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 本論文では，コンテンツに付与された意味内容に関するメ

タデータを活用して，大量のコンテンツを２次元上に分類・

マッピングする新たな手法を提案する．提案手法では，メタ

データとしてコンテンツに付与された分類情報と言語情報

とを統合的に処理することにより，コンテンツ間の関連性と

ともに分類情報の情報構造をも反映したコンテンツの２次

元マップを生成する．450 件の新聞記事データを用いた予備

実験によって提案手法の有効性を確認した． 

 
This paper presents a new framework of 2D 

visualization of content space based on classification 
information and textual information. The prominent 
feature of the proposed method is that content space is 
mapped into 2D space such that the relevance between 
content items is reflected based on their classification 
information and textual information and that those 
items can be clustered by each classification category of a 
classification hierarchy to visualize the structure of the 
hierarchy in the space. The design and implementation 
of the 2D visualization method are introduced, together 
with preliminary experimental results. 
 

1. はじめに 
より付加価値の高いコンテンツナビゲーションサービスの実現

に向けた取組みの一環として，我々は，コンテンツに付与された

意味内容に関するメタデータを活用して，大量のコンテンツを２

次元上に分類・マッピングするシステム「AssociaGuide」の研究・

開発を進めている[1]．本システムでは，ユーザインタフェースに

マップ表現を採用することによって，膨大なコンテンツ集合の全

体を，電子地図を操作する感覚で概観，鳥瞰しながら，興味ある

コンテンツに連続的にたどりつけるようにしている． 

本システムにおける大量コンテンツの２次元マッピング過程で

は，コンテンツに付与された，ジャンルなど分類情報と，概要説明

文書など言語情報とを統合的に処理することにより，コンテンツ間

の意味内容的な関連性とともに，メタデータである分類情報の情

報構造をも同時に反映した２次元マップを生成する．この分類情

報の情報構造は，２次元マップにおいて巨視的な構造として陽

に表現される．これによりユーザは，２次元マップの全体的な構

造を容易に把握できるようになるメリットがある．また，コンテンツを

探索，散策する際の指標として利用することも可能となる． 

一方，上記２次元マッピング過程では，電子地図のメタファー

を利用する立場から，新規コンテンツが与えられた場合には，既

に登録されているコンテンツの配置は変えずに，新規コンテンツ

のみを追加配置するようにしている．これによって，ユーザは本シ

ステムを使い続ける中で，閲覧したコンテンツをその配置場所に

対応づけて記憶したり，逆に配置場所に基づいてコンテンツの内

容を推定したりすることができるようになる．いわゆる土地鑑を活

かしたコンテンツの探索や散策ができるようになるメリットがある．

このような特長は，インターネットなど，コンテンツが随時追加され

るサービスなどで特に有用であろう． 

以下本論文では，本システムで実現しているメタデータを前提

としたコンテンツの２次元マッピング手法を中心に検討を進める．

まず２章で，追加配置を前提としたコンテンツの２次元マッピング

手法について述べる．次いで３章で，予備実験の結果を報告し，

４章で関連研究を述べる．最後に５章でまとめと今後の課題を述

べる． 

 

2. コンテンツ空間の可視化 
提案手法では，まず，分類大系の最下層ジャンルに対応づけ

られた，ジャンルの意味内容を表す，１つ乃至複数の概念ベクト

ルを用いて，分類大系を考慮した基準マップを生成する．次に，

入力コンテンツが与えられた場合に，メタデータの言語情報から，

入力コンテンツの意味内容を表す概念ベクトルを生成して，メタ

データの分類情報を考慮しながら基準マップに追加配置する．

なお，ここで最下層ジャンルに対応づけた，あるいは入力コンテ

ンツの言語情報から生成した概念ベクトルとは，日本語語彙大系

の約 3000 の意味カテゴリへの関連度合いを成分とする多次元ベ

クトル（概念空間のベクトル）を意味する[2][4][7]． 

2.1 基準マップの生成 
ここでは，分類大系の最下層ジャンルに対応づけられた概念

ベクトルを用いて，メタデータである分類情報の情報構造を反映

した基準マップを生成する．すなわち，各々の最下層ジャンルに

対応づけられた概念ベクトルから，それら概念ベクトルどうしの類

似性，すなわち，概念空間での距離の近さを考慮しつつ，概念

ベクトルが属するジャンルの深さ方向に関する一致度合いを同

時に考慮して，深さ方向に一致すればするほど，概念ベクトルが

２次元上で互いに近い位置に配置されるよう制約を課して概念

ベクトルを配置する．これによって，１階層目が同じジャンルに属

する概念ベクトルどうしは，２次元上で互いに近い位置に配置さ

れることになる．さらに２階層目も同じジャンルに属する概念ベクト

ルどうしは，その中でもさらに近い位置に配置されることになる．

すなわち，最下層ジャンルに対応づけられた概念ベクトルが分類

大系の階層構造に同期するかたちで２次元上にクラスタ配置され

ることになる．一方，上記処理の中では，概念ベクトルどうしの概

念空間での距離関係が考慮されるために，分類大系の各階層の

ジャンルに対応するクラスタ周辺には，意味内容的に近いジャン

ルのクラスタが配置されることになる．これにより，分類大系の階
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同様に，分類大系の２階層目の情報構造を可視化するために，

