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Distant Supervisionによる感性トピックの
抽出
Modeling Sentiment Topics with Distant Supervision
要

旨
近年、インターネット上で個人が自由に情報発信を
行うソーシャルメディアが急速に拡大している。ソー
シャルメディアではさまざまな事柄に対する個人の
意見が述べられており、世間一般の関心を調べるうえ
で貴重な情報源となる。本稿では、このソーシャルメ
ディアから感性トピックを自動的に抽出する手法を
提案する。
テキスト集合を分析する手法として、語の確率分布
をトピックとして抽出するトピックモデリングと呼
ばれる手法が知られている。提案手法では、トピック
モデリング手法にdistant supervisionの考えを導入
することにより、感性トピックの抽出が低コストで実
現できることを示す。

Abstract
The recent popularity of social media has
encouraged many individuals to publically express
their opinions. These opinions include valuable
information about a vast array of topics. This paper
proposes a method of automatically extracting
sentiment topics from these social media texts.
Topic modeling is a well-known method of extracting
topics expressed as the probabilistic distributions of
words from a text collection. We introduce an idea
based on distant supervision to this topic modeling,
and enable an extraction of topics associated with
sentiments. By using the proposed method, we show
that sentiment topics can be easily extracted with little
effort.
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性トピック）が抽出できることがすでに示され

1. はじめに

ている 6),

近年、テキストデータの継続的な増加により、

9)

。しかし、このような評価値はレ

ビュー記事以外には付与されていないことが多

膨大なテキスト集合を自動的に分析する技術の

く、提案されている手法をそのままほかの分野

需要が高まっている。このような大規模データ

のテキストに対して適用するのは困難である。

を分析する手法の1つとして、Latent Dirichlet

本稿では、ソーシャルメディアのテキストか

1)

Allocation（以降、LDA） 等のトピックモデ

ら感性トピックを抽出するトピックモデリング

リング手法が知られている。トピックモデリン

手法を提案する。提案手法では、従来の教師あ

グ手法では通常、トピックは語の確率分布とし

り ト ピ ッ ク モ デ リ ン グ 手 法 に distant

て抽出される。図1にソーシャルメディアのテ

supervision*3の考えを導入し、
“感性手掛かり”

キスト集合から抽出したトピックの例を示す。

および“柔軟なラベル付与スキーマ”を用いた感

トピックはテキスト集合の全体像を把握するの

性トピックの抽出を実現する。ソーシャルメ

2)

に有用であり、手法はすでに科学分野の分析 、
3)

インターネットブログの分析 、マイクロブロ
4)

グの分析 等に用いられている。

ディアのテキストは既存のメディアと内容、文
章のスタイル共に大きく異なっており、他メ
ディアを対象に開発された分析技術を適用して

トピックモデリング手法の問題点として、抽

も高い性能が望めない10)。提案手法は少数の感

出されるトピックが人の直感とは一致しないと

性手掛かりのみで、ソーシャルメディアに特化

いう点がある。典型的なトピックモデリング手

した感性トピックの抽出が実現できる。

*1

法では教師データ 中の尤度が最大となるト

本稿の以降の構成は以下にようになっている。

ピックを抽出するが、この基準は人にとって必

2章では、提案手法の詳細を述べる。3章では、

ずしも最適な基準ではないことが指摘されてい

評価実験で用いた各種データについて説明する。

5)

る 。この問題の解法の1つとして、テキストに
*2

付与されたラベル に結びついたトピックを抽

4章では、評価実験の詳細を記す。5章では、ま
とめおよび今後の展望を述べる。

出する教師ありトピックモデリング手法が提案
されている6)-8)。実際に、テキストと結びつい
た製品やサービスの評価値をラベルとして用い
て、感性情報と結びついたトピック（以降、感
トピック
1
2
3
4
図1

語
食べる, 美味しい, 飲む, 屋, 料理, ラーメン,
店, コーヒー, 肉, …
!, ありがとう, よろしく, お願い, くださる,
イイ, これから, 楽しむ, できる, …
～さ, 暑い, 夏, この, その, 中, 今日, 風,外,
汗, …
くる, 目, 痛い, 入る, 風呂, 寝る, 頭, お腹,
すぎる, ない, …
…

ソーシャルメディアのテキストから抽出したトピックの例。
図中では省略しているが、各語にはトピックからの生成確率
が設定されている。
An example of topics extracted from social media texts.
Although not shown in the figure, each word has a
generation probability from its topic.

