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研究成果の概要（和文）：近年，Webニュース，ツイッター，ソーシャルネットワークシステムなどの発展により，非
常に多くの文書がネット上に氾濫している。非常に多くの文書が存在するものの，多くの文書は同じ「話題」について
記述している場合がほとんどである。多くの文書の中から，この「話題」を抽出する独立潜在情報分析(Independent S
emantic Analysis)を提案した。この独立潜在情報分析は，多くの文書の中から高次統計的に独立性の高い「話題」を
抽出する。独立潜在情報分析により，独立性の高い「話題」が抽出できるため，その「話題」は文書要約に利用しやす
く，また，各「話題」での文書のグループ化にも利用しやすい。

研究成果の概要（英文）：Recently, quite many documents have overflowed on the Internet by utilization of 
Web news, twitter, Social Network System, and so on. In stored documents on the Internet, many documents 
describe about the same “topic” and this thing is a common thing. Our research proposed the Independent 
Semantic Analysis (ISA) which extracts the “topic” from the quite many documents. The proposed ISA can 
extract independent “topics” from a high order statistical point of view. It is easy to generate an 
abstract by using the extracted independent “topics” and group the quite many documents by using the 
extracted independent “topics”.

研究分野： 統計的機械学習
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１．研究開始当初の背景 
扱う情報の量が従来以上に増えてくること
を考えると，扱う情報の構造がどのようにな
っているかを把握するための情報のグルー
プ化であるクラスタリング手法の重要性が
増してくる。このクラスタリング手法は大き
く最短距離法などの階層的クラスタリング
手法と k-means 法などの非階層的クラスタ
リング手法に分けられる。どちらのクラスタ
リング手法も基本的にはデータ間の類似性
に基づいた手法であり，生成される各クラス
タが類似していない，各クラスタが独立であ
るなどのクラスタ間の制約を陽には採用し
てこなかった。そのため，対話的クラスタリ
ングにおいて，クラスタリング結果を評価す
るユーザはクラスタ内のデータが類似して
いるという視点からの評価しかできず，ユー
ザ が 与えら れ た結果 か らデー タ 間 の
must-link や cannot-link といった制約を発
見し，それを計算機にフィードバックするに
は認知的な負荷がかかっている。一方，信号
処理研究や機械学習研究の分野では，独立な
信号が線形に重ね合わさった観測信号から
元の独立な信号を復元する独立成分分析の
ような手法が提案されており，これらの手法
を利用することでこれまで陽に扱われてこ
なかった各クラスタが独立であるといった
クラスタ間の制約を取り込んだクラスタリ
ング手法を実現でき，ユーザがデータ間の
must-link や cannot-link といった制約を発
見する認知的負荷を飛躍的に削減できるク
ラスタリング結果を提示できると期待でき
る。 
 
２．研究の目的 
本研究では高次統計に基づく対話的クラス
タリング手法を，機械学習技術とヒューマン
エージェントインタラクション技術を基に
研究開発することをその研究目的とする。こ
こで高次統計とは，独立成分分析に代表され
る高次統計量に基づく，正規分布から外れた
分布を対象とする統計分析技術である。この
技術を利用して，データの類似性とクラスタ
間の独立性を同時に満たす（右図）クラスタ
リング手法を研究開発する。また，クラスタ
リング結果をユーザに提示し，提示された結
果からユーザが新たに発見したデータ間の
must-link やクラスタ間の must-link という
制約を満たしながら，データの類似性とクラ
スタ間の独立性を同時に満たすクラスタリ
ング手法も研究開発する。さらに，データの
類似性とクラスタ間の独立性を同時に満た
すクラスタリング結果が人間の認知的負荷
に与える影響を評価するため，開発手法を基
本としたクラスタリング結果の提示とユー
ザ制約の指定を支援するツールを開発する。 
 
３．研究の方法 
本研究では主に，データの類似性とクラスタ
間の独立性を同時に満たすクラスタリング

手法の研究開発，ユーザが新たに発見した制
約を満たしながら，データの類似性とクラス
タ間の独立性を同時に満たす対話的クラス
タリング手法の研究開発，ユーザの認知負荷
の低いユーザ制約指定支援ツールの開発，お
よび，開発手法の有用性評価の 4 つで構成さ
れる。2 種類のクラスタリング手法の研究は，
[Onoda10]の研究を発展させ，独立成分分析
に基づいたクラスタリング手法を開発する。
ユーザの認知負荷の低いユーザ制約指定支
援ツールの研究は，[Yamada10]の研究を発
展させ，データの類似性とクラスタ間の独立
性がユーザに伝わる効果的なインタフェー
スを開発する。開発手法の有用性の評価は，
ベンチマークデータと被験者実験により他
手法との比較を実施する。 
 
