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あらまし  Twitter は、マスメディアよりも日々の社会の実情を反映するあたらしいメディアとして注目されてい

る。Twitter 上のトピックの出現と消滅、あるいはその継続期間や変動状況は、社会情勢の変動を把握するために、

大変重要な意義があると考える。本研究では、Twitter Streaming から集めたデータを日付順に保管して時系列データ

セットを作成した。そして、各時系列データセットに対して標準 LDA法を用いてトピックの抽出を行った。その上

で相関係数検定に基づいて、トピック数の決定法について提案した。さらに日付順に並べたトピック間の相関係数

を計算してトピック間の同定を行い、時間推移に伴うトピックの変遷を日付順に図示した。 
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Abstract  Twitter has grown to an enormous media which is comparable with the conventional mass media because it reflects 

social actual conditions more instantaneously. Nowadays grasping the appearance, disappearance, continuation period and 

transition of topics in Twitter plays a significant role for understanding social situation in time. For this purpose, based on the 

theory of correlation coefficient test, we contrived a method for identifying topics and analyzing the transition of topics in Twitter. 

In our study, we amassed data from Twitter streaming and accumulated these data into database as a time series dataset according 

tweeting date. Also we extracted latent topics from the time series dataset by LDA method separately. Then by calculating the 

correlation coefficient between topics in the dataset of different dates, we achieved the correspondence of topics between 

different dates and showed the transition of topics along the date in a graphical form. 
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1. はじめに  

ソーシャルネットワークサービスの Twitter は 2006

年 7 月に誕生以来、急速に成長し、全世界規模で普及

している。日本では政治家、政府機関、企業から、芸

能人や一般の個人、学生まで、Twitter のアカウントを

持ち、自由にかつ随時に情報発信している。従来の新

聞、テレビなどマスメディアと比べ、情報発信の敷居

がきわめて低く、一般民衆の声を広く伝え広げる意味

では、重大な影響力を持つメディアまで成長した。し

たがって、社会情勢の変化を把握するために、Twitter

上の日々の投稿記事から、どのような事件があって、

どのトピックに注目が集まっているかをチェックする

と同時に、各トピックが時間の経過とともにどのよう

に変化していくのかを解析する必要があると考える。  

Twitter の本体には、ツイートにある特定のトピック

に関する言葉を明示的に示すための「ハッシュタグ

(hashtag)」という方法がある。また、全世界や地域別の

盛り上がりを示すために、「ハッシュタグ」もしくは一

般名詞を一覧して表示される「トレンド」と呼ばれる

サービスがある。これらのサービスは、言葉の複合に

よって表されるトピックや個々のツイートに直接含ま

れない潜在的トッピクのようなケースにうまく対応で
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きないため、現時点ではまだユーザにとって満足でき