2. 手法
2.1

Partially
Allocation

Labeled

Dirichlet

提 案 手 法 は Partially Labeled Dirichlet
Allocation（以降、PLDA）8)を教師ありトピッ
クモデリング手法として用いる。PLDAはLDA1)
を拡張した手法である。LDAでは、文書は語の
多項分布であるトピックの混合として表される。
PLDAはLDAにラベルを導入し、文書のトピッ
クの生成に対してラベルに応じた制約を掛ける。
図2のグラフで表されるPLDAにおける文書の
生成プロセスは具体的には図3の手順で行われ
る。プロセスでは、Dir（・）はディリクレ分布を
意味し、Mult（・）は多項分布を意味している。
PLDAの学習は、学習データに対してP（w, z,

*1

*2

機械学習手法を適用するデータ。ここではトピッ
クモデリング手法を適用するテキスト集合を意味
する。
機械学習手法で学習対象となる情報。ここではテ
キストに人手等の何らかの基準で設定されたト
ピックを意味する。
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l | Λ, α, η, γ）を最大化するΦ、ψ、θを求
*3

間接的な教師信号を用いた機械学習手法。本稿で
は、基本的には2章で述べる“手掛かり”を教師信
号として利用する教師あり学習手法を意味する。
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める問題になる。ここで、wは語、zはトピック、
lは単語ごとのラベル、Λは文書のラベル、αお
よびηはディリクレ分布のパラメーター、γは
ラベルベクトルのパラメーター、Φはトピック-

表1

感性手掛かりの例
Examples of sentiment clues

手掛かりID
Happy Face
Sad Face

手掛かり表現
:-)
:‐(

感性
ポジティブ
ネガティブ

語の分布、ψはラベルの分布、θはラベル-ト
ピックの分布である。これらパラメーターの効

表2

感性手掛かりを用いたラベル付与の例
An example of how labels are set to texts

率的な推定手法については、Ramageらの文献

テキスト種別

8)で述べられている。

Happy Face
を含む
Sad Face
を含む
手掛かりを
含まない

2.2

提案手法

Happy Face
ラベル

ポジティブ
ラベル

✓

✓

✓

ネガティブ
ラベル

Sad Face
ラベル

✓

✓

✓

提案手法は、感性トピックをテキスト集合か
ら抽出する3ステップの手法である。

る設定は、既存のdistant supervisionによ

z ステップ1：感性手掛かりの定義

る感性情報分析を行った研究 11)-13) を参考

感性手掛かりを定義する。感性手掛かりと

にしている。

は、感性と結びつきの強いメタデータもし

z ステップ2：柔軟なラベル付与スキーマ

くは語彙的な特徴を意味する。例としては、

ステップ1で設定された感性手掛かりに基

ポジティブの感性と結びつきの強い“笑顔

づいてテキスト集合に対してラベルを付与

*4

のエモティコン ”、またネガティブの感性

する。ラベルの付与手段は、テキストが感

と結びつきの強い“災害に関連するソー

性手掛かりを含んでいるか否かによって変

*5

シャルタグ ”が挙げられる。表1に感性手

化する。感性手掛かりを含むテキストには、

掛かりの例を示す。なお、エモティコンや

感性手掛かり固有のラベルと感性ラベルが

ソーシャルタグを感性手掛かりとして用い

付与される。表2は、表1の感性手掛かりを
用いた場合にテキストへどのようにラベル
が設定されるかをまとめている。

Φ
α

θ Kd

γ

Λ

ψ

z

l

w

Wd

z ステップ3：教師ありトピックモデリング

K

ステップ2でラベルが付与されたテキスト
に対してPLDAを適用する。感性トピック

D

は、ステップ1で定義された感性手掛かり

η

の感性と結びついて抽出される。

PLDAのグラフィカルモデル。影付けされたノードは観測
される要素を意味する。
The graphical model of PLDA. Shaded elements
represent observed elements.

