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あらまし 本論文では, 文書集合内のキーワードをノードとしたネットワークからハブ構造ネットワークを抽出する
アプローチを示す. このアプローチは k 種類の高度なハブノードとそれにつながるノード (サブノード) からなるネッ
トワークを抽出することで, その文書集合内でのキーワードから多くのキーワードもしくは多くの文書と関連してい
るキーワードを見つけることを目的としている. また抽出する数 k を変化することで, ハブ構造ネットワークの特徴
を分析する. このキーワードをノードとしたネットワークはスケールフリーネットワークになる. スケールフリーネッ
トワークとは, ランダムネットワークの度数分布のような釣鐘型の分布ではなく, 冪乗型の分布である. つまり少数の
ノードが極めて多くのリンクを持つ一方で大多数ノードが少数のリンクを持つという特徴を持つネットワークである.
実験として国際学会の論文を文書集合のデータセットとしたネットワークの構築によるスケールフリー性の分析とハ
ブノードの抽出数の変化によるハブ構造ネットワークの変化の様子を調べた.
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Abstract This paper present approach which extracts Hub Structure Network from network assumed keywords
as nodes in each documents.This Approach ﬁnd keywords related many keywords or many documents from keyword
in document sets by extracting network consisting of k kinds of high hub nodes and node connected it.By changing
extraction numbers k, we analyze characteristic about Hub Structure Network.This network made from keywords
becomes the Scale Free Network.The Scale Free Network is distribution of power low model not the distribution of
the bell such as the frequency distribution of the random network.In short, Majority node is a network having a
characteristic to have minority links while few nodes have extremely many links.In experience, I investigated the
state of the change of Hub Structure Network by changing the number of extraction of hub nodes and analyze
scale-free characteristics by structuring network that assumed document set as data-set in international society.
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1. は じ め に

いる. 具体的にはこれらのドキュメントデータの集合からキー
ワードをノードとしたネットワークを構築し, そのネットワー

現在, コンピュータの処理性能がより高性能なものになり, 大

クから共通の特徴を持つ部分集合 (クラスタ) を抽出する手法

規模な情報やテキストデータを処理することが可能となった.

を用いる. この共通の特徴を持つクラスタを抽出する理論とし

さらに, ネットワークの発展により, 様々な種類の情報を持った

て, スケールフリーネットワークの理論を用いることでクラス

ドキュメントデータをより大量に, 世界中で扱うことが可能と

タを抽出することを目的としている.

なっている. このような処理性能の向上に伴い, コンピュータの

またハブ構造ネットワーク内のノードについて, そのネット

扱う大量のデータから特徴的な情報やルールを発見するデータ

ワーク内のノードで構成されるネットワークがスモールワール

マイニングが用いられている.

ド性を持つかを調べる. これによりこれらのノードが密である

本研究ではデータマイニングの中でも特に, グラフやツリー
の構造から特徴的なルールを発見するグラフマイニングを用

かどうかがわかる. 具体的には, それらのノードの各 2 ノード間
の平均距離と各ノードのクラスター係数を調べる.

本論文の構成は以下の通りである.2 章ではスケールフリー

の大規模ドキュメント集合内の語をノードとしたスモールワー

ネットワークやスモールワールドの研究を示すとともに, 医療

ルド性を持つネットワークを構築することで, 複数のコミュニ

データベースのオントロジーをハブ構造ネットワークに応用し

ティを構築している.

た関連研究を示す.3 章ではネットワークが持つ問題とそれを解
決するために提案するアルゴリズムを提案する.4 章では前章の
アルゴリズムを実際のドキュメントデータに適用した時のアル
ゴリズムと実験の内容を示す.5 章では実験結果とその結果の分
析からの考察を示す. 最後に第 6 章では本研究で得られた成果
と今後に向けての展望を示す.