るサービスとは言い難い状況である。異なるトピック

に関する文書の集合から潜在トピック抽出するにはト

ピックモデルを用いる。トピックモデルでは、「同じト

ピックに関する文書ならその文書内で使用される単語

の出現確率が同じである」との仮定のもとに、トピッ

クを単語集合の確率分布として表現している。そして、

与えられた文書集合の中から単語出現の事前確率分布

を求め、ベイズ推定に基づき、特定トピックに関する

文書内の単語の事後確率分布を求めるのである。

Twitter 上のデータを文書集合とみなし、LDA[1](Latent 

Dirichlet Allocation:潜在的ディリクレ配分 )法（各種拡

張された LDA 法と区別するために、本文では標準 LDA

法と呼ぶ）を用いてトピックを抽出できると考える。

標準 LDA 法を用いる場合、事前にトピック数を仮定

する必要がある。  

データ集合間の関係を示す指標として、類似性を示

すコサイン類似度、相違性を示すダイバージェンスお

よび相関性を示す相関係数などがある。特に相関係数

について統計検定の手法が確立されている。それを用

いて所定の有意水準に対して、母集合のデータの間に

相関があるかないかについて数値的に示すことができ

る。この点を重視して、本研究では標準 LDA によって

抽出されたトピック集合の関係を示す指標として、相

関係数を用いることにした。具体的には、まず Twitter 

Streaming Data から集めたデータセットに対して、標

準 LDA 法を用いて日付ごとにトピックの抽出を行う。

その上で相関係数検定に基づいて、トピックの間が無

相関となるようにトピック数を決定する手法を提案す

る。そして日付別に抽出されたトピック間の同定を行

い、時間推移に伴うそのトピックの変遷を日付順に図

示する。  

本論文は以下のように構成される。まず第 2 節では

関連研究について記述する。第 3 節では、相関係数検

定によるトピック数の決定法および相関係数によるト

ピックの変遷解析法について説明する。第 4 節では

Twitter Streaming から収集したデータを対象にトピッ

ク数の決定、異なるデータセット間のトピックの同定

およびトピックの変遷解析関する検証実験を行い、そ

の結果について考察を行う。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  

文書情報を時系列として捉え、それについてトピッ

ク解析を行った研究は数多く報告されている。  

新聞記事を対象とした例としては、芹澤らによる報

告 [2]がある。この報告では、標準 LDA 法により、日

付別に保管された新聞記事の文書集合から潜在的トピ

ックを抽出した上で、コサイン類似度によってトピッ

ク間の類似度を求めて、そのトピックの日々の変化に

ついて追跡調査を行った。また、LDA 解析の際、潜在

的トピックの類似度の高いトピックを結合することに

より、対象文書集合にあるトピックの数の決定を行っ

た。しかし、同報告の検証実験は、3 日間の 86 件の新

聞記事を解析対象データセットとしたもので、かなり

小規模なものである。また、トピック数決定する際に

用いたコサイン類似度の閾値は経験的に設定したもの

で、その根拠となるものは乏しい。  

Web サ ー ビ ス の 一 つ で あ る CQA(Community 

Question Answering)を対象とした例としては、大塚ら

による報告 [3]がある。この報告では、質問記事に記述

された話題について投稿日時を用いて月別にグループ

化し、このグループを年月順に並べて時系列とした。

この時系列に対して DTM(Dynamic Topic Model)法 [4]

を適用し、トピックの抽出を行った。その上で、JS ダ

イバージェンスにより話題の変動を抽出した。検証実

験では、3 年間の CQA データに対して解析を行い、旅

行カテゴリのような周期性を持つ話題変動、PC カテゴ

リのような単調変化する話題変動と社会カテゴリのよ

うなバーストする話題変動の変動パターンを明らかに

した。ただし、対象としたデータを月別に分割したの

で、情報の粒度が大きい。また、データセットにある

17 カテゴリ数に対しての DTM 法のトピック数を 20 と

設定したことは、カテゴリ内の情報をより詳細なトピ

ックに分類して抽出する意味では不十分であり、しか

もその設定値を選んだ根拠が説明されていない。  

文書情報を時系列として扱ったものではないが、

Twitter のデータを対象とした例としては、W. X. Zhao

らによる報告 [5]がある。この報告では、トピックモデ

ルを用いて、Twitter のコンテンツとニューヨークタイ

ムズの記事について、経験的な比較分析を行った。W. 

X. Zhao らはまず、投稿メッセージは非常に短い文で

あるという Twitter の特徴に対応するために、標準 LDA

アルゴリズムを修正し、Twitter-LDA 法を提案した。そ

して、ニューヨークタイムズの記事について標準 LDA

法を用いて、また Twitter コンテンツについて提案され

た Twitter-LDA 法を用いてトピックの抽出を行った。

その上で、JS ダイバージェンスを算出して、Twitter の

トピックとニューヨークタイムズのトピックの対応付

けを行った。さらに、主張とリツイートの 2 つ基準で

カテゴリの順位付けを示し、伝統メディアのニューヨ

ークタイムズと対比して、Twitter 上のコンテンツの特

徴を示した。この報告は Twitter についてトッピクモデ

ルを適用して有益な成果が得られた。しかし、データ

を時系列に並べていないため、時間軸の視点から情報

の抽出や解析について言及されなかった。  



 

 

3. 相関係数検定によるトピックの同定法  

本章では、まず、相関係数検定によるトピック数を

決定する手法について説明する。そして、提案手法を

時系列文書データのトピックの同定および変遷解析へ

応用する手順について述べる。  

 