図2

3. データ
それぞれのトピック k ∈ {1...K}
選択 Φk ～ Dir(η)
それぞれの文書 d ∈ {1...D}
それぞれの文書ラベル j ∈ Λd
選択 θd,j ～ Dir(α)
選択 ψd ～ Dir(α)
それぞれの単語 w ∈ Wd
選択 l ～ Mult(ψd )
選択 z ～ Mult(θd,l )
選択 w ～ Mult(Φz )
図3

*4

*5
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PLDAの生成プロセス
The generation process of PLDA

エモティコンとは、顔文字、絵文字等の感情を表
現するために用いられるテキスト表現を意味する。
ソーシャルタグとは、ハッシュタグ等のソーシャ
ルコミュニティーのユーザーが分類等に用いるタ
グを意味する。

3.1

モティコンリスト

感性手掛かりを設定するために、エモティコ
ンの調査を行った。日本語で広く利用されてい
る6種類のエモティコンを選択し、各エモティ
コンを含むツイートを50件ずつTwitter® より
収集した。収集した合計300のツイートに対し、
3人のアノテーター*6がポジティブ、ネガティブ、
ポジティブ・ネガティブ両方、ニュートラルの
いずれかの感性を付与した。表3に、各エモティ
*6

データに対して何らかの付加情報を付与する行為
をアノテーションといい、それを行う人をアノ
テーターという。
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表3

表4

6種類のエモティコンと一致数が最大となった感性
Six emoticons and their largest vote polarities

エモティコン

感性

条件

( ´ ▽ ` )ﾉ
＼(^ o ^ )／

ポジティブ

(^ -^ )
orz
(´ ･ω･` )

トピックモデリングデータの概要
The summary of the topic modeling data

ネガティブ

ツイート数

HAPPY

10,000

SAD

10,000

NO-EMO

200,000

合計

220,000

(> _ < )

3.3

提案手法の評価の1つとして、極性*8判定性能

コンについて2人以上のアノテーターが一致し
た数が最も多かった感性を示す。

極性判定評価データ

を評価した（詳細は4章で述べる）。そのための
評価データとしては、“ツイート”と“新聞”

3.2

トピックモデリングデータ

の2種類のデータを用意した。ツイートは、ト

トピックモデリングの対象データとしてツ

ピックモデリングデータと同様のTwitter®から

イートを用いた。2011年5月から2011年8月

のランダムサンプリングデータであり、多様な

®

の期間にTwitter の“public stream”ツイー

分野のテキストを含んでいる。新聞は、ニュー

トをStreaming APIを用いて収集し、収集した

ス分野のテキストであり、ツイートとはかなり

ツイートから次の3つの条件のいずれかを満た

性質が異なる。

す220,000ツイートをサンプリングした。
3.3.1
z HAPPY

ツイート

以下の3つの条件を満たす3,000ツイートを、

エモティコンの“（ ´ ▽ ` )ﾉ”（以降、

トピックモデリングデータと同じ2011年5月

EMO-HAPPY）を含む10,000ツイート。

から2011年8月中のツイートよりサンプリン

z SAD

グした。

エモティコンの“orz”（以降、EMO-SAD）
を含む10,000ツイート。

a. ツイートが5単語以上で構成（NO-EMOと同

z NO-EMO
エモティコンを含まない

じ条件）。
*7

200,000 ツ

b. ツイートが形容詞、副詞、連体詞、名詞-副詞

イート。この条件においては、重複ツイー

可能のいずれかを含む。この条件は、何らか

トや内容のないツイートを減らすために、

の評価を含むツイートをサンプリングしやす

5単語以上より構成される、リツイートで

くするように設定した。

はないという制約も加えている。

c. 特 定 の 品 詞 が ツ イ ー ト を 構 成 す る 単 語 の
80%以上を占めない。この条件は、名詞の列
挙や特定の文字の連続が出現するツイートを