を固定し のすべての異なる組合せ およ

び について，次の不等式制約を課す． 
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層構造とともに，ジャンルどうしの意味内容的な関連性をも同時

に反映した２次元マップが生成されることになる． 

以下，基準マップの生成アルゴリズムについて説明するが，こ

こでは簡単のため，分類大系がすべての枝で深さ２の場合を例

に説明する．提案アルゴリズムは深さが任意の場合に容易に拡

張可能である．また，枝によって深さが異なる場合にも容易に拡

張可能である． 
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ここで， ， および ， は１階層目の場合

と同様にして定義される．式(8)の意味は式(4)と同様であり， 

および に対応する２次元上のクラスタが互いに分離して

配置されるようにするための制約である．なお式(8)は，すべての

にわたって導入される． 
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１階層目のジャンルを とし， G 下の２階

層目のジャンルを とする．ここで， は１階

層目のジャンル数を， は G 下の２階層目のジャンル数を表

す．２階層目のジャンル(最下層ジャンル) に対応づけられた

概念ベクトルの集合を とする．また，１階層目のジャンル

に対して を次のように定める．また， を次のように定める． 
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式(4)，(8)の制約条件を同時に満たす２次元座標の組であって，

しかも式(3)を最小化する，すねわち，概念ベクトルどうしの概念

空間での距離関係を最大限保存するような組を求めることにより，

前述の性質を備えた基準マップを生成する．なお，上記制約つ

き最小化問題は，逐次２次計画法を用いて解くことができる[6]． 

ppNppS LU1    (1) 

ROOTNSSS ULU1=    (2) 

2.2 コンテンツの登録 S は，すべての最下層ジャンル に対応づけられた概念ベクト

ル全体の集合である．基準マップの生成では， に含まれる概

念ベクトルを，それら概念ベクトルどうしの概念空間での距離関

係ができるだけ保存されるように，多次元尺度法[9]を用いて２次

元上に配置するが，その際，前述した分類大系の階層構造を２

次元上に可視化するために，上記概念ベクトルの２次元配置に

関してある制約を課す．すなわち，次の目的関数 を，以下に述

べる制約つきで最小化する問題として定式化する． 
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ここでは，入力コンテンツにメタデータとして付与された分類情

報と言語情報を用いて，入力コンテンツを基準マップに追加的に

配置する．以下，入力コンテンツに付与されたジャンルが最下層

ジャンル としてアルゴリズムを説明する． pqG
（手順１）コンテンツに付与された概要説明文書など言語情報

を概念ベースにかけ，コンテンツの意味内容を表す概念ベクトル

を生成する[4][7]． 
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ここで， は に含まれる概念ベクトル および の概念空間

でのユークリッド距離を表す．また， d は および v に対応する

２次元座標 および のユークリッド距離を表す．以

下，制約条件について説明する．まず，分類大系の１階層目の

情報構造を可視化するために， のすべての

異なる組合せ および について次の不等式制約を課す． 
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ここで， は， に含まれる概念ベクトル と，入力コンテンツの

概念ベクトルの概念空間でのユークリッド距離を表し， は v に

対応する２次元座標 ( と，入力コンテンツに対応する２次元

座標 のユークリッド距離を表す．また は を満た

す実数である(入力コンテンツには依存しない)．ただし，入力コン

テンツが最下層ジャンル に属することを２次元上で反映する

ために，式(9)の最小化で以下の制約を課す．最下層ジャンル

に対応づけられた概念ベクトル集合 のうち，入力コンテ

ンツの概念ベクトルと概念空間でのユークリッド距離が最も近いも

のを とするとき， に対応する２次元座標 ( と，入力コン

テンツに対応する２次元座標 のユークリッド距離 が， 
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ここで， は に含まれる概念ベクトルの総数 を表す． ま

た， は あるいは に含まれる概念ベクトルに対応する

２次元座標たちの重心を

n

qS,

S
pS

)(# S

pSd pS ′

),
pSy( あるいは

pSx )(x
′

,
pp SS y

′
とするとき，

これら重心座標間のユークリッド距離を表す．すなわち， 

∑
∈

=
pi

p
Sv

i
p

S x
S

x
)(#

1
, ∑

∈

=
pi

p
Sv

i
p

S y
S

y
)(#

1
 (5) = kii

   (10) 

ここで， は， に含まれる， とは異なる概念ベクトル に対

応する２次元座標 と，上記 ( のユークリッド距離を表

す．式(10)は に含まれる， とは異なるすべての概念ベクトル

にわたって導入される．これにより入力コンテンツは， に対

応する２次元座標付近，したがって，基準マップ上のジャンル

の領域内もしくは境界付近に配置され、しかも S に含まれる

概念ベクトルとの概念空間での距離関係が最大限保存されるよう

な位置に配置されることになる．なお，上記制約つき最小化問題

は，2.1 と同様，逐次２次計画法を用いて解くことができる[6]． 
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また， あるいは は， あるいは に含まれる概念ベク