3.1. ワードの重み付けとトピック間の相関係数  

文書集合のデータセットから、標準 LDA 法によっ

てトピックの抽出をした結果は、ワードとそのワード

のトピックにおける出現確率のタプルによって返され

る。各トピックにおける個々のワードの出現確率はロ

ーカル的な重要性を示すものではあるが、トピック全

体におけるグローバル的な重要性は含まれていない。

本研究では、ローカルとグローバルの両方の重要性を

示す重みパラメータ 𝑠𝑖𝑘(𝑖 = 1,2,…𝑁, 𝑘 = 1,2, …𝑀)を以下

のように定義する。  

𝑠𝑖𝑘 =
𝑝(𝑡𝑖 , 𝑤𝑘)

𝑓(𝑤𝑘)
 (1) 

ここでは、𝑝(𝑡𝑖 , 𝑤𝑘)はトピック 𝑡𝑖にあるワード𝑤𝑘の出現

確率を表す。𝑓(𝑤𝑘)はワード𝑤𝑘のトピック頻度である。

これによって、標準 LDA 法によって得られた各トピ

ックについて、その中に出現するワードの重みパラメ

ータを用いて、下記のようにベクトル形式で表すこと

ができるようになる。  

𝑡1 = {𝑤1: 𝑠11 … 𝑤𝑀: 𝑠1𝑀} 
𝑡2 = {𝑤1: 𝑠21 … 𝑤𝑀: 𝑠2𝑀} 

   ⋮ 
𝑡𝑁 = {𝑤1: 𝑠𝑁1 … 𝑤𝑀: 𝑠𝑁𝑀} 

(2) 

そして、これらトピックベクトル 𝑡𝑖(𝑖 = 1,2,…𝑁)と 𝑡𝑗(𝑗 =

1,2,…𝑁)の間の相関係数を以下のように定義する。  

r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) =
∑ (𝑠𝑖𝑘
𝑀
𝑘=1 −𝑚𝑖)(𝑠𝑗𝑘 −𝑚𝑗)

√∑ (𝑠𝑖𝑘 −𝑚𝑖)
2𝑀

𝑘=1
√∑ (𝑠𝑗𝑘 −𝑚𝑗)

2𝑀
𝑘=1

 
(3) 

た だ し 、 𝑚𝑖(𝑖 = 1,2, …𝑁)は ト ピ ッ ク ベ ク ト ル 𝑡𝑖(𝑖 =

1,2,…𝑁)の重みパラメータの平均値で、以下のように計

算されるものとする。  

𝑚𝑖 =
1

𝑀
∑𝑠𝑖𝑘

𝑀

𝑘=1

 (4) 

本研究では、式 (3)で定義される相関係数を算出し、ト

ピック間の相関の程度を表している。  

 

3.2. 相関係数検定によるトピック数の決定法  

相関係数検定によるトピック数の決定法を説明す

る前に、以下に簡単に相関係数の検定法について述べ

る。標本相関係数を r、母相関関数をρとするとき、ρ =

0なら無相関となる。そこで、ρ = 0という帰無仮説を立

てて、これを棄却されたときに「相関がある」と考え

る。相関係数 r の値に対して、式 (5)の検定統計量 t0 が  

𝑡0 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 
(5) 

自由度 n-2 の t 分布に従うことが知られており、これ

を用いて検定を行うことができる。より具体的に言え

ば、この統計検定の結果は r 表と呼ばれる数表にまと

めてあるので、有意水準αに対して、表にある値よりも、

算出した相関係数 r の値の絶対値が大きければ、帰無

仮説を棄却できるようになり、「相関がある」と判断で

きる。  

標準 LDA 法を用いて、文書集合からトピックを抽

出する際に、あらかじめトピック数を指定する必要が

ある。理想から言えば、抽出されたトピックの間には

重複がなく、各トピック間は無相関である。この観点

から、適切なトピック数を選ぶことができれば、トピ

ックの間は無相関であると仮定できる。一般的に、文

書集合内の潜在トピック数よりも少ないトピック数が

設定されたとき、ワードの振り分けが適切にできない

ため、トピック間に重複が残り、相関がある状況とな

るので、この場合適切にトピック数を大きくする必要

がある。実際の処理では、トピック間の相関係数が十

分小さければ、トピックの間は無相関であるといえる。

しかし、どのぐらいの値なら無相関と判断できるか問

題が残る。本研究では、相関係数の統計検定によって、

適切な相関係数の値を決定することを提案する。与え

られた標準 LDA 法の処理結果から、任意の二つトピ

ック間の相互相関を求め、それら相互相関の最大値が、

帰無仮説を棄却できる相関係数の閾値を越えないよう

にトピック数を設定する。  

 