NO-EMOのサンプリングを行う場合には、日
本 語 形 態 素解 析 器 の Kuromoji

14)

除外するために設定した。

を用いてツ

イートを単語単位に分割した。表4にサンプリ
ングしたツイートの概要を示す。

単語の品詞は、Kuromojiをツイートに対して
適用し、その解析結果より取得した。
サンプリングされた3,000ツイートに対し
て、次の6種類のラベルのいずれかを設定した。

*7

複数のウェブサイトから収集した10,924個のエ
モティコンを判定に用いた。
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何らかの“極”に基づく性質を意味し、本稿では
ポジティブ、ネガティブの極を意味する。
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z ポジティブ、ネガティブ、ポジティブ・ネ
ガティブ両方、ニュートラル、広告、解釈
不能

4. 実験
提案手法の性能を確認するために、実験およ

“広告”ラベルは、広告内容のツイートをポ

び二通りの評価を実施した。

ジティブと判定しないように設定した。“解釈
不能”ラベルは、文脈に強く依存し単独では解
釈が困難なツイートを除外するために設定した。
6種類のラベルの付与は、18人のアノテーター
*9

4.1

感性手掛かり

表6に示される感性手掛かりを実験では用い
た。なお、3.2節で述べたトピックモデリング

が10組 を構成して行った。2人のアノテー

データのサンプリング条件に感性手掛かりと同

ターがポジティブもしくはネガティブで一致し

じエモティコンを用いているため、

た723ツイートをアノテーション結果より抽

EMO-HAPPYとEMO-SADを含むツイートは

出し、極性判定評価データとした。表5の“ツ

各10,000ツイートずつトピックモデリング

イート”は、本評価データにおける各感性のツ

データに含まれている。

イート数をまとめている。

4.2
3.3.2

新聞

前処理

トピックモデリングデータのテキストから語

NTCIR-7 Multilingual Opinion Analysis
Task（MOAT）

15)

を抽出するときにいくつかの前処理を実施した。

の日本語セクションのデー

タを用いた。日本語セクションのデータは

1）次のテキスト正規化処理を実施：Unicode

7,163文のニューステキストより構成されて

正規化 Form NFKC16)、3文字以上の“w”

