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自己紹介
twitterID : toilet_lunch

某web系企業で
データマイニングみたいな仕事をしています

大学時代は自然言語処理を専攻

大学院を中退したほぼ素人です
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テキストマイニングについて
要素技術、トレンド、ビジネスユースケース…

ほとんど知りません。

 = 自分の勉強のために勉強会を開きました。

内容に誤りや不足点がある場合は
是非ご指摘下さい。
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1. テキストマイニングについて
2. ゆるふわツールのデモ
3. ツールの中身について
4. 手法の課題
5.まとめ
6.付録

アジェンダ
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テキストマイニング
って何だろう？
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入門書を読んでみました。
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テキストマイニング技術は、
（中略）技術自体の定義が依然不明確であり、
実際にどのような技術なのか、なにをもって
「テキスト」から「マイニング」したというのか
ほとんど明確ではなく、
研究者ごとに異なるといっても過言ではない」
（「自然言語処理の基礎」p.112）
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何をマイニング（発掘）したいかに
よって、扱うデータや手法が異なる。
 = 一般的な定義が決められない。
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今回は評判分析のツールを
作ってみました。

（評判分析 = 製品などについてのユーザの評価を分析する）
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デモ

http://toilet-lunch.shisobu.in/search.cgi
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発言

中で何をしているのか？
1. 入力された製品名でtwitterのログを検索

2. 検索された発言から、製品を評価しているらしいものを選択

3. 発言にポジティブらしさ、ネガティブらしさの点数をつける

4. ポジティブな発言上位10件と、ネガティブな発言上位10件を表示する

iPhone
発言

iPhone
(ポジ評価)

iPhone
(ネガ評価)iPhone

(評価)
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発言

中で何をしているのか？
1. 入力された製品名でtwitterのログを検索

2. 検索された発言から、製品を評価しているらしいものを選択

3. 発言にポジティブらしさ、ネガティブらしさの点数をつける

4. ポジティブな発言上位10件と、ネガティブな発言上位10件を表示する

iPhone
発言

iPhone
(ポジ評価)

iPhone
(ネガ評価)iPhone

(評価)
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評価表現を使う

◎ 物事に対する評価を表しているような言葉=評価表現
例） 高い 怖い すごい ウザい 美味しい けまらしい

◎ 評価表現は大きく
「ポジティブ」と「ネガティブ」に分けることができる

ポジティブ例） 美味しい 凄い 快適 生きてて良かった！
ネガティブ例） 不味い 退屈 不快 生まれてくるんじゃなかった…

◎ポジティブ度、ネガティブ度の定義(数値化)が可能！
(やり方や妥当性はさておき…)
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評価表現辞書
[単語感情極性対応表]
http://www.lr.pi.titech.ac.jp/~takamura/
pndic_ja.html

卑しい:いやしい:形容詞:-0.99986
ない:ない:形容詞:-0.999882
浸ける:つける:動詞:-0.999947
罵る:ののしる:動詞:-0.999961
ない:ない:助動詞:-0.999997
酷い:ひどい:形容詞:-0.999997
病気:びょうき:名詞:-0.999998
死ぬ:しぬ:動詞:-0.999999
悪い:わるい:形容詞:-1

優れる:すぐれる:動詞:1
良い:よい:形容詞:0.999995
喜ぶ:よろこぶ:動詞:0.999979
褒める:ほめる:動詞:0.999979
めでたい:めでたい:形容詞:0.999645
賢い:かしこい:形容詞:0.999486
善い:いい:形容詞:0.999314
適す:てきす:動詞:0.999295
天晴:あっぱれ:名詞:0.999267

ポジティブ ネガティブ
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評価表現をどう使うか

対象となる文章例：
「二郎はにんにくマシマシで美味しかった」

評価表現辞書：
美味しい:おいしい:形容詞:0.99136
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評価表現をどう使うか

対象となる文章例：
「二郎はにんにくマシマシで美味しかった」

評価表現辞書：
美味しい:おいしい:形容詞:0.99136

形容詞が活用されていて、マッチングできない…！
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評価表現をどう使うか

対象となる文章例：
「二郎はにんにくマシマシで美味しかった」

評価表現辞書：
美味しい:おいしい:形容詞:0.99136

形容詞が活用されていて、マッチングできない…！

形態素解析をしよう！
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形態素解析
文章を単語に分解し品詞を推定する

mecabの出力
単語、品詞、読み、活用の種類、活用語幹 など
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形態素解析
文章を単語に分解し品詞を推定する

mecabの出力
単語、品詞、読み、活用の種類、活用語幹 など

⇒ 活用語幹を利用して辞書とマッチングさせる
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・テキスト中の半角カタカナをすべて全角カタカナに直す
・評価表現辞書のクリーニング
　・得点の絶対値が高い表現しか信用しない
　・形容詞のみを使う
　・明らかにノイズだと判断できるデータを目で見て削除
・長いtwitterの発言は無視する(ポジネガが一意に決まりづらい)
・評価表現部分を分かりやすくハイライトさせた