3.3. トピックの同定と変遷解析の手順  

3.3.1. 前提条件  

1) Twitter Streaming API によって収集したデータ

を日付別にデータベースに保管する。  

2) 日付別に保管されたデータセットに対して、標

準 LDA 法を適用して日付別のトピックの抽出

を行う。  

3) 標準 LDA 法を適用するために、トピック数をあ

らかじめ決定する必要がある。  

3.3.2. トピック数決定の処理手順  

本研究では、相関係数検定を用いて、以下のような

手順でトピック数の決定を行う。  

1) 任意にトピック数の初期値を設定する。  

2) 標準 LDA 法によってトピック抽出を行う。  

3) その結果からトピック別にトピックの重みベクト

ルを計算する。  

4) トピックの重みベクトルを用いて、トピック間の相



 

 

関係数 r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗)(𝑖 = 1,2,…𝑁, 𝑗 = 1,2,…𝑁)を計算する。  

5) 相関係数 r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗)(𝑖 = 1,2,…𝑁, 𝑗 = 1,2,…𝑁)(𝑖 ≠ 𝑗)の最大

値が相関係数検定の r 表の所定有意水準αに対して、

帰無仮説を棄却できる閾値より大きければ、トピッ

ク数を増やして上記 2)、3)、4)の処理を繰り返す。 

6) 相関係数 r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗)(𝑖 = 1,2,…𝑁, 𝑗 = 1,2,…𝑁)(𝑖 ≠ 𝑗)の最大

値が相関係数検定の r 表の所定有意水準αに対して、

帰無仮説を棄却できる閾値よりも小さくなれば、繰

り返しを終了する。  

なお、トピック数を決定するにあたって、「相関がある」

を棄却できる確信度を高めるように、有意水準α = 0.05

を用いる。  

3.3.3. トピックの同定および変遷解析  

標準 LDA 法では、過去の情報との関連なしに、与え

られたデータセットからトピックの抽出を行う。「昨日

のデータの処理結果にあるトピックは今日のデータの

処理結果のどのトピックに対応しているか」がここで

いうトピック同定問題である。一方、実際に Twitter に

おいて、トピックそのものは日々変遷している。ここ

で言う変遷とは、トピックに含まれるワードが変化す

ることや、一つトピックが他の複数トピック分解され

たり、複数トピックが結合されて一つトピックになっ

たり変遷することである。日付別に抽出したトピック

の間の相関係数を計算すれば、トピック間の相関の程

度を確認できるようになる。したがって、相関係数に

よって、日付別に抽出されたトピックの関連付けを行

うことができる。  

本研究では、以下のような手順で、日付別に抽出さ

れたトピック間の同定と変遷解析を行う。  

1) 前小小節で述べた手法に基づき、各日付のトピック

数を決める。  

2) 標準 LDA 法によって日付別にトピック抽出を行う。 

3) 各日付の抽出結果に対してトピック別にトピック

の重みベクトルを計算する。  

4) 各日付間のトピックの重みベクトルを用いて、トピ

ック間の相関係数 r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗)(𝑖 = 1,2, …𝑁, 𝑗 = 1,2,…𝑁)を

計算する。  

5) 相関係数検定を行う。r(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗)(𝑖 = 1,2,…𝑁, 𝑗 = 1,2,…𝑁)

が与えられた有意水準αに対応する閾値を超えて、

「強い相関がある」と判断できる十分大きな値であ

れば、 t i と t j とを対応付けできる。なお、この手順

において、「強い相関がある」と判断できる確信度

を高めるように、有意水準α = 0.01を用いる。  

(ア ) 上記の条件の下で、異なる日付の t i と t j が一

対一の関係で対応できれば、トピック t i とト

ピック t j が同定されると判断する。  

(イ ) 上記の条件の下で、異なる日付の t i と t j が複

数対一の関係で対応できれば、複数トピック

t iが一つトピック t jに結合されると判断する。 

(ウ ) 上記の条件の下で、異なる日付の t i と t j が一

対複数の関係で対応できれば、一つトピック

t iが複数トピック t jに分解されると判断する。 

 

