稿された

認知症に関連する記事を形態素解析して，各単語をそ

れぞれの類似単語を用いてベクトル表現することで，

類似単語辞書を作成する．  

2)文書の密ベクトル化：クラスタリング対象である



 

 

「BPSD」に関する情報を形態素解析することで文書を

単語ベクトルに変換し，1)で作成した類似単語辞書を

用いて密ベクトル化する．  

3)iDF を用いたフィルタリング：特徴的ではない単

語がクラスタリングに与える影響を小さくする．  

4)文書集合のクラスタリング：密ベクトル化した文

書をクラスタリングする．  

本稿の構成は次の通りである．2 章では「認知症ち

えのわ net」について述べ，3 章では前提知識について

述べる．4 章では提案手法について述べ，5 章では実験

および評価を行う．6 章では関連研究について述べ，7

章で結論を述べる．  

2. 認知症ちえのわ net 

「認知症ちえのわ net」は，認知症ケアに関する情

報提供・情報共有を目的とする web サイトである．日

本だけでなく，世界中に認知症ケアあるいは介護に関

する web サイトがあり [5][6][7]，多くのサイトでは，

専門家が回答してくれる Q&A コーナーなどを設けて

認知症ケアに関する情報が提供・共有されている．「認

知症ちえのわ net」は，それらのサイトとは異なる認

知症ケアに関する情報提供・共有を目指しており，そ

の最大の特徴は，実際に行ったケア情報を集積し，そ

れに基づいて奏功確率を計算し，奏功確率の高いケア

情報をグッドプラクティスとして，奏功確率と共に公

開する点である．これによって，これまで試行錯誤し

ながらケアをしてきた介護者が，奏功確率の高いケア

方法から試すことができるようになり，介護負担が大

きく軽減されることが期待されている．  

「認知症ちえのわ net」では，認知症ケアに関わる

人（医師，看護師，介護士，家族など）から，認知症

ケアに関する情報（体験談）を広く収集し，テキスト

マイニング技術を適用して，1) 多くの認知症患者にと

って，あるいは  2) 特定の属性（性別，地域別，重症

度別など）を持つ認知症患者にとって，有効なケア方

法を自動抽出して公開することを目指している．「認

知症ちえのわ net」を利用する場合は，まず最初に利

用者登録をしてもらい，自身の認知症ケアに関する情

報（認知症ケア歴，認知症ケアに関係する資格の有無，

など）を入力してもらう．次に，利用者自身がケアし

ている認知症のご本人（複数可）に関する情報，たと

えば，疾患名（アルツハイマー病など）や，要介護度

などを入力してもらう．ここまでが，実際にケア情報

を入力するための準備である．ケア情報は，登録した

認知症のご本人を特定して入力する．たとえば，認知

症のご本人として，A，B，C の 3 名を登録している利

用者は，ケア情報を入力する場合は，A，B，C のうち

の，誰に関するケア情報を入力するかを特定した上で，

実際にどのような BPSD が発生し，それに対してどの

ような対応を行ったのか，結果，それはうまくいった

のかどうか，をケア情報として入力する．また BPSD

が発生した場所（屋内，屋外など）や，発生した時間

なども補助情報として入力してもらい，全部合わせて

1 件のケア情報として保存する．  

「認知症ちえのわ net」におけるケア情報の処理フ

ローを図 1 に示す．ケア情報を，BPSD と対応方法の

組として体系化するために，BPSD とその対応方法の

観点の 2 段階のカテゴライズを行う．すなわち，収集

されたケア情報を BPSD ごとにカテゴライズした後

（図 1 の 2），各カテゴリに属する対応方法ごとにさ

らにカテゴライズする（図 1 の 3）．その上で，対応

方法ごとに，その対応方法が有効であったか否かの件

数をそれぞれ算出し，その対応方法の奏功確率を計算

する（図 1 の 4）．最終的には，対応方法に関して医

師が確認した上で，奏功確率が高いケア情報をグッド

プラクティスとして「認知症ちえのわ net」で奏功確

率と共に公開する（図 1 の 6）．  

 

 

図 1 「認知症ちえのわ net」におけるケア情報の  

処理フロー  

 

3. 事前知識  

3.1. クラスタリング  

クラスタリングは似たような内容のデータをグル

ープ化してまとめることで，一つの大きなデータの集

合をより少数のデータからなる複数の集合に自動的に

分けることである．本稿では，k-means 法と EM アル

ゴリズムについて述べる．  



 