3. スケールフリーネットワーク理論を用いたグ
ラフクラスタリング
3. 1 問

題

文書集合内のキーワードで構築するネットワークは, 複雑で
特徴をつかみにくい. また完全グラフなどでキーワードなどの

2. 関 連 研 究
1999 年に Barabasi ら [1,2] の研究でスケールフリーネット
ワークの度数分布が平均について正規分布の形を取るランダム
ネットワークの分布に一致しないことが発見された. このネッ
トワークは 80 パーセント以上のノードがリンク数 4 未満であ
り, 度数分布の上位数個のノード (全体の 0.001 パーセントほど

関連性を示す場合でも, 完全グラフ内のキーワードが同一の文
書内に存在しているキーワードの場合が多く, 文書集合全体の
特徴とは言いにくい. したがって, 完全グラフ以外のネットワー
クの構造を用いて特徴を発見するべきだと考える. したがって
このような特徴を発見するためにアルゴリズムを提案する.

3. 2 提案するアルゴリズム

のノード) が 1000 本以上のリンクを持っているべき乗則である
ことがわかっている. つまり, ランダムネットワークの分布では

本研究の目的は「ドキュメント集合で構築される関連を示す

平均から外れるとノード数が少なくなるが, べき乗則に従うス

複雑なスケールフリーネットワークから共通の特徴や知識のク

ケールフリーネットワークではそのような系に従う尺度が存在

ラスタを発見する」ことである. スケールフリーネットワークの

していないという特徴がある. 本研究で行う実験で構築される

理論での「ハブ」はドキュメント集合内では「強い」キーワー

ネットワークの度数分布において, その分布がべき乗則である

ドであり, 多くの情報を内包していると考えられる.

か検証する.

そこで本研究では, ドキュメント集合から構築するネットワー

Rohinski ら [3,6] の研究では複雑なネットワークに対し, そ

クから「ハブ」の構造を持つネットワークを抽出することで, 多

のネットワークを複数の階層・種類を用いて自動的に分類する

くのキーワードを持つノードで構築しているネットワークのク

「要約器」を設定している. これを用いて一定数のノードを持

ラスタリングができると考える. また, ハブ構造ネットワーク

つ部分グラフを要約することで概念マップのクラスタリングを

内のノードで構成されるネットワークのスモールワールド性を

行っている. 本研究では, 「要約器」ではなく、スケールフリー

検証することでそれらのノード間が密であるかどうかを調べる.

ネットワークの理論でのハブ構造ネットワーク内のノードから
構成される部分グラフを用いてクラスタリングを行う.

Illhoi Yoo ら [4, 5] の研究ではそれぞれのドキュメントクラ
スタについて, 重要度の高いネットワーク構造である MeSH ツ
リーを定義することで, それぞれのドキュメントクラスタにつ
いて意味的関連性のある情報の核を見つける, k 個の部分グラ
フを分類するモデルを生成している.
この k 個の部分グラフのモデルを元に, 各実験のドキュメン
トデータを関連付けてネットワークを構築する. またこれら k
個の部分グラフはツリー構造であるため関連付けたネットワー
クはハブ構造ネットワークにすることでクラスタリングを行っ
ている. 本実験で抽出するハブノードとそれとリンクするサブ

3. 3 アルゴリズムの概要
図 2 に提案するアルゴリズムの流れを示す. 本研究のアルゴ
リズムは文書内のキーワードをノードとしたネットワークを構
築する. このネットワークだけではリンク数が多く複雑なネッ
トワークから特徴を抽出するのは困難である. そのため, スケー
ルフリーネットワーク理論を用いてハブノードを抽出し, その
ノードとリンクを持つハブ構造ネットワークを構築する. このハ
ブノードは他のノード (キーワード) に比べて多くのキーワード
を内包していることから, その対象の文書集合での「キーワー
ドの中のキーワード」であると考えられる. アルゴリズムは以
下の 4 ステップからなる:

ノードから構成されるネットワークもツリー構造のネットワー
クである. 複数のハブ構造ネットワークから構築されるネット
ワークも同様の構築方法を用いている. しかし本実験では, ハ
ブ構造ネットワークでクラスタリングを行わず, そのハブ構造
ネットワークで構成されるノードで構築されるネットワークで
クラスタリングを行う.