4. 検証実験  

この章では、標準 LDA 法を用いて Twitter データか

らトッピクを抽出するにあたって、前述のトピック数

の決定法に関する検証実験について報告する。  

 

4.1. データセットの概要  

本実験を行うにあたり、Twitter Streaming API を用い

て、サンプルレベルのデータを五日分取得して、

CouchDB に保管した。その概要を表 1 に示す。  

 

表 1 Twitter Streaming 収集したデータセットの概要  

取得日時  サイズ  ツイート数  

20131126 1.3GB 204030 

20131127 1.3GB 207139 

20131128 1.3GB 201864 

20131129 1.3GB 205567 

20131130 1.4GB 218756 

 

4.2. トピック数の決定法に関する検証実験の結果と

考察  

4.2.1. 一日分データセットの相関係数  

本研究では、標準 LDA 法を用いて、一日分データセ

ットからトピックを抽出して、それらトピック間の相

関関数を計算した。図 1 にトピック数=20 の時の相関

係数の計算結果を 3D グラフにして示し、図 2 にトピ

ック数＝100 の時の計算結果を 3D グラフにして示し

た。  

 

 

図 1 トピック間の相関係数（トピック数=20）  



 

 

 

 

図 2 トピック間の相関係数（トピック数=100）  

 

 図 1 と図 2 において、x 軸と y 軸はトピック番号

を表す。 z 軸は番号 x のトピックと番号 y のトピック

の間の相関係数を表す。図の上部にある点は x 軸のト

ピック番号と y 軸のトピック番号が等しいときの相関

係数で、つまりその番号のトピックの自己相関であり、

その値は 1 である。図の下部にある点は x 軸のトピッ

ク番号と y 軸のトピック番号が等しくないときの相関

係数で、つまり任意の二つ異なるトピック間の相互相

関であり、その値は大きいほど相関が強いことを示し

ている。また、図 1 と図 2 を比べると、トピック数が

増えれば、相関係数の点の数が増えるが、図形の形が

変化しないことが読み取れる。  

4.2.2. 相関係数の最大値とトピック数の関係  

図 1 と図 2 からみれば、異なる二つトピックの間の

相関係数は、完全相関の値 1 よりはるかに小さいが、

検定の有意水準に対して十分かどうか、さらなる確認

が必要である。本研究では、最大の確信を得るために、

一日分のデータから抽出したトピックからトピック間

の相関係数を算出し、異なる二つトピックの間の相関

係数の最大値を棄却判断用相関係数値として用いる。

そして、この最大相関係数と標準 LDA 法を用いてト

ピックを抽出する際に設定されるトピック数との関係

について調べた。その結果を折れ線グラフにまとめて

図 3 に示した。  

 図 3 において、x 軸はトピック数、y 軸は最大相関係

数を示している。また、青実線の曲線はデータセット

20131126 用いた処理結果で、赤実線の曲線はデータセ

ット 20131127 用いた処理結果である。この二つ結果曲

線から同じ傾向を読み取ることができる。つまり、ト

ピック数が増加するにつれて、最大相関係数が減少し

ていくが、トピック数が 80 を過ぎると、減少の変化量

がかなり少なくなる。これらの最大相関係数に対して  

 

図 3 相関係数とトピック数の関係  

 

相関検定を行うために、各トピック数における「相関

がある」を意味する有意水準α = 0.05で棄却できる閾値

を緑実線で図中に示した。標準 LDA 法によりトピッ

クを抽出した結果においては、トピック数が増加する

と、有効なワード数が徐々に減少するような現象があ

り、この原因で閾値が微小ながら増加する傾向がある。

図 3 から最大相関係数の曲線と棄却閾値の曲線を比べ

てみれば、トピック数=50 あたりで、最大相関係数が

閾値を下回るようになることが分かる。つまり、トピ

ック数を 50 以上に設定すれば、抽出されたトピック

間に「相関がある」という仮説を棄却でき、トピック

間に相関がないと判断できるようになる。  

 