トルに対応する２次元座標たちの上記重心を中心とする２乗平均

の平方根を表す．すなわち，  
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また，式(4)で は１よりも大きな実数を表す．式(4)は， に

含まれる概念ベクトルに対応する２次元座標たちによって作られ

る２次元上のクラスタと， に含まれる概念ベクトルに対応する２

次元座標たちによって作られるクラスタとが互いに分離して配置

されるようにするための制約である． 

pp SS ′,µ pS

pS ′

3. 予備実験の結果 
3.1 実験に用いたデータ 

本実験では，適用対象として毎日新聞の 30,207 記事データ

(1994 年発行分)からなる RWCP コーパスを使用した．この記事デ

ータには，記事の掲載面を示す掲載面種別コードとともに，各記
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事に対して，複数の UDC コード[3]が付与されている．本実験で

は分類大系の階層の深さを２とするために，1 階層目の分類に掲

載面種別コードを，２階層目の分類に UDC コードを用いた．次表

に分類大系の構成を示す． 

ジャンル名 
ジャンルコード 

第１階層(掲載面) 第２階層(UDC) 

01.01 経済 金融・通商 

01.02 経済 経営・広告 

02.01 家庭 食品・食事 

02.02 家庭 医療・健康 

03.01 国際 政治 

03.02 国際 法律 

04.01 社会 金融・通商 

04.02 社会 法律 

04.03 社会 医療・健康 

表 1 本実験における分類大系 

Table1  Hierarchy of Classification Categories 
上記分類大系の各々の最下層ジャンルに分類された記事データ

をそれぞれ 50 件ずつ，したがって，全ジャンルで 450 件の記事

データを選んで実験を行った．なお，上記記事データには，記事

の見出しおよび本文に関するキーワードが付与されており，本実

験では，これを記事データの言語情報として用いた． 

3.2 基準マップの生成結果 
本実験では、各々の最下層ジャンルに対して次の要領で概念

ベクトルを対応づけた．最下層ジャンルに含まれる 50 の各々の

記事データから，2.2 の入力コンテンツの場合と同様にして概念

ベクトルを生成し，k-平均法によってそれらを 20 のクラスタに分

割する．そして各々のクラスタの重心ベクトルを求めることにより，

ジャンルの概念ベクトルを生成した．したがって，１ジャンルにつ

き 20，全ジャンルで 180 の概念ベクトルを対応づけた．これらの

概念ベクトルを用いて基準マップを生成した結果を図１に示す．  

3.3 コンテンツの登録結果 
上記生成した基準マップに対して 450 件の記事データを登録

した結果を図２に示す．なお図１および図２で，点線は１階層目

のジャンルに対応する領域を，実線は２階層目のジャンルに対応

する領域を表している． 

3.4 考察 
図１では，最下層ジャンルに対応づけられた概念ベクトルが，

分類大系の階層構造に同期するかたちでクラスタ配置されてい

ることが分かる．また図１で，ジャンル「社会＞金融・通商」(04.01)

の概念ベクトルの存在領域の左下方には，第 1 階層が同じ，ジャ

ンル「社会＞法律」(04.02)のそれが隣接しているが，右下方には，

第 1 階層が異なる，ジャンル「国際＞法律」(03.02)のそれが隣接

していることが分かる．これは詳細な評価が今後必要ではあるが，

提案手法が，最下層ジャンルに対応づけられた概念ベクトルを

分類大系に同期するかたちでクラスタ配置しながらも，内容的に

近いあるいは連想的に関連するジャンルの概念ベクトルを２次元

上で互いに近い位置に配置したためと考えられる．一方，図２で

は，最下層ジャンルに分類された記事データが，対応するジャン

ルの領域内もしくは境界付近に配置されており，制約つき最適化

問題として定式化した登録アルゴリズムの有効性が分かる．なお，

比較のため，ジャンルの概念ベクトルおよび記事データの概念ベ

クトルを式(3)のみによって，すなわち，従来の多次元尺度法によ

って２次元配置した結果を図３および図４に示す．これらの結果

では，ジャンル「家庭＞食品・食事」(02.01)など一部のジャンルで，

概念ベクトルのクラスタ配置が認められるものの，必ずしもすべて

のジャンルではクラスタ配置が認められない．これは，従来の多

次元尺度法がそもそも概念ベクトルどうしの概念空間での距離関

係のみを考慮するものであって，提案手法のように，概念ベクトル

とは別に存在する分類情報をも考慮する手法ではないことを考え

れば，自然な結果であると言えよう． 
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図１ 基準マップの生成結果 

Fig.1 Generating Result of Basis Map 
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図２ コンテンツの登録結果 

Fig.2 Mapping Result of Content Items 
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図３ 従来法による基準マップの生成結果 

日本データベース学会 Letters Vol.2, No.1 3 



論文                                            DBSJ Letters Vol.2, No.1 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日本データベース学会 Letters Vol.2, No.1 4 

Fig.3 Generating Result of Basis Map by Ordinary MDS 今後の課題としては，提案手法の有効性に関する定量的評価

が挙げられる． 
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