 

3.1.1. k -means 法  

非階層型クラスタリングのアルゴリズムのことで

ある．異なる性質をもった集団から，似た性質を持つ

ものを集めクラスタを作る方法の 1 つであり，サンプ

ル数の大きいビッグデータの分析に適している．しか

し，種子点によってクラスタリング精度が異なるとい

う問題点がある．また，k-means 法ではクラスタ中の

対象数が等しいことを暗黙のうちに仮定しているため，

この仮定に反する構造の抽出は困難である [2]．  

3.1.2. EM アルゴリズム  

統計学において，確率モデルのパラメータを最尤推

定する手法の一つであり，観測不可能な潜在変数に確

率モデルが依存する場合に用いられる．その一般性の

高さから，機械学習，音声認識，因子分析など，広汎

な応用がある． EM アルゴリズムは反復法の一種であ

り，E(期待値 )ステップと M(最大化 )ステップを交互に

繰り返すことで計算が進行する．E ステップでは，現

在推定されている潜在変数の分布に基づいて，モデル

の尤度の期待値を計算する．M ステップでは，E ステ

ップで求まった尤度の期待値を最大化するようなパラ

メータを求める．M ステップで求まったパラメータは，

次の  E ステップで使われる潜在変数の分布を決定す

るために用いられる．  

3.2. Skip-gram with Negative Sampling(SGNS) 

SGNS[8]は単語に密な分散表現を割り当てるモデル

である．着目語に対して，前後の数単語以内に出現す

る単語の生起確率を最大化するようにパラメータを調

整する．このモデルは Google 研究所によって提案され

た word2vec に使われている [9][10][11]．  

SGNS によって作られた単語ベクトル空間では，意

味的に似た単語ベクトルは近く，離れた意味の単語ベ

クトルは遠くへ配置されるという性質がある．また，

単語の概念の関係も捉えられており，単語ベクトル同

士の線形演算を行うことも可能である．  

3.3. ランド指数 (RI: Rand Index) 

ランド指数 (RI)[12]は，同一の分類対象を持つ 2 つの

分類方式の類似性を表す尺度であり，双方の分類結果

に対する一致度を評価する指標である．結果が 1 に近

づくほどより高い一致度があることを示す．一方に正

解データを用いることにより，クラスタリングの精度

評価を行うことが可能である．以下の式によって求め

る．   

𝑅𝐼 =  
𝑇𝑃 +  𝑇𝑁

𝑇𝑃 +  𝑇𝑁 +  𝐹𝑃 +  𝐹𝑁
 

ここで，  

𝑇𝑃：同じカテゴリに属する，同じクラスタのペア数  

𝑇𝑁：別のカテゴリに属する，別のクラスタのペア数  

𝐹𝑃：同じカテゴリに属する，別のクラスタのペア数  

𝐹𝑁：別のカテゴリに属する，同じクラスタのペア数  

である．  

3.4. 逆 文 書 頻 度 (iDF: Inverse Document 

Frequency) 

情報検索や文書推薦などで幅広く利用されている

文書中の単語に関する重みの一つであり，一般語フィ

ルタとして働き，多くの文書に出現する単語は重要度

が下がり，特定の文書にしか出現しない単語の重要度

を上げる役割を果たす．以下の式により求められる．  

𝑖𝐷𝐹(𝑡) =  𝑙𝑜𝑔 (
|𝐷|

|{𝑑 + 1: 𝑑 ∈ 𝐷 | 𝑡 ∈ 𝐵𝑜𝑊(𝑑)}|
) 