Brant Chee ら [8] の研究では, 自然言語内の語それぞれがス
モールワールド性を持つネットワーク捉え, 大規模文書集合か
ら小規模のコミュニティを抽出、クラスタリングしている. そ

1. ハブ構造ネットワークの構築とスケールフリー性の検証
2. 概念マップの抽出とスモールワールド性の検証
3. ドキュメントクラスタリング

4. 3 ネットワークの構築
前節で示した閾値以上である組み合わせについてネットワー
クを構築する. この時, ノード 1 もしくはノード 2 が同じであ
る場合, 1 つのノードに複数のリンクを持つ構造になる. ネット
ワークの構築の流れは以下の通り:

1.2 つのノードとリンクの組み合わせを構築する.
2. 全ての組み合わせのノードの中で同一のものがあるかどう
か, 比較する.

3. 異なる組み合わせの内, 同一のノードが存在している時, そ
の組み合わせを結合する.

Algorithm1 では 10-14 行目がこれに該当する. 上記 2 につ
いてアルゴリズムでは, キーワード a, b, c について組み合わ
図 1 アルゴリズムの流れ

せ a-b と a-c が存在する時, 上記 3 のように a について結合す
るネットワークを構築する (Algorithm1 では If Ca,b and Ca,c

4. ハブ構造ネットワークの構築とスケールフ
リー性の検証
4. 1 ドキュメント ID とキーワードの組み合わせの構築
全てのドキュメントに ID を割り当てる. 割り当てたドキュ

exist MakeNetwork(Ca,b , Ca,c )). また全ての組み合わせについ
て, 上記 2 の場合のノードが存在するか調べる (Algorithm1 で
は AllCheck(C) が該当する).

Algorithm1 Structuring Network
Input : Document Set D, n

メント ID について, 対応するドキュメント内のキーワードと

Output : Network

その ID の組み合わせのリレーショナルデータベースを構築す

1:

For each document Di in D

る.Algorithm1 での 1-3 行目がこれに該当する. 具体的にはド

2:

keyi,a = extraction{Di }

キュメント ID が i, 各キーワード a が keyi,a にあたる.

3:

End For

4:

Do

4. 2 ID を基にした 2 単語の組み合わせの構築

5:

4. 2. 1 組み合わせの構築

6:
7:

ネットワークを構築するために, まずドキュメント ID が同

For each keyi in Di
Ca,b = Relation(keyi )
End For

8:

Loop while AllCheck(Di )

一の異なるキーワードについて, それぞれ 2 語間の共頻出の組

9:

If Count(Ca,b )> n

み合わせを構築する. また, それぞれの組み合わせには重みを

10:

設定する. ここでの重みとは, 「文書のキーワードの組み合わせ

11:

がノード 1 とノード 2 である数」であり, 複数の文書で 2 つの

12:

キーワードが共頻出する時, その文書数が重みとする.

13:

Algorithm1 では 4-8 行目がこれに該当する. 具体的には, 各

14:

Do
If Ca,b and Ca,c exist
MakeNetwork(Ca,b , Ca,c )
End If
Loop while AllCheck(C)

ドキュメント ID における 2 つのノード (キーワード a, b) の組

15: End If

み合わせの抽出は 7 行目の Ca,b = Relation(keyi ) が, 全ての文

16: retutn(N etwork)

章へ適用しているかを判断する判定関数として AllCheck(Di )
がこれに該当する.

4. 2. 2 閾値の設定
重みの閾値を設定する. 閾値を設定することで, 閾値以上であ
る 2 つのノードとそのリンクは複数の文書に共頻出する強い概
念と考えることができる.Algorithm1 では 9 行目がこれに該当
する. 具体的には Count(Ca,b )> n であり, これはキーワード a
とキーワード b の 2 語間の組み合わせの数が閾値 n 以上である
場合のみネットワークの構築を行っている.

4. 4 ハブ構造ネットワークの抽出
構築したネットワークの全てのノードについて, 各ノードと
それに接続しているリンクの重みの総和を求め, 降順でソート
する. これは, 重みの総和の値が高い場合, 対象のドキュメント
集合において, そのキーワードは多くの文書に関連があると考
えられるからである. そして抽出したいハブ構造ネットワークの
数が k 個の場合, ソートしたノードの上位 k 位までをハブノー
ドとし, そのハブノードとリンクを持つノードを全て抽出する
ことでハブ構造ネットワークを構築する. ハブ構造ネットワー

クの抽出の流れは次の通り:

1. 前節で構築したネットワークの各ノードについて, そのノー
ドに接続しているリンクの重みの総和を求める.