４．研究成果 
(1) 独 立 潜 在 情 報 分 析 (Independent 
Semantic Analysis : ISA)の提案 
 文書データ  N1x  は，独立な潜在情報 

K1s  と，“文書での潜在情報の強度” を表
す混合行列 ),( sxA  を用いて，独立な潜在
情報の線形和として次のように表すことが
できる． 

kkiii aa SsxSsxx  ),(),( 11   
ここで， ),( 1sxia  は，文書データ ix  にお
ける独立な潜在情報 1s  の強度を示す値で
ある。また，文書データ N1x  と独立な潜
在情報 K1s  は単語 M,,1c  の値によって
表現される。文書データを各単語 c  が文書
データ x  の中での強さを“文書データでの
単語の強度” と呼ぶ行列 ),( cxR  による表
現ができる．同様に独立な潜在情報を各単語
c  が独立な潜在情報 s  を特定する力を“潜
在情報での単語の重要度”  と呼ぶ行列  

),( csV  によって表す．さらに，各文書デー
タ x  が独立な潜在情報 s  を特定する力を
“潜在情報での文書データの重要度” と呼
ぶ行列 ),( xsU  によって表す．このとき，
文書データの単語による表現と，文書データ
の独立な潜在情報による表現の間には，次の
関係がある。 

  
c c

csVcxRsxAcxR
属性 属性

),(),(),(),(  

重要度がその独立な潜在情報での固有の単
語の組み合わせに注目する。一方で，強度は
文書データ注での独立な潜在情報の組み合
わせの多さを示す。 
この手法では，文書データ x  から独立な

潜在情報 s  を推定し，“文書での潜在情報の
強度” ),( sxA  に基づいて，各文書データ
がどの独立な潜在情報からどの程度影響を
受けているのかを分析する。この手法のアル
ゴリズムを以下に示す。この手法で，ユーザ
は真の潜在情報の数 k  はわからないもの
とする。 
1. 文書データ集合 X  を，文書データを行

に，単語を列にとった行列 ),( cxR  と



して整理する。 
2. ),( cxR  を正規化し， ),(ˆ cxR  を求め

る。 
3. ステップ2. で求めた ),(ˆ cxR  を次のよ

うに分解する。 
TT ˆˆ VDURDVRU   

ここで， U  と V  は独立な潜在情報で
の文書データと単語の重要度を示す行列
である。また D  は特異値の対角行列で
あり，その大きさの順に k  個の成分を
抜き出し， kkk VDU ,,  を作成する。 

4. ステップ 3. で得られた kk DU ,  を用い
て，各潜在情報間の独立性が最大となる
ときの，“文書データにおける潜在情報の
強度” ),( sxA  を，FPICA [5] に基づ
いたアルゴリズムによって求める。 

5. ステップ 4. で求めた“文書データにおけ
る潜在情報の強度” ),( sxA  の値によっ
て，各文書データがどの潜在情報から派
生しているのかを決定する。 

},1{ },,1{ ),,( argmax kjNia ji  sx
S

 

 
(2)制約付き独立潜在情報分析(Constrained 
ISA : CISA) 
提案した ISA の課題として，潜在情報数が

未知のためユーザが指定した独立潜在情報
数が適切であるかどうかが分からないこと
があげられる。潜在情報の数が多い場合に，
ISA で求めた潜在情報にユーザ制約を加え
ることで，少ない数でより独立性が高い潜在
情報を求める CISA を提案した。 
 CISA では，ISA で求めた k  個の潜在情
報にユーザ制約を加えて， 1k  個のより独
立な潜在情報を求めることができる。その際，
次の仮定のもとで行われる。 
・ ISA で求めた k  個の潜在情報は，ISA 

で求めた 1k  個の潜在情報を含んで
いる。 

)(ISA)1(ISA kk   

ここで  )(ISA k  は潜在情報数  k  で
ISA を行った潜在情報を示す。 

・ 残りの 1 個は )1(ISA k  の潜在情報
のうちの 1 個から分裂して生成される。 

この仮定のもとで， k  個の潜在情報から 
1k  個の潜在情報を求める CISA につい

てのアルゴリズムを次に示す。 
1. 制約を加えたい潜在情報 is  と ls  を

選択する。制約を加えた新しい潜在情報 
ns  の初期値を 2/)( li ssns   とす
る。 

2. ユーザが選択した潜在情報以外の 2k  
個の潜在情報を初期値として，ステップ
1. で求めた ns  とのコサイン相関が低
いものから順番に各潜在情報の独立性が
最大となるように更新する。更新には
FPICA [Hyvarinen97] を用いて行う。 