|𝐷|は総文書数であり，𝑑は𝐷のうち単語 𝑡を含む文書

数である．また，𝐵𝑜𝑊は Bag of Words のことであり，

𝑡は Bag of Words に含まれる単語である．  

4. 提案手法  

図 2 に提案手法の処理の流れを示す．提案手法では，

分析対象となる文書群に，以下の手順で処理を行った． 

1）認知症に関するコーパスを用いて，形態素解析

をした後，各単語を単語ベクトルとして表現し，単語

間の意味的な類似性の情報を得る（図 2 の②，③）．  

2）分析対象となる文書についても，形態素解析を

行い，各文書を単語ベクトルとして表現することで，

文書と単語の関係を得る（図 2 の④，⑤）．  

3）単語間の類似性を用いて，文書と単語の関係を

展開することで，文書の単語ベクトルを密ベクトル化

する（図 2 の⑥，⑦，⑧）．  

4）各単語が出現する単語構成文の数を求め，iDF を

算出し，単語に重みを付加する (図 2 の⑨ )．  

5）得られた文書群をクラスタリングする  (図 2 の⑩，

⑪ )．  

これらの各処理について以降の節で詳述する．  

4.1. 単語のベクトル化  

単語ベクトル空間は，SGNS によって導出される単

語間の類似性を基にした単語ベクトルで構成される．  

コーパスの形態素解析を行った後の各単語のベク

トル表現を 𝑣(𝑡)とする．このとき単語 A のベクトル

𝑣(𝑡𝑎)と単語 Bのベクトル𝑣(𝑡𝑏)の関係は以下のように表

せる．  

𝑣(𝑡𝑎) = 𝑠(𝑡) ∙ 𝑣(𝑡𝑏) 

但し，𝑠(𝑡)は𝑣(𝑡𝑎)に対する𝑣(𝑡𝑏)の類似度であり，コサ

イン類似度などを用いることができる．  

4.2. 文書の密ベクトル化  

文書𝑑のベクトル表現を𝑣(𝑑)とし，以下のように密ベ

クトル化する．  

𝑣(𝑑) = ∑ 𝑣(𝑡′)
𝑡′∈𝑑

 

  



 

 

但し，𝑣(𝑑)は単語𝑣(𝑡′)によって構成された文書である．

𝑣(𝑡′)は文書𝑑を形態素解析して得られた単語および，そ

れらの類似単語からなる．  

こうして得られた𝑣(𝑑)を構成する単語ベクトル𝑣(𝑡′) 

に，類似度𝑠(𝑡′)を付加する．  

𝑣′(𝑑) = ∑ 𝑠(𝑡′)𝑣(𝑡′)
𝑡′∈𝑑

 

密ベクトル化は，文書を構成する各単語を，その単

語と類似単語の単語ベクトルで書き換える操作である．

文書を構成する単語を意味的に展開する操作に相当す

る．  

4.3. 適用例  

例えば，文書として「昨日，一人で外出してしまい，

外出先から戻れなくなった．」を例に考えてみる．コ

ーパスを用いた単語のベクトル化では，  

昨日= ｛0.69・曜日，0.68・朝食，0.68・前日，…｝ 

というように，「昨日」に対して類似度の高い単語群

で表すことができる．  

次に，文書のベクトル化を行う．例文の形態素解析

行った結果  

𝑑 = (昨日，一，人，外出，する，しまう，  外出，

先，戻る，なる ) 

という単語によって構成された文書が得られる．この

文書の各単語に対して類似単語を付加した単語構成文

は以下のようになる．  

𝑣(𝑑)  =  ∑ 𝑣(𝑡′)  = 
𝑡′∈𝑑

 

昨日  + 曜日  + 一  + 二  + ⋯ + 外出  + 

 頻繁  + ⋯ + なる  + 気の毒  ⋯ 

最後に，𝑣(𝑡′)における類似度 𝑠(𝑡′)をそれぞれ付加す

ることで以下のような類似度を持った単語構成文を得

る．  

𝑣′(𝑑) = ∑ 𝑠(𝑡′)𝑣(𝑡′)
𝑡′∈𝑑

= 

1 昨日 + 0.69 曜日 + 1 一 + 0.45 二 + 

⋯ + 1 外出 + 0.70 頻繁 + ⋯ +  

1 なる + 0.42  気の毒 ⋯  

このとき，元の文書𝑑を構成する 9 単語それぞれに

対して，類似単語と類似度を 5 個ずつ付加した場合，

文書𝑑は 45 単語に展開することになる．  

4.4. iDF を用いた単語のフィルタリング  

出現する全ての単語について， iDF を算出する．得

られた iDF を用いて以下のように単語の重み𝑤(𝑡)を求

める．  

𝑤(𝑡′) = 𝑠(𝑡′) × 𝑙𝑜𝑔 (
|𝐷|

|{𝑑 + 1: 𝑑 ∈ 𝐷 | 𝑡′ ∈ 𝐵𝑜𝑊(𝑑)}|
) 

類似度 𝑠(𝑡)に iDF を乗算した重み𝑤(𝑡)を用いること

により，出現文書数の多い特徴的でない単語がクラス  

図 2 ケア情報のクラスタリング  

 



 

 