2. 各ノードの重みの総和について, 降順でソートする.
3. 構築するハブ構造ネットワークが k 個である時, ソートし
た上位 k 位までのノードをハブノードとする.

4.3 で決定したハブノードについて, そのハブノードに接続し
ているノードのみをネットワークとして抽出する.

5. 概念マップの抽出とスモールワールド性の
検証
5. 1 ハブ頂点集合からの概念マップの抽出
前節で構築したハブ構造ネットワークについて, 概念マップ
を構築する. 具体的には, 各ハブ構造ネットワークのノードにつ
いて, 各ノードが持つ全てのリンクでのネットワークを構築す
る. 任意のサブノードについて, 接続しているリンクとノードを

また上記 1-5 は Algorithm2 では次に該当する.

抽出する. このリンクとノードで構築されるネットワークを概
念マップとする.

1.1-5 行目がこれに該当する. それぞれのエッジ ej について
(each edge ej in E), 頂点 vj がエッジ ej に接続している
時, ej の vj についての重みを加算していく.

2.6 行目がこれに該当する. 頂点集合 V 内の全ての頂点につ

5. 2 スモールワールド性の検証
スモールワールド性とは, あるノード集合のノードが次の特
性を持っている性質を指す.

いて値 Salience(v) をもとに, 降順 (des) でソートを行う.

3.i < k の時の各 HVSi 内の各ノードがハブノードになる.
4.7–15 行目がこれに該当する.HasAnyRelationship(HVSi ,

1. 任意の 2 点のノード間の平均距離が小さい.
2. クラスター度が大きい.

vj )= true の時, そのネットワーク間にリンクが存在する.
従って, このときにこれらのノードを 1 つの集合にしたネッ
トワーク HSN を構築する.

Algorithm2 Hub Structured Network (HSN)
Input : Network, k(k is number to extract HSN)
Output : k kinds of Hub Structured Network (HSN),

また, それぞれのネットワークにスモールワールド性を持つ
時, そのネットワークの内容が密であると考えられる. 本実験で
抽出した概念マップについて, この性質を検証する.

6. ドキュメントクラスタリング

Hub vertex sets
1:

For each edge ej in E

2:

If vj connected eｊ

3:
4:

Salience(vj ) += weight(ej )

6:

Sort(V, Salience(v), des)

7:

Do

10:

For each HVSi
Do
If HasAnyRelationship(HVSi , vj ) = true
HSNi = HVSi ∪ vj

11:
12:
13:
14:

する. 図 2 にクラスタリングの例を示す. 左図・右図同様に概念
する.

End For

9:

とで, ドキュメント集合を幾つかのグループにクラスタリング
マップの部分グラフの特定の構造を持っている文書集合に分類

End If

5:

8:

前節で構築した概念マップの構造を部分グラフを決定するこ

End If
Loop While AnyMemberChanged(HVSi )
End For

図2

ドキュメントクラスタリング

15: Loop While AnyVacancy(HVS)
16: return(HSN)

7. 実 験 内 容
前章で示したアルゴリズムについて, 実データを対象とし
た場合の 4 つの実験, キーワード抽出およびリンク構築 (実験

1), ネットワーク構築 (実験 2), ハブ構造ネットワークの抽出
(実験 3), スモールワールド性の検証 (実験 4) の内容の詳細を
示す. 今回実験の対象にしたデータは SIGIR, ACMSIGMOD,

KDD-2006 内のドキュメントデータからキーワードを抽出す

図 3 ハブ構造ネットワーク

る. この時のキーワードは論文内の項目「Keyword」から抽出

7. 2 ネットワーク構築 (実験 2)

を行う.
実験 2 では, 実験 1 で構築した 2 つのノード（キーワード）
実験ドキュメントデータ :

SIGIR 215 件, ACM/SIGMOD 829 件, KDD-2006 121 件の 3
つの国際学会の論文 1165 件

とリンクの組み合わせを基にネットワークの構築を行う. それ
ぞれの組み合わせについて, 2 つのノードと組み合わせが複数
ある場合, その組み合わせの出現回数を重みとする. 全てのノー
ドの組み合わせについて, 構築されたネットワークはリンクと

総キーワード数, 総リンク数 :
実験ドキュメントデータから抽出したキーワードは 2869 個, 各
ドキュメントのキーワードの組み合わせは 4221 通り.