おり、3人のアノテーターにより文単位で極性

の連続を“ww”に置換、Twitter®のユー

が付与されている。極性判定評価データとして、

ザー名（例. @user）を“USER”に置換、

このデータより以下の条件を満たす434文を

ハ ッ シ ュ タ グ （ 例 . #hashtag ） を

抽出した。

“ HASHTAG ” に 置 換 、 URL （ 例 .
http://example.org）を“URL”に置換。

z 2人以上のアノテーターがポジティブもし

2）テキストをKuromojiで解析し、単語とそ
の品詞を取得。

くはネガティブな文として合意したもの。

3）次の品詞に属さない単語を削除：名詞*10、
動詞、形容詞、副詞、連体詞、感嘆詞、フィ

表5の“新聞”は、本評価データにおける各

ラー、記号-アルファベット、未知語。

感性の文数をまとめている。

4）日本語で頻出する以下の単語をストップ
表5

極性判定評価データの構成
The compositions of the polarity classification
evaluation data

種類
ツイート
新聞

感性

ワードとして設定し削除：
“する”、
“なる”
。
5）
トピックモデリングの語として形態素解析

データ数

結果の原形を取得。

ポジティブ

384

ネガティブ

339

ポジティブ

107

ネガティブ

327

6）
トピックモデリングデータ中に一度しか出
現しなかった語を削除。
表6

*9

76

10ペアを構成するのに2人足りないため、2人の
アノテータ―は2つのペアに参加している。

*10

実験で用いた感性手掛かり
The sentiment clues used in the experiment

感性手掛かり

感性

EMO-HAPPY

ポジティブ

EMO-SAD

ネガティブ

名詞-接尾等の一部例外あり。
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表7

4.3節で学習したモデルを用いて、3.3節で述

ラベルごとのトピック数
The number of topics set to each labels

ラベル

べた極性判定評価データに対して文書-トピッ

トピック数

ク推定を行った。推定結果に対し、以下の式（1）

ポジティブ

50

に基づき各ツイートのポジティブとネガティブ

ネガティブ

50

のスコアを計算した：

EMO-HAPPY

1

EMO-SAD

1

background

1

score

∑

,

|

（1）

dは文書（ツイート）、lはラベル（ポジティブも
しくはネガティブ）、tlはlのトピック、P（tl|d）

4.3

教師ありトピックモデリング

はdが選択されたという条件のうえでのtl の事

PLDA の 実 装 と し て Stanford Topic
Modeling Toolbox

17)

を用いた。ラベルごとの

後確率である。ツイートのラベルは、式（1）
を最大化するものを設定した。

トピック数は表7の値に設定した。表中の

提案手法のベースラインとして、Goらの手

“background”は感性ラベルと独立して単

法11)にならったサポートベクトルマシン（以降、

語を生成できる特別なトピックを用意するため

SVM）に基づく極性判定器を用意した。3.2節

に設定した。教師ありトピックモデリングでは、

のHAPPY条件のツイートをポジティブ、SAD

このようなトピックを設定することにより、文

条件のツイートをネガティブの学習データとし

脈に依存しないトピックを抽出できることが知

て、Goらの手法11)で最も高いaccuracyが得ら

られている4)。

れたunigram素性のみでSVMを学習した。デー

PLDAのパラメーターは、前処理されたデータ

タの前処理には、基本的には提案手法と同じも

を教師データとして、Collapsed Variational

のを用いたが、EMO-HAPPYとEMO-SADの

Inference

18)

で繰り返し回数をStanford Topic

2つのエモティコンをストップワードに追加し

Modeling Toolboxのデフォルト値に設定して

た。SVMの実装としてはLIBLINEAR21)を用い、

推定した。図4に抽出されたトピックの例を示す。

デフォルト設定のL2-loss linear SVMおよび
コストパラメーターC=1.0を利用した。

4.4

評価

4.4.1

表8に極性判定結果を示す。表中のMajority

トピックの定量評価

Baselineは全ての判定結果を頻出するラベル

感性トピック抽出性能の定量評価として、極

に設定したものであり、“ツイート”はポジ

性判定性能を評価した。この評価は感性トピッ

ティブで“新聞”はネガティブに設定している。

クの抽出性能を直接評価するものではないが、

提案手法は“ツイート”ではaccuracyでベー

感性トピックの抽出を行う既存の研究

19), 20)

に

ならい実施した。

スラインの70.5%に近い70.1%が得られた。
“新聞”ではベースラインの71.2%に対して
69.1%と低かったが、“新聞”ではMajority

ラベル
EMO-HAPPY
EMO-SAD
ポジティブ
#11
ポジティブ
#30
ネガティブ
#2
ネガティブ
#48
図4

語
( ´ ▽ ` )ﾉ, USER, ない, ん, ?, の, w, ww,
笑, ..., …
orz, USER, !, ー, ..., °, д, 行く, …
食べる, 美味しい, 飲む, 屋, 料理, ラーメン,
店, コーヒー, 肉, …
!, ありがとう, よろしく, お願い, くださる,
イイ, これから, 楽しむ, できる, …
～さ, 暑い, 夏, この, その, 中, 今日, 風, 外,
汗, …
くる, 目, 痛い, 入る, 風呂, 寝る, 頭, お腹,
すぎる, ない, …
…