表 1 ケア情報の例  

カテゴリ  BPSD 対応方法  奏功結果  

1)物忘れ  食べた後すぐに，まだ食べてないと

いい，食事を要求した．  

食事の後片づけはしばらくせずに団らん

した．  

うまくいった  

5)徘徊・道

迷い  

家の中でトイレに迷う  定期的にトイレに誘う  うまくいった  

2)幻覚・妄

想  

「虫などの実際は存在しない物が見

える」といい，怖がっていた  

「今薬をまいたから，すぐいなくなりま

すよ」と答えたり，実際に消臭スプレー

のような無害なものをまいてみた．  

うまくいった  

 

表 2 ランド指数 (RI) 

付加した類似単語・類似度

の件数  
0 件  5 件  10 件  15 件  20 件  25 件  30 件  35 件  40 件  

密ベクトル化  
EM 0.50721 0.52472 0.57456 0.56341 0.52162 0.50291 0.47950 0.57328 0.54956 

k-means 0.30595 0.16026 0.17045 0.14577 0.13630 0.14577 0.19385 0.17475 0.22793 

密ベクトル化  

＋ iDF 
EM 0.69262 0.64796 0.63530 0.68856 0.62479 0.69063 0.68713 0.71579 0.71722 

 

 

タリングに与える影響を小さくする．  

5. 実験・評価  

本章では，提案手法を用いたクラスタリングの精度

評価を行う．評価指標には，ランド指数 (RI)を用いる．

クラスタリングには，weka(注１ )を用いる．  

5.1. 実験データについて  

本実験では，医師によって正解カテゴリが特定され

ているケア情報，159 件を用いる．表 1 にケア情報の

例を示す．本稿ではカテゴリと BPSD のみを用いる．

正解カテゴリは，現状では，発生頻度や対応の困難さ

を踏まえて，以下の 10 カテゴリを用意している．1) 物

忘れ，2) 幻覚・妄想，3) 怒りっぽい・興奮・暴力，

4) 睡眠障害，5) 徘徊・道迷い，6) 自発性低下・うつ，

7) 拒絶・拒否，8) 落ち着かない行動・不安・焦燥，

9) 食事・排泄・入浴の問題，10) その他．また，本稿

                                                                 
(注１ ) http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/  

では，認知症に関するコーパスとして Yahoo 知恵袋の

認知症に関連する記事を抽出したものを使用した．  

5.2. 実験結果  

5.2.1. 密ベクトル化について  

類似単語および類似度を 0～40 件 (5 件毎 )付加し，密

ベクトル化を行った．クラスタリング手法は，EM ア

ルゴリズムと k-means 法を使用した．それぞれのクラ

スタリング結果における RI を表 2 および図 3 に示す． 

全ての場合で k-means 法を用いたクラスタリングよ

りも，EM アルゴリズムを用いたクラスタリングの方

が、RI が高い結果となった．また，EM アルゴリズム

の結果において，RI が最も高値を示したのは，類似単

語・類似度を 10 件付加した場合の 0.57456 であった．  

5.2.2. iDF を用いた場合について  

5.2.1 において，RI が高値を示した EM アルゴリズ

ムを使用した場合について，さらに iDF を用いてクラ
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スタリングを行った．類似単語および類似度は 0～40

件 (5 件毎 )付加し，密ベクトル化を行った．結果を表 2

および図 3 に示す．  

全ての結果で  RI の向上が見られた．RI が最も高値

を示したのは，類似単語・類似度を 40 件付加した場合

の 0.71722 であった．   

5.3. クラスタリング結果の分析  

以下では，iDF の有無による RI の値の差が最も小さ

い結果となった類似単語・類似度を 10 件付加した場合

のクラスタリング結果について分析を行う．  

5.3.1. 分割表 (Contingency Table) 

iDF を用いたクラスタリング結果について分割表を

作成した (表 3)．この分割表では，各クラスタに分類さ

れた BPSD のうち，正解集のカテゴリに含まれる件数

を表している．たとえば，クラスタ 6 に分類されたカ

テゴリ 9 の BPSD は 19 件である．  

 

表 3 iDF を用いた場合の分割表  

(類似単語・類似度 10 件 ) 

 