4.3. トピックの同定と変遷解析に関する検証実験の

結果と考察  

4.3.1. 隣接日付データセットから抽出したトピックの

同定  

本研究では、まず隣接した日付のデータから抽出し

たトピックの同定を行った。今回の検証実験では、デ

ータセット 20131126 とデータセット 20131127 を用い

た。また、標準 LDA 法を用いてトピックを抽出する

際、トピック数については両方とも 50 に設定した。さ

らに、トピック同定の場合、相関があることを判断す

るために棄却閾値を用いる。今回の検証実験では、最

大の確信を得るために、「強い相関がある」を意味する

有意水準α = 0.01とし、それに対応する棄却閾値を用い

た。そして、トピックの間の相関係数は、このように

決定した閾値よりも大きければ、強い相関があると認

め、それぞれのトピック番号と相関係数の値を記録す
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る。検証実験の処理結果について、まず詳細を示す例

として、相関があると判断された 2 つのトピック間の

相関係数と双方に出現するワード（ topic=No.0 の上位

10 位まで）を表 2 に示した。  

 

表 2 トピック同定処理結果の詳細の例  

 

corr= 0.468883386254 

Dataset 20131126 

topic=No.0 

Dataset 20131127 

topic=No.6 

word weight word weight 

バイト 0.678437 バイト 0.575575 

食い 0.053211 食い 0.010465 

山崎 0.013303 山崎 0.010465 

構成 0.013303 構成 0.010465 

バナー 0.013303 バナー 0.010465 

コラージュ 0.013303 コラージュ 0.010465 

バック 0.006651 バック 0.04186 

願い 0.003991 願い 0.000872 

笑 0.002394 笑 0.001709 

定期 0.001209 定期 0.000616 

 

また、この検証実験の処理結果の全体を表 3 に示した。

表 3 において、No.i 列はデータセット 20131126 より

抽出したトピックの番号を表す。No.j 列はデータセッ

ト 20131127 より抽出したトピックの番号を表す。そし

て、corr 列はデータセット 20131126 の i 番目トピック

とデータセット 20131127 の j 番目トピックの間の相関

係数を表す。表 3 の結果から一例を取り上げてみる。

データセット 20131126 の 0 番目トピックとデータセ

ット 20131127 の 6 番目トピックおよび 34 番目トピッ

クの間に強い相関が認められる。つまり、データセッ

ト 20131126 の 0 番 目 ト ピ ッ ク が デ ー タ セ ッ ト

20131127 の 6 番目トピックおよび 34 番目トピックの

二つトピックに分解されることが分かる。また、デー

タセット 20131126 の 15 番目トピック、25 番目トピッ

クとデータセット 20131127 の 1 番目トピックの間に

強い 相関 が 認め ら れる 。つ まり 、 デー タ セッ ト

20131126 の 15 番目トピック、25 番目トピックがデー

タセット 20131127 の 1 番目トピックに結合されるこ

とが分かる。さらに、データ 20131126 の 14 番目トピ

ックとデータセット 20131127 の 29 番目トピックの間

に強い相関が認められる。つまり、データセット

20131126 の 14 番目トピックがデータセット 20131127

の 29 番目トピックに同定されることが分かる。  

 

表 3  隣接した二日のデータから抽出した  

トピック間の同定の結果  

 

No.i No.j corr No.i No.j corr 

0 6 0.468883  26 23 0.202025  

0 34 0.202939  27 8 0.187863  

3 7 0.196146  27 15 0.394655  

3 8 0.321703  27 40 0.157357  

5 22 0.724128  28 6 0.219718  

5 32 0.120880  29 48 0.391758  

6 12 0.157767  30 2 0.171332  

6 45 0.682215  30 36 0.150373  

7 23 0.267470  31 0 0.197879  

7 35 0.125622  32 6 0.111848  

9 17 0.335726  32 15 0.143301  

9 23 0.299709  32 16 0.100393  

9 25 0.100243  32 31 0.183776  

10 3 0.148160  34 0 0.153368  

10 14 0.136241  35 0 0.184944  

10 15 0.125946  35 13 0.120224  

11 5 0.201618  36 28 0.237619  

11 49 0.247265  37 14 0.242001  

12 41 0.214784  38 32 0.364265  

14 29 0.249151  38 46 0.101416  

15 1 0.142893  39 45 0.201915  

15 19 0.237182  40 33 0.654087  

16 38 0.201438  41 21 0.177572  

16 40 0.124183  41 49 0.108340  

17 24 0.112871  42 11 0.142569  

17 42 0.131101  42 20 0.171812  

18 8 0.179543  42 38 0.217459  

18 48 0.114491  43 3 0.111261  

19 37 0.388211  43 13 0.206278  

20 12 0.122501  44 6 0.212517  

21 19 0.119736  44 8 0.202842  

21 46 0.400832  45 44 0.188676  

22 42 0.112500  48 9 0.102170  

22 47 0.826938  48 12 0.254299  

24 33 0.097573  48 21 0.111602  

24 45 0.302205  49 12 0.274388  

25 1 0.407379  49 21 0.108996  

25 18 0.730419  49 36 0.109458  

      49 49 0.154887  

 