感性トピック抽出の例。図1と同様に各単語にはトピックか
らの生成確率が設定されている。
Examples of extracted sentiment topics. Like in Figure 1,
each word has a generation probability from its topic.
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Baselineで最も高い75.3%が得られている。

表8

極性判定結果
The polarity classification results

種類

手法
Majority Baseline

ツイート

新聞

Accuracy
53.1%

SVM

70.5%

提案手法

70.1%

Majority Baseline

75.3%

SVM

71.2%

提案手法

69.1%
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4.4.2

トピックの定性評価

4.4.1節の定量評価では、感性トピックを極

5. まとめ

性判定という別問題で評価した。より直接的な

本稿では、感性トピックを抽出する手法を提

定性評価として、2人の評価者が提案手法によ

案した。定量評価ではツイートデータで70.1%

り抽出された50のポジティブトピックと50の

のaccuracyが得られ、新聞データで69.1%の

ネガティブトピックを評価した。

accuracyが得られた。これらはSVMによる

評価者はそれぞれのトピックについて最も確

ベースラインの70.5%と71.2%に近い性能で

率的に関連の強い40の語と20のトピックを提

ある。より直接的な定性評価では、全体で

示された。関連の強い語は、トピック-語分布

72.9%のaccuracyが得られた。結果は提案手

P(w|tl)の上位語を単純に選択した。関連の強い

法により感性トピックが抽出できていることを

ツイートは、まず文書-トピック分布をトピック

示唆している。

モデリングデータに対して計算し、それぞれの

提案手法の特徴として、僅かな感性手掛かり

トピックtlについて、P(tl|d)の上位ツイートを選

を定義するのみで感性トピックの抽出を実現で

択した。

きる点がある。このため、今回対象としたツイー

評価者はそれぞれのトピックに対して、ポジ

トおよび新聞以外のテキストに対しても、低コ

ティブ、ネガティブ、解釈不能のいずれかのラ

ストで提案手法を適用できる。提案手法の今後

ベルを設定した。
“解釈不能”は例外的なラベル

の課題としては次の2点を検討している。

であり、関連する語もしくはツイートが以下の
条件のいずれかを満たすものに付与した：（a）

1）評価側面トピックの抽出

大半が日本語でない、
（b）大半が感嘆語もしく

本稿では感性トピックを抽出する手法につ

はオノマトペ、（c）大半がニュートラル。

いて述べた。提案手法は手掛かりを定義で

作成したデータのうち、2人の評価者のラベ

きれば、感性以外のトピックへの拡張がで

ルがポジティブもしくはネガティブで一致した

きる。例えば、Twitter®等ではハッシュタ

59トピックのaccuracyを計算した。表9に評

グを用いたテキストの分類がユーザーによ

価結果を示す。評価結果は、全体のaccuracy

り行われている4)。今後の拡張として、ハッ

で72.9%が得られた。

シュタグ等のソーシャルタグを用いて特定
の評価側面のトピックを抽出することを検

表9

50ポジティブ、50ネガティブトピックの表結果。#Pと#N
は評価者がポジティブ、ネガティブと判定した数であり、
#PNは2つの合計である。
The evaluation result of the 50 positive topics and the 50
negative topics. #P and #N are the numbers of topics that the
two evaluators labeled, and #PN are the summations of #P
and #N

討している。
2）ノンパラメトリックベイズ手法の導入
提案手法の実験では、ポジティブのトピッ

ラベル

#P

#N

#PN

Accuracy

ク数とネガティブのトピック数を同数に設

ポジティブ

24

3

27

88.9%

定した。しかし、感性がどのように分布す

ネガティブ

13

19

32

59.4%

るかは分野依存であり、同数設定が最良で

全体

37

22

59

72.9%

あるとはかぎらない。今後の拡張として、
最適なトピック数を自動的に決定できるノ
ンパラメトリックベイズの手法4),

22)

の導入

を検討している。
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Language Processing, pp. 248—256
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