クラスタリング結果  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計  

正
解
カ
テ
ゴ
リ 

1 1 2 
 

10 3 18 9 
  

3 46 

2 
   

3 
 

1 4 1 
  

9 

3 1 
    

3 
    

4 

4 1 
    

2 2 
   

5 

5 
   

4 
 

8 1 
   

13 

6 1 
 

1 
  

4 3 
  

1 10 

7 
     

1 5 
  

2 8 

8 2 
    

4 2 
  

1 9 

9 4 
  

3 
 

7 19 
   

33 

10 8 
    

8 5 
 

1 
 

22 

計  18 2 1 20 3 56 50 1 1 7 159 

 

表 3 より，クラスタ 5 およびクラスタ 6 に，それぞ

れ全体のおよそ 3 分の 1 にあたる 50 件以上の BPSD が

クラスタリングされていた．しかし，クラスタ 2 およ

びクラスタ 7，クラスタ 8 では 1 件しかクラスタリン

グされていなかった．  

5.3.2. 頻出単語の比較  

カテゴリ 9(食事・排泄・入浴の問題 )が最も多くクラ

スタリングされていたクラスタ 6 を用いて，頻出単語

について分析する．表 4 にクラスタ 6 に分類された文

書に出現する単語 (類似単語を含む )の出現回数上位 5

件を示す．   

 

表 4 クラスタ 6 の頻出単語  

出現単語  出現回数  iDF 

しれる  34 0.24235 

の  32 0.16397 

よう  27 0.26689 

言う  26 0.32058 

思う  24 0.28231 

 

クラスタ 6 では，「しれる」や，「の」のような特

徴のない単語が上位に多く現れていた．また，これら

の単語における iDF は低値を示すことが分かる．一方，

クラスタ 6 に分類された文書の出現単語に対して iDF

の値が 1.5 以上でフィルタリングした後の，上位 5 件

を表 5 に示す．  

 

表 5 iDF でフィルタリングした結果  

出現単語  出現回数  iDF 

虫  5 1.59934 

ラーメン  4 1.50243 

納豆  3 1.59934 

体操  3 1.50243 

離せる  3 1.50243 

 

iDF でのフィルタリングによって「虫」や，「ラー

メン」など特徴的な単語が上位となっていることが分

かる．また，正解カテゴリ 9 の中の食事に関する BPSD

に関係すると思われる単語「ラーメン」や「納豆」も

現れた．  

5.3.3. 原文を用いた分析  

iDF でのフィルタリング後に 1 位となった「虫」に

着目して分析を進める．クラスタ 6 に分類された文書

の中で「虫」が出現する文書は 3 件のみであった．ま

た，他のクラスタにおける「虫」を含む文書は 0 件で

あり，正解集では全てカテゴリ 2(幻覚・妄想 )であった． 

類似単語がクラスタリングに与える影響を考察す

るために，「虫」が原文にある単語か，類似単語によ

って出現したものかを調査する．「虫」を含む文書の

原文と単語の出現状態を表 6 に示す．本稿では，原文

に出現している場合を元単語と表現する．  

 

表 6 「虫」を含む文書の原文  

原文  出現状態  

夜に幽霊が見えるとおびえる  類似単語  

「虫などの実際は存在しない物が見え

る」といい、怖がっていた  

元単語  

類似単語  

壁のシミなどを虫に見えるといい怖が

っていた  

元単語  

類似単語  



 

 

 