重みが適切に構築されている必要がある. また実データについ
て, キーワードの出現頻度の順位付けした度数分布を図 4 で示
す. この図からジップの法則からスケールフリー性を持ってい
ると考えられる.

7. 1 キーワード抽出およびリンク構築 (実験 1)

7. 3 ハブ構造ネットワークの抽出 (実験 3)

実験 1 では, キーワード抽出を行うための前処理と処理され
たデータのリンク構築の 2 段階に分けられる. つまり各ドキュ
メントに ID を設定し ID と各ドキュメント内のキーワードの

ハブ構造をネットワーク抽出は以下のステップで抽出するこ
とができる.

組み合わせを構築する. ドキュメント ID が同一である, 異なる
キーワードの組み合わせを構築する. また, 本実験では Apriori
アルゴリズムを用いてリレーショナルデータベースを構築する
ことで, 2 つのキーワード (ノード) とその組み合わせを生成す
る. さらに 2 つのキーワードに一定の意味合いを持たせるため,
その 2 つのキーワード間の出現回数に閾値を設けている. 今回
用いた SQL は以下の通りである.

・実験 2 で構築したネットワークについて, ネットワーク内の
すべてのノードについてそれと接続しているリンクの重みの
総和を求める.
・リンクの重みの総和について降順でソーティングを行い, 上
位 k 位のハブノードを抽出する.
・各ハブノードについて, そのノードから繋がっているリンク
とノードに分割する.

select k1.keyword, k2.keyword, count(*) from terms k1,
terms k2 where k1.did = k2.did and k1.keyword <

7. 4 スモールワールド性の検証 (実験 4)
各ハブ構造ネットワーク内の全てのノードについてそれらの

k2.keyword group by k1.keyword, k2.keyword

ノード間のリンクを全て抽出し, ネットワークを構築すること

having count(*) >= 2;

で, 概念マップを抽出する. そのネットワーク内での各 2 点の
ノードの平均距離とクラスター度を調べることで, スモールワー

図 5 閾値 2, ハブノード抽出数 3 のネットワーク

図6

閾値 2, ハブノード抽出数 12 のネットワーク

8. 実 験 結 果
8. 1 実

験

1

以下の実験データを用いて, Apriori アルゴリズムを用いた
キーワードの組み合わせを抽出した.

8. 2 実

験

2

実験 1 で構築した 2 つのノード間とリンクを用いてネット
ワークを構築する. 今回の実験で構築したネットワークを図 3
に示す. このネットワークは共頻出回数が 2 回以上のネットワー
クである. 次にこのネットワークについて簡単に説明する. 各
ノードはドキュメント集合内のキーワードを示しており, 各リ
ンクはそのリンクに接続されている 2 つのキーワードがドキュ
メント集合内の各ドキュメントについて 2 件以上のドキュメン
トで共頻出していることを示している.

8. 3 実

験

3

実験 3 では, ハブ構造ネットワークの抽出を行う. 今回はハブ

図 4 Zipf Law に基づく分布

ノードの抽出数を 1 から 12 個抽出する実験を行った.
出力結果の例を図 5, 図 6 に示す. 図 5 はハブのノードの抽出

ルド性を調べる. また, クラスター度を以下のように定義する.

Ci =

2ki
ni (ni − 1)

数は k=3 であり, またハブノードのキーワードは図 8 がこれに
該当する. 同様に図 6 はハブのノードの抽出数は k=12 である.

(1)

ただし, ki はノード i に隣接しているノード間で接続してい
るリンクの数, ni をノード i に接続しているノードの数と定義
している. また, 平均距離は任意の 2 点間のに接続されている
ノードの最少数と定義する.

8. 4 実

験

4

実験 4 では, 実験 3 で抽出したハブ構造ネットワーク内の各
ノードについて, 閾値 1 での各ノードのリンクについてネット
ワークを構築する. 本実験では, このネットワークを概念マッ
プと捉え, このネットワーク各 2 点のノードの平均距離とクラ
スター度を求めることでスモールワールド性を検証する. 図 8

7. 5 ドキュメントクラスタリング (実験 5)
本実験では抽出した概念マップの部分グラフを設定し, 図 2
のようにドキュメントクラスタリングを行う.