3. 2k  個の新たな潜在情報が得られた
ら，最後にユーザがステップ 1. で求めた
ns  の独立性が最大となるように更新す
る．更新には FPICA [Hyvarinen97] を
用いる。 

 
これらのステップを複数回繰り返すことで，
潜在情報を 1 個ずつ減らしていくことが可
能となる。 
 
(3)結合されるべき潜在情報と適切な潜在情
報数 
 提案した CISA の課題として，次の二つが
挙げられる。 
1. 独立性がより高い潜在情報の推定を行う

ことができる適当な 2 個の潜在情報を
ユーザが選択するのは難しい。 

2. 潜在情報の数は最低 2 個まで減らせる
が，適切である考えられる潜在情報数の
数が分からない。 

ここでは，この課題を克服する方法について
述べる。 
(3)-1 結合されるべき潜在情報 

CISA を適用する仮定の下で，ユーザが 
選択するべき潜在情報の条件は，次の 2 つで
ある。 
・ )1(ISA k  のときには存在しなかった

新たな潜在情報 
・ その新たな潜在情報が生成される際に，

分裂したと考えられる潜在情報 
以上を満たす潜在情報を選択するために，
我々は )1(ISA k  と )(ISA k  とのコサ
イン相関を計算する。 )(ISA)1(ISA kk   
という仮定があるので，  )1(ISA k  と 

)(ISA k  とのコサイン相関を求めると，
)(ISA k  においてある 2 個の潜在情報は，

)1(ISA k  におけるある 1 個の潜在情報
とのコサイン相関の値が大きいものとなる
はずである。これは， )1(ISA k  における
有る一つの潜在情報が， )(ISA k  では二つ
に分裂したと考えるためである。このある一
つの潜在情報とのコサイン相関の値が大き
い二つの潜在情報をユーザが選択するべき
潜在情報として提示する。 
(3)-2 潜在情報数 

CISA を適用する際の仮定は，ISA で求め
た  k  個の潜在情報は，  ISA で求めた 

1k  個の潜在情報を含んでいること，ISA 
で求めた k  個の潜在情報のある二つは， 
ISA で求めた 1k  個の潜在情報のうちの
ある一つから分裂して生成されているとい
うことである。この仮定が成立しなくなる直
前の潜在情報数を適切な潜在情報数と考え
る方法を提案した。つまり，どの潜在情報間
のコサイン相関が cos45°より大きい場合，
仮定が崩れたとして，その直前の潜在情報数
を採用する。 
(4)実験結果 
 表 に LA Times， KOS blog と NIPS，
20newsgroups のそれぞれの潜在情報数の



時の相互情報量の値を示す。表の全てのデ
ータセットの結果を見ると，ISA によって 
求めた )1(ISA k  の潜在情報の相互情報
量 よ り も ， CISA に よ っ て 求 め た 

)1CISA(  kk  の潜在情報の相互情報量
の方が小さい値となっている事がわかる。こ
れは ISA によって求めた潜在情報よりも
CISA によって得られた潜在情報の独立性が
高いことを示している。 
 
表:ISA，CISA による潜在情報の相互情報量 

 LA Times 相互情報量 

ISA(8) 1.8084 

CISA(9→8) 1.7545 

ISA(7) 1.4076 

CISA(8→7) 1.3044 

ISA(6) 1.1270 

CISA(7→6) 1.0311 

 

 KOS blog 相互情報量 

ISA(12) 3.9449 

CISA(13→12) 3.6023 

ISA(11) 3.2479 

CISA(12→11) 2.9372 

ISA(10) 2.4470 

CISA(11→10) 2.4421 

 

 NIPS 相互情報量 

ISA(4) 0.3665 

CISA(5→4) 0.3604 

ISA(3) 0.2369 

CISA(4→3) 0.1826 

ISA(2) 0.1066 

CISA(3→2) 0.0737 

 

 20 newsgroups 
 相互情報量 

ISA(10) 2.5213 

CISA(11→10) 2.2828 

ISA(9) 2.0995 

CISA(10→9) 1.9479 

ISA(8) 1.5593 

CISA(9→8) 1.5804 
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