「虫」は「見える」のみの類似単語であった．「見

える」が含まれる原文はカテゴリ 2(幻覚・妄想 )の 3

件のみであった．すなわち，全てクラスタ 6 にクラス

タリングされているので，類似単語である「虫」は，

クラスタリング精度に良い影響を及ぼしたと考えられ

る．しかし，「虫」が別の元単語の類似単語として存

在した場合には，クラスタリング精度を低下させる要

因となる可能性もある．実際に，正解カテゴリの異な

る文書のうち，いくつかの特徴的な類似単語を共通に

持つ文書が存在した．この類似単語を持つ元単語は複

数あったため，少なからずクラスタリング精度に悪い

影響を与えたと考えられる．  

5.4. 考察  

本稿の実験結果より， iDF はクラスタリング精度の

向上に有効であったと言える．しかし，密ベクトル化

では必ずしも有効であるという結果は得られなかった．

クラスタリング結果の分析を基に 1） iDF が有効に働

いた理由と，2）密ベクトル化の有効性が確認できなか

った理由について考察する．  

iDF が有効だった理由として，特徴的でない単語が

クラスタリング結果に影響を及ぼさなくなったことが

考えられる． iDF を用いた場合には，出現回数の多い

特徴的でない単語を持つ文書が同じクラスタに分類さ

れていた． iDF を用いることによって，出現回数の少

ない単語の重みが増すため，特徴的な単語を持つ文書

は同一のクラスタへ分類されるようになったと考えら

れる．  

密ベクトル化の有効性が確認できなかった理由と

しては，類似単語を付加したことにより，クラスタリ

ングにおける特徴的な単語の影響力が弱まったと考え

られる．実際に類似単語を付加することで，より多く

の文書に出現するようになった単語が存在した． iDF

は出現文書数により値が変化するため，特徴的である

単語の iDF が下がってしまう結果となった． iDF を用

いなかった場合においても，特定の単語は，複数の単

語の類似単語であるため，どの文書の文意も近くなっ

てしまったと考えられる．  

原文を用いた分析の結果，使用したデータにも問題

があることが考えられた．「元気がなくなった」や，

「便秘」など短い文章や単語のみの BPSD が存在した．

原文が短い場合，判断材料となる情報が極端に少ない

ため，分類されている件数の多いクラスタへ分類され

たと考えられる．  

6. 関連研究  

大量の情報をカテゴライズする手法の 1 つにテキス

トマイニングがある．テキストマイニングとは，文字

列を対象としたデータマイニングのことである． 大量

の文書データを自然言語処理の手法を用いて単語や文

節で区切り，それらの出現の頻度や共出現の相関，出

現傾向，時系列などを解析することによって有用な情

報を取り出すテキストデータの分析方法である．日本

語によるデータを扱う際には分かち書きを行う必要が

あり，特に数値化や定型化することが難しいが， 近年

の自然言語処理の発展により実用的な水準の分析が可

能となった．  

テキストマイニングなどに使われる分類整理の技

術は，あらかじめ設定された分類クラスもしくは分類

カテゴリに個々の文書データを振り分けるクラシフィ

ケーションと，似たような内容の文書データをグルー

プ化してまとめあげることで，一つの大きな文書デー

タの集合をより少数の文書データからなる複数の集合

(クラスタ )に自動的に分けるクラスタリングに大別さ

れる [13]．  

テキスト情報に対するクラスタリングにおいて精

度向上を実現するための手法としては，本稿で用いた

密ベクトル化の手法の他に，次元縮退による手法があ

る [4][14]．次元縮退の手法には，主成分分析を利用し，

文書集合を逐次的に分割していく PDDP(Principal 

Direction Divisive Partitioning)アルゴリズムや，特異値  

分解により文書空間の次元を圧縮する LSI(Latent  

Semantic Indexing)法などがある．また，次元縮退はテ

キスト情報のクラスタリングにおける精度向上のみで

なく，クラスタリングの高速化を行う手法としても用

いられている [15]．  

7. 結論  

本稿では，テキストデータに対するクラスタリング

の精度向上を目指すための手法を提案した．提案手法

では形態素解析を行ったコーパスから作成した類似単

語辞書を用いることで，密ベクトル化を行った．その

後， iDF を用いて単語のフィルタリングを行った．  

実験結果から， iDF を用いた場合にクラスタリング

精度の向上が見られた．特徴的でない単語がクラスタ

リング結果に影響を及ぼさなくなったことが要因と考

えられる．しかし，密ベクトル化は精度向上に有効で

あると確認できなかった．類似単語を付加したことに

より，特徴的な単語のクラスタリングにおける影響力

が弱まったことが要因として考えられる．  

また，使用したデータにも問題があることが考えら

れた．短い文章や，専門性の高い判断が求められるデ

ータなども，クラスタリング精度を低下させる一因と

なった可能性が大きい．  

今後は，本稿のクラスタリング結果の分析を進め，

クラスタリング精度の向上を目指す．認知症の BPSD

は，複数の症状や問題が併発するため．複数のカテゴ

リに属する場合が多い．また，「食べた後すぐに，ま



 

 

だ食べてないといい，食事を要求した．」のように，

一般的には食事に関する問題と思われる BPSD であっ

ても，医師などの専門職にとっては物忘れに関する

BPSD であるとされるものもある．よって，ソフトク

ラスタリングの手法を検討する必要があると考えられ

る．さらに，カテゴリ辞書 (「物忘れ」の辞書など )を

作成し，BPSD と各カテゴリ辞書との類似度を判定す

ることで BPSD を分類する手法なども検討する必要が

ある．   
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