他、細かいチューニング
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当たり前だけど酷い精度…

何が行けないのか？

1. ジャンルを限定しなかった
2. 対象テキストのクリーニングがほぼ皆無
3. 言語を扱う困難さをことごとく無視した
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1.ジャンルの限定
テキストマイニングは通常、
知りたい情報のジャンルを予め想定して行われる。
同じ評価表現がジャンルによっては
ポジ/ネガの反転を起こす場合もある。
（例）ノートPCの厚みが「薄い」という評価
（例）薬剤に対して効果が「薄い」という評価

また集計するジャンルによってはtwitterのログは不適切かもしれ
ない（利用ユーザ層の偏り）。
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2. 対象テキストのクリーニング

自然言語によるテキストは
得てして整理された形で記述されません
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2. 対象テキストのクリーニング

すなわちデータのクリーニングが必要で…

242011年2月19日土曜日



2. 対象テキストのクリーニング

クリーニングがですね…
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2. 対象テキストのクリーニング

クリーニング…
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こんなのやってられるか！！

2. 対象テキストのクリーニング
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こんなのやってられるか！！
 -> 特にwebのデータを対象とする場合、やらないと良い結果はま
ず出ません。つべこべ言わずにクリーニングしましょう。
ある程度はパターンを見つけることが可能ですが、基本的には地
道な作業になると思います。頑張りましょう。

クリーニングの過程で対象データが小さくなりすぎないか注意し
ましょう（統計的に信頼できなくなる）

2. 対象テキストのクリーニング

282011年2月19日土曜日



1.否定表現
 「分かる」= 分かる (「ない」×0 )
「分からない」 = 分からない (「ない」×1 )
「分からなくもない」= 分かる (「ない」×2 )
「分からない訳でもなくない？」 = 分かる (「ない」×3 )

2. 未知語
「ヤバい」「キテる」「アツい」「普通に」「素で」

3.助詞の省略
「ソーシャルネットワーク見た」

3. 言語の困難さ
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3. 複合的表現
「目から鱗が落ちる」「後ろ髪をひかれる」「片手落ち」「喉か
ら手が出る」

4.表記ゆれ
iPhone, iphone,あいほん、あいぽん、アイフォーン

5. 複数の評価の混在
「二郎は美味しいが体には良くないので食べにいくのを控えたい
けどついつい行ってしまう不思議な魅力がある」

3. 言語の困難さ
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6. 複雑過ぎる構造の文

3. 言語の困難さ

主格となる「ガ」格と述部の多用
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3. 言語の困難さ
考え出すと切りがなく、
人間でも読解できない文などがある（「美しい水車小屋の娘」美
しいのは小屋？ 娘？）ため、完全な対応は不可能。
要求される精度とリソースの兼ね合い。

プログラミングの知識にとどまらず
言語学の知識も必要になってくる。
独自にやるより論文などを読んだほうが良い。
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まとめ

・テキストマイニングは、定義が曖昧
 目的によって手法が異なるため、一般には定義しづらい
 -> 評判分析について着目してみた

・精度はともかくツールを作ることはできる（1晩！）
・精度を上げたかったら地道なのクリーニングや言語学的な対処が必要になる
・何を目的に、どの程度の精度でマイニングするのかを事前に把握しておくことが
大事(go to 泥沼)
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付録1

以下のページを参考にし、また言語資源などを利用させていただきました。

「[を]Twitter のストリーミングAPIでつぶやきを時間帯別にカウントする」
http://chalow.net/2010-06-09-1.html

「単語感情極性対応表」
http://www.lr.pi.titech.ac.jp/~takamura/pndic_ja.html
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付録2
マイニングの対象にできそうな言語資源やAPIを書いておきます。
[API]
1. twitterAPI 
    http://dev.twitter.com/doc
2. ニコニコ動画API 
    http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%82%B3%E5%8B%95%E7%94%BBapi
3. yahooブログ検索API
    http://developer.yahoo.co.jp/webapi/search/blogsearch/v1/blogsearch.html

[言語資源]
1. 青空文庫 
    http://d.hatena.ne.jp/Koumei_S/20090307/1236419281
2. Wikipedia 
    http://dumps.wikimedia.org/jawiki/
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