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概要

出する手法を提案している [3]．我々はそのバースト共
起を参考にし，以下のシステムを考案した．

近年，情報化社会が進むにつれて，新しい言葉が多
く生み出されるようになった．その新語の意味や，そ
れに関する事象を調べるとき Wikipedia を利用する人
が多い．
Wikipedia は，大規模な Web 上の百科事典というべ
きもので，誰でも記事内容を変更できることが大きな
特徴である．また幅広い分野の記事（概念）を網羅して
おり，既存の概念から新しい概念までの記事が存在す
る. その記事数は日本で 80 万弱 (2010 年時点) に上り,
今でもその記事数は増加している．加えて，Wikipedia
の全記事の記事名や本文を ダンプデータとして提供し
ているため，容易にデータの解析が可能である．
上記のような特徴のため Wikipedia を利用した研究
が多く，その中でも概念間の関連度算出の研究が盛ん
に行われている．
一方で，ダンプデータに含まれていないが，全記事
の 1 時間ごとのアクセス数も公開されている．その時
系列データを用いた研究はあまりされていない [2]．
関連度算出に関する既存研究においても，文書の数
と文書間の中に含まれる単語の頻度から推定するもの
が多く，時系列データを用いたものはなかった．そこ
で本研究では，新しい手法として Wikipedia に存在す
る時系列データを用いて，記事同士の関連度を算出す
る新たな方法を提案する．
本研究では大きく以下の 3 つのアプローチから関連
度の算出を試みる．
1. 記事同士のバースト期間の関連を比較する．
2. リンクを利用する．
3. ニュース記事を利用する．
2 節では，上記の 1，2 について述べ，3 については
5 節で述べる．
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2.1

1. Wikipedia の各記事に対する 1 時間毎のアクセス
数を取得する．
2. 取得したアクセス数から全ての記事に対してバー
スト期間 pt を算出する．
3. 各記事の pt を比較し，バースト期間がどれほど重
なっているかを表す数値 Overlap を出す．
4. Overlap の高い記事を比較する．

2.2

使用した時系列アクセス数のデータは，2010 年 4 月
1 日から同年 9 月 30 日までの 6ヶ月間に 1 時間毎で取
られたもので，Wikipedia の約 78 万の記事を対象とし
ている
2 節で説明した方法で実験を行い，関連度の高い記
事の対を挙げ，人手でその関連性を確認した．
バースト検出を用いた方法では以下の 2 通りのバー
スト期間の比較方法を試した．

1. 記事 A とバースト期間が算出できた全記事とを
比較．
2. 記事 A と，A 内のバースト期間が算出できたリン
ク先の記事のみとを比較．
またバースト期間は１日単位で算出した．

2.3

バースト共起
システム

時系列データ（アクセス数）を取得し，解析を行う．
Wikipedia の全ての記事に対してアクセス数が極端に
上がった（以下バーストしたと言う）時間を算出する．
この期間を比較することにより，同じ時期にバースト
した二つの記事の関連度を算出する．2 つのバースト
の関連度の計算法として曽根らは, バーストの共起を算

実験

結果

2.3.1 全ての記事との比較
ほとんどの記事でこのような，関係性がおよそ無い
と考えられる結果が得られ，関係性のあるものが上が
ることは無かった．例えば，
「サッカー」と関連度の高
いものに「数学」が提示されてしまい，明らかに関係
性のないものが上位に挙がってしまった．
2.3.2
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記事とその内部にあるリンクは関連性が高いと考え
られる．実際，関連のより高いリンク先が上位に上がっ
てきており，全ての記事との比較による場合と比べて
良い結果を得た．

2.4

考察

以上のように，全般的には良好な結果を得ることは
できなかった．この理由としていくつか考えられる．

1. 平均アクセス数が少数の場合，アクセス数が数十
件増えただけでバーストと判定されてしまう．そ
のため結果的にノイズとの判別がつかなかった．
2. 偶然バースト期間が同じだった．
3. 記事同士の関連度と時系列アクセス数の相関は本
質的に極めて小さい．

に含まれる単語 (キーワード) を抽出し，上記の手順で
実験を行った．今回は「琴光喜啓司」をキーワードと
した．
結果は「佐渡ヶ嶽，時津海正博，豊ノ島大樹，…」と
いったように野球賭博に関わったとされる力士が上位
に選出された．
「佐渡ヶ嶽」はもともと関連度は 50 位ほ
どだったことを考慮すると，上手く時事性を反映させ
ることができたと考えられる．

3.3

表 1: 関連度算出結果

実験結果から，1 と 2 が主な原因とは言い難い．よっ
て 3 が主な要因と考えられる．時系列アクセス数の比
較から記事同士の関連度を算出することは困難である
と考える．

3

佐渡ヶ嶽

時津海正博

豊ノ島大樹

(1) 正規化値
(2) 時事性反映前
(1)+(2)

0.833
0.433
1.266

0.833
0.427
1.260

0.666
0.868
1.534
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まとめ

時系列データから記事同士の関連度を算出する手法
について検討した．単純にバースト期間を比較すると
いうことでは，関連性のあるものを抽出すること自体
が困難であった．
またニュース記事利用については，従来，関連語と
して認識されていた単語対の関連度を加味して，適切
に修正することに成功した．今後は以前は全く関係の
なかった単語に，新しい関連性が生じた対を発見する
手法について研究を進めたい．

手法

予備実験において，大きなニュースが報じられたその
日に，ニュースに関連する Wikipedia の記事のアクセス
数が急激に増加することを確認した．従って，ニュース
に関連する Wikipedia の記事各々のアクセス数がバー
ストした時を算出し，比較することで関連度に時事性を
反映させることができると考えた．手順を以下に示す．

1. ニュース記事の見出しからキーワード (Wikipedia
に記事が存在するもののみ) を決定する．
2. キーワードと関連度の高い単語（Wikipedia に記
事が存在するもののみ）を抽出する [1]．
3. ニュース 記 事の日付と 2 で抽出した単 語 とで
Overlap(2.1 節参照) を算出し比較する．

3.2

名前

ニュース記事の利用

関連語というものはその時代の情勢によって変わっ
てくる．今まで関連性は無いと思われた単語同士に関
連性が生じるということが大いに有り得る．たとえば
多くの人にとって，相撲と野球賭博は今まで関連性が
なかったが，最近では大きく関連しているといったよ
うなことである．
そこで，既存の関連度に時事性を加味した，新たな
関連度を算出することを試みる．
時事性という観点から今回，インターネット上のニ
ュース記事を利用した．

3.1

関連度算出

実験で得た Overlap 値を最大値 1 で正規化した値と，
3.1 節の 2 で抽出した単語の関連度を足し合わせること
で，新しい関連度を算出した．以下に結果の一部を示
す．実験前に比べ，実験後は関連度がかなり大きくし
ているが，これは時事性を重視したためである．

実験
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まず Yahoo!ニュース Web API を用いてニュースの
見出しを取得した．次に形態素解析を行い，Wikipedia
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