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1.1

はじめに

文書が持つ潜在的なトピックを抽出するための手法
として、pLSI や LDA[1] などの手法がある。これらは
トピックモデルと呼ばれており、情報検索 [3] や複数文
書要約 [4] など、様々な分野で応用されている。
トピックモデルによって抽出されたトピックは単語
の確率分布で表され、どのようなトピックであるかは
これの情報を基に判断することになる。トピックを解
釈する上で最も標準的な方法は生起確率の高い単語か
らトピックの内容を推測する事だろう。しかし、この
方法ではトピックの解釈が解釈する人の主観に依存し
てしまうという問題がある。Lau ら [5] の研究では上位
10 単語の中からトピックのラベルとしてふさわしい単
語を被験者 10 名に選択させたところ、最も選択された
単語でも被験者の 5 割程度しか選択されなかったとい
う報告がある。また、単語からトピックを解釈すると
いう方法は、文書群で扱われているトピックに関する
知識が不十分である場合にトピックを上手く解釈でき
ないといった問題も存在する。近年では単語単位では
なくフレーズ単位でトピックを抽出する [9] などの方
法も提案されているが、いずれにしてもトピックを抽
出した後にその内容を解釈するという過程は存在して
おり、トピックの内容を決定的に表すラベルを付与す
る研究は必要であると考えられる。
これまでのラベル付与の研究では N-gram からラベル
を選択する研究 [2] やトピックモデルで得られた単語分
布の上位単語からラベルとしてふさわしい単語を選択
するといった研究 [5] が行われている。N-gram からラ
ベルを選択する研究ではこの段階では固定長の N-gram
を取り扱っているため、ラベル候補が限定されている
という問題がある。また、単語からラベルを選択する
方法は既に述べたように解釈者の主観による違いが大
きくなるという問題がある。本稿ではこれらの問題を
踏まえて固定長ではなく可変長の N-gram からトピッ
クのラベルを選択する事を目指す。固定長の N-gram よ
りも広い範囲の N-gram を取り扱う事で、より尤もら
しいラベルが得られる事が期待される。

関連研究

Mei ら [2] は、Chunking、または N-gram Testing に
よって文書群から候補ラベルを生成し、生成されたラ
ベルを KL-divergence ベースの手法を用いてラベルを
ランク付けして候補ラベルを選択するという手法を提
案した。Mei らの評価手法は、同じ単語が何度も出る
ようなノイズに近いラベルの評価が抑制されるという
利点があり、本研究ではこの評価方法を採用した。

2 研究内容
まず、対象とする文書群の中から可変長の N-gram を
抽出する。次に、文書群からトピックの抽出を行い、得
られたトピックに対して N-gram の中からラベルとし
てふさわしい N-gram を選択した。ラベルの評価方法
には上述の通り Mei ら [2] の方法を利用した。

2.1

可変長 N-gram 抽出

可変長 N-gram の抽出には持橋ら [7] が提案した VPYLM
を利用した。VPYLM は与えられた文脈から確率的に
その長さを決定する事で可変長の N-gram を抽出する
事を実現しており、理論的には無限長の n-gram 抽出を
行う事が可能である。VPYLM では N-gram の最大長を
固定した場合においても余分な計算が行われにくいた
めに高速な計算ができるという利点がある。
この方法で抽出した N-gram は抽出した N-gram とそ
の生起確率のペアで表されるが、確率がスムージング
されるためにイテレーションが進む毎に計算されなく
なった不要な N-gram の生起確率も計算できてしまう。
また、生起確率は全 N-gram に対しての確率ではなく、
与えられた文脈からその N-gram が得られる確率であ
るため、Mei らの評価法を利用するには多少手を加え
る必要がある。そこで力押しな方法ではあるが、今回
は N-gram を抽出した後に文書群から各 N-gram が得ら
れる回数を直接計算した。また、今回の実験では最大
長を 8 として実験を行った。これは最大長を大きくす
る事で不要な N-gram が生成されるのを抑制するため
である。
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1.2

研究背景

山田 孝治 ‡

トピック抽出

トピックの抽出には Teh ら [8] が提案した HDP(Hierarchical
Dirichlet Process) を利用した。HDP はまず各文書内の
単語をクラスタリングし、その後で全文書のクラスタ
をクラスタリングする事で文書をトピック毎に分ける。
HDP の利点は自動でトピック数も推定するために事前
に LDA などのようにトピック数を確定させる必要が無
い点である。
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表 1: 可変長 N-gram ラベルと上位単語リスト

ラベル評価

2.3

Mei ら [2] の評価方法では与えられた文書群 C から
ラベル l が得られる確率 p(l|C) と文書群 C から単語 w
が得られる確率 p(w|C) の PMI を利用する。計算式は
以下の (1) で表される。
S core(l, θ)
∑
=
p(w|θ)log
w

=

∑

参考文献
p(w, l|C)
− D(θ||C) + Bias(l, C)
p(w|C)p(lkC)

p(w|θ)PMI(w, l|C) − D(θ||C) + Bias(l, C) (1)

w

右辺第 2 項は文書群とトピックの距離であり、こちら
はどのラベルでも共通なので実際には計算しない。ま
た、第 3 項のバイアス項も基本的には 0 と仮定するの
で第 1 項のみを評価に利用する。

3
3.1

実験設定

結果

表 1 にトピックモデルで得られたあるトピックの単
語分布の上位 5 単語とスコアが最も高かったラベルを
示す。可変長 N-gram を利用する事で単語よりもある程
度トピックの具体的な内容を示すラベルを得る事がで
きた。しかし「コーパスの」などの中途半端な所で切
れてしまっているラベルや、
「機械翻訳システムが対訳
言語」といった少し冗長な N-gram がラベルとして選択
されてしまうといった事例も見られた。
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