 

 

この表 3 の結果をより見やすくするために、図 4 の

ように棒グラフを作成した。図 4 内のサブグラフはそ

れぞれ i=0,3,5,6 の時の相関係数を示している。図 4 の

第 1 サブグラフはデータセット 20131126 の 0 番目ト

ピックとデータセット 20131127 の 6 番目トピックお

よび 34 番目トピックの間に強い相関があることを示

している。以下のサブグラフについて同様に読み取る

ことができるので、ここでは説明を省略する。  

 

図 4 隣接日付データセットから抽出したトピック

間の相関係数の棒グラフ（棄却閾値超えた値のみ）  

 

4.3.2. 日付順データセットから抽出したトピックの同

定と変遷解析  

日付順に並べたデータセットから抽出したトッピ

クについて、提案手法によるトピックの同定と変遷解

析に関する検証実験を行った。今回の検証実験では、

以下のような隣接する日付のデータセット間の相関係

数を計算し、有意水準α = 0.01に対応する「強い相関が

ある」と認められる相関係数のみを記録した。  

1) データセット 20131126 とデータセット 20131127 

2) データセット 20131127 とデータセット 20131128 

3) データセット 20131128 とデータセット 20131129 

4) データセット 20131129 とデータセット 20131130 

各隣接日付のデータセットから表 3 のような相関係数

表が得られたが、紙面の関係で省略する。時間の推移

とともに変化するトピックを分かりやすく示すために、

トピックを表すノードと相関を表すエッジを用いた有

向図を使用した。前述 1)から 4)の各隣接したデータセ

ットに関する計算結果をすべて本文に示すことは、紙

面の制約上無理があるので、ここではその一部のみを

図 5 に示す。  

図 5 からデータセット 20131126 の 0 番目トピック

の日付順変遷状況を読み取ることができる。まずデー

タセット 20131126 の 0 番目トピックはデータセット

20131127 の 6 番目と 34 番目のトピックに分解される。

そしてデータセット 20131127 の 6 番目トピックはデ

ータセット 20131128 の 11 番目、17 番目、20 番目、48

番目トピックになり、データセット 20131127 の 34 番

目トピックはデータセット 20131128 の 9 番目、26 番

目トピックになる。その後、データセット 20131128 の

11 番目トピックはデータセット 20131129 の 14 番目ト

ピックになり、続いてデータセット 20131130 の 35 番

目、40 番目と 48 番目トピックまで変遷した。一方、

データセット 20131128 の 9 番目のトピックはデータ

セット 20131129 の 18 番目のトピックになり、続いて

データセット 20131130 の 11 番目、7 番目、37 番目と

42 番目に変遷した。このようにして、トピック同定の

処理結果に基づき、図 5 のようなグラフを作成すれば、

容易にトピックの番号から、日付を追ってトピックの

変遷状況を読み取ることができる。  

 

5. おわりに  

本研究は、相関係数の検定の統計手法に基づき、標

準 LDA 法を用いて文書集合からトピックを抽出する

ためのトピック数の決定法を提案した。そして、Twitter 

Streaming Data から収集したデータ日付別に保管した

データセットに提案手法を適用し、隣接した日付のト

ピック間の相関係数を計算し、トピック間の同定を行

った。日付順にこのような処理を行うことで、時間推

移に伴う Twitter 上のトピックの変遷について解析を

行った。検証実験の結果として、提案手法が有効に機

能することが確認された。今後の研究課題として、標

準 LDA 法によりトピック抽出する際に設定するトピ

ック数を上げ、より情報の粒度を小さくして、より高

精度なトピック変遷解析について取り組む予定である。 
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図 5 連続した五日間 Twitter Streaming におけるトピックの同定と変遷解析の結果 
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