にそれぞれのハブノードの平均距離とクラスター度を示す.

図 7 Data Mining の概念マップ
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図 8 各ハブノードの結果

8. 5 実

験

log(F ) = −0.65781 × log(r) + 4.574155

5

抽出した概念マップから, 主に図 2 の右図のようなツリー構
造の部分グラフを抽出し, クラスタリングを行う. またそのクラ

(3)

となっている.F は度数分布での頻度, r は度数分布での順位を
示している.

スタに何件のドキュメントを持っているかを調べた.

9. 2 ハブノードの出現
図 9 に, 実験結果の一例を示す. ハブノード「Data Mining」
の概念マップの部分グラフとその文書数を示す.

以下にハブノードの抽出数が 1-12 個の場合に新しく出現す
るハブノードを示す. 例えば, ハブノードが 3 つから 4 つに変
化する時, 「Classiﬁcation」が新しくハブノードが出現する. 抽
出数が 12 の時, 8 番目から 12 番目に出現したハブノードの重

9. 分析と考察

みの総和はほぼ同じであった. また, 本実験で用いたドキュメン
トデータは多くのデータマイニングの分野のドキュメントデー

9. 1 ネットワークの性質

タを用いているため, ネットワーク内でのハブノードに偏りが
図 4 で示す通り, 今回用いたドキュメントデータはスケールフ

生じている.

リー性を持っていることはわかっている. また今回の実験デー
タでは Zipf Law を用いて次のことが判明している.

Pk 〜k−γ

9. 3 ハブノードの出現の特徴
ハブノードの出現には主に 2 つの特徴がある.1 つはハブノー

(2)

ドに隣接しているノード (サブノード) がハブノードになる場

の分布ではおよそ γ = 0.66 である. 図 4 下の直線は最小二乗法

合, つまり木構造のように派生する場合, もう 1 つは 2 点のハ

で求めており,

ブノード間に隣接するノードがハブノードになる場合である.
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9. 3. 1 サブノードがハブノードに派生する場合

えられる. 今回の実験では, 抽出数を 4 から 6 に増加したとき
のキーワード「Text Mining」と「Classiﬁcation」などがこれ

図 10 のように, 抽出数を増やすにつれて, ハブ構造ネット

にあたる.

ワークのサブノードがハブノードに変化するノードが存在する.
今回の実験では, 「Information Retrieval」-「XML」-「Data

Exchange」や「Data Mining」-「Machine Learning」-「Recommender System」などが挙げられる. これらのノードでの
ネットワークは特に, ネットワーク構造でも特に強い概念を持っ
ていると考えられる.

図 11
図 10

ハブノードの派生 2

ハブノードの派生 1

9. 4 概念マップの構築とスモールワールド性の検証
9. 3. 2 2 点間のハブノードから隣接するノードがハブノー
ドになる場合

今回, それぞれのハブ構造ネットワークの全ノードから構築
されるネットワークの中で, サブノードのみで構築されたネッ
トワークを概念マップとする. なぜなら, ハブノードを持つネッ

図 11 のように 2 点のハブノードに隣接するノードが複数あ

トワークを概念マップとするとき, 平均距離が 2 以上にならず

る場合, 抽出数を僅かに増加するだけでハブノードになるノー

クラスター係数が極めて高い値を示し特徴的な構造が見つけづ

ドがある一方で, 膨大な数の抽出数でもハブノードに変化しな

らいためである. そのため, サブノードのみで概念マップを構

いノードが存在する. これは重みの総和が高いだけではなく, そ

築する.

の際のそれらのノードが持つリンクの本数にも影響があると考

図 8 に示す各ハブノードによる概念マップでは 2 ノード間の

図 12 Classiﬁcation の概念マップ

図 13 Information Retrieval の概念マップ

最大距離は 5 である. またクラスタ係数が 0.000000 は概念マッ

のように, 概念マップのある部分グラフが複数の文書に出現し

プにおけるノード数が 2 つ以下であることを示している.

ている構造は特に,「強い意味」を持つ構造であると考える. さ

平均クラスター度が低いということは, その概念マップの中

らにこの「強い意味」を持つ構造のうち複数の分野, 本実験で

に別のノードをハブノードとするハブ構造ネットワークが存在

は KDD-2006,ACM/SIGMOD, SIGIR の 3 つのうち複数の学

する可能性がある. 9.3.1 のような派生におけるサブノードはこ

会に含まれる文書であれば, その概念マップでの部分グラフの

のハブ構造ネットワーク内のハブノードないしサブノードが該

構造は文書集合内で「極めて強い意味」を持つ構造であると考

当することが考えられる.「Information Retrieval」-「XML」-

えられる.

「Data Exchange」もこれに該当している.

本実験では, ハブノードを持たない概念マップでは 3 つの

一方で 9.3.2 のような派生はクラスター度が低いハブ構造ネッ

ノードから構築する部分グラフを持つドキュメントを抽出でき

トワークでなく, クラスター度がその概念マップの中で高いノー

なかった。そのため, ハブノードを持つ概念マップの部分グラ

ドがこのような派生になると考えられる. この場合の一例とな

フから特徴的な構造を抽出した.

る概念マップを図 12, 図 13 にを示す. これはハブノード抽出

その結果, 図 9 に見られるとおり 10 個の部分グラフの構造

数 k = 4 の時, ハブノード「Information Retrieval」と「Clas-

が複数のドキュメントで現れた. また, それらのドキュメント

siﬁcation」のハブ構造ネットワークが存在し, そのハブノード

の中で複数の学会に横断する構造が「Data Mining」-「closed

間に 2 つのサブノード「Clustering」と「Feature Selection」

itemset」,「minimal geerator」の構造が現れたため,

が存在している. 「Clustering」は僅かな抽出数の増加でハブ

文は「極めて強い意味」を持っていると考える。

ノードに変化する. 「Clustering」は 2 つのハブノードの概念
マップにおいてクラスター度が他のノードに比べて高い. 一方

この論

10. お わ り に

で「Feature Selection」はこの 2 つの概念マップにおいて, ク
ラスター度が低いことが判明した. また, 概念マップの部分グラ
フからドキュメントクラスタに分類することができ, 8.5 章のよ
うに「Data Mining」についての特定の部分グラフを持つクラ
スタを抽出できている.

本研究ではドキュメント集合からスケールフリーネットワー
クの構築とハブ構築ネットワークを抽出することで, ドキュメ
ント集合内の特徴的な構造を発見することを目的としてきた.
また, 構築したハブ構造ネットワークから概念マップを構築し,
スケールフリー性を検証することで, そのネットワークを構成

9. 5 実験データでのドキュメントクラスタリング

するノードの関連が密であるかどうかを調べた.
実験に用いたドキュメントとそのキーワードには, 分野にお

本実験では概念マップからの部分グラフを抽出し, その構造
を持つドキュメントを集合から抽出する. 図 9 はハブノードを
含む概念マップであり, ハブノードを持つ概念マップは例外な
く平均距離が短くクラスター度が大きく,「強い意味」を持つ特
徴的な構造とはいえない。
図 9 の「Data mining」-「Association Rule」、
「Clustering」

いて偏りが生まれているが, 図 9 のようなドキュメント集合の
キーワードと共頻出回数についての分布がスケールフリーネッ
トワークの分布と近似しているため, 本実験で構築したネット
ワークはスケールフリー性を持っていると考えられる. また, ハ
ブ構造ネットワークの派生はサブノードが抽出数を増やすこと

でハブノードに, ツリー構造に変化する場合と 2 つのハブノー
ド間のサブノードがハブノードに変化する場合が現れるという
結果になった.
ハブ構造ネットワークの全てのノードにおいて構築した概念
マップのスモールワールド性を調べるため, 平均距離とクラス
ター係数を調べた. 平均距離が小さく, クラスター係数が大き
い時, その概念マップはスモールワールド性を持っていると考
えられる.
本研究の実験で用いたドキュメント数は関連研究に比べて少
ないため, 実験に用いるドキュメントデータの数を増やすこと
で, 対象分野での概念マップの特徴的な構造を見つけることが
できると考える.
文
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