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テキストマイニングによる高齢者・障害者評価言語の多面的な分析
Multiple Analysis of Elderly and Disabled Peoples’ Assessment Remarks by Text Mining

○山田泰寛，加藤完治（九州大学ユーザーサイエンス機構＊１），
廣川佐千男（九州大学情報基盤研究開発センター＊２）

概要
本稿では、概念グラフシステムとマトリックス検索シス
テムという 2 つのテキストマイニングシステムを用いて、

ータを様々な観点から多面的に分析する手法が求められ
る。
また、収集したデータに対して、分析者が様々な課題（例

高齢者・障害者の身近な商品・サービスに対する発言から

えば、ある個人についてのニーズを分析したい、ある障害

ニーズを分析する手法を述べる。初めに、我々は 19 名の

を持つ人々について分析したい、ある商品について分析し

被験者から商品・サービスに対する 2,409 件の発言を収集

たい等）について分析を行う時に、検索エンジンのように

した。一つの内容と思われる発言を 10 個の観点で正規化

調べたいキーワードを入力すると、それに対する結果が得

したものを 1 件の評価言語とし、680 件の評価言語を作成

られ、様々なキーワードについて対話的に分析できるシス

した。この評価言語を対象として、概念グラフシステムと

テムがあると便利である。

マトリックス検索システムは、分析者が入力したキーワー

評価グリッド法[9]は、ユーザーのニーズを構造的に可

ドに対する検索結果を分析する。概念グラフシステムは検

視化することを目的とした半構造化インタビュー調査手

索結果の中での特徴語の上下関係を可視化し、マトリック

法である。これに対して、収集したインタビューを言語デ

ス検索システムは検索結果を 2 つの観点からクラスタリ

ータとして整理し、テキストマイニングにより分析を行う

ングし、2 次元の表形式で表示する。分析者は、2 つのシ

研究が紹介されている[2]。評価構造の把握のために、グ

ステムを用いることにより、入力キーワードを含む評価言

ラフ理論やベイジアンネットワーク、KeyGraph[6]等が用

語を多面的かつ対話的に分析することができる。実験では、

いられる。

2 つのシステムを用いて繰り返し分析を行い、その結果を

DIAMiningEX[1]は、アンケート等のテキスト情報につい

組み合わせることにより、評価言語の分析図を作成した。

て対話的に検索を行いながら分析を行うシステムである。
単語共起表と呼ばれる品詞別、属性別の単語の頻度を表示

１．はじめに
現代社会は、高齢者・障害者などの社会的弱者に対して

することにより分析を行う。この他にも様々なテキストマ
イニングシステムが提案されている[7]。

生活しやすい環境とは言えない[14]。彼らは、自分達の生

本稿では、概念グラフシステム[4, 11-13]とマトリック

活環境の不便さを改善したい、自分の制約をハンディとし

ス検索システム[3, 8, 10]という 2 つのテキストマイニン

ないで生活したいというニーズを持っている。一方で、企

グシステムを用いて、インタビューによって得られたユー

業や行政は、このようなニーズを把握し、ニーズに配慮し

ザーの発言からニーズを分析するための手法を提案する。

た環境整備や商品開発を行いたいと考えている。特に、今

初めに、我々はユーザーの言葉を基に分析を行うために、

後急激に加速化する高齢化社会を迎えるために、高齢者政

高齢者、障害者、健常者計 19 名に対し、身近な製品への

策は重要である。そのためには、社会的弱者の多様なニー

「好きな理由・嫌いな理由」、その背景にある具体的な生

ズを理解することが重要である。それらを引き出すための

活行動や意識について尋ね、その発言を 2,409 件収集した。

方法の一つとして、インタビューやアンケートの実施が挙

この発言に対し、多面的にニーズを分析するために、一つ

げられる。

の内容と思われる発言を 10 個の観点で正規化したものを

社会的弱者に配慮した研究や開発を行うためには、収集
したデータからニーズを分析しなければならない。しかし、

1 件の評価言語とし、680 件の評価言語にまとめた。
次に、概念グラフシステムとマトリックス検索システム

各個人のニーズは各々の感性に拠るところがあり、そのニ

を用いて評価言語の分析を行う。一般に検索エンジンとは、

ーズは多様である。社会的弱者に幅広く共通した、もしく

Google や Yahoo!のように、入力したキーワードに該当す

は個別に特化した、多様なニーズを理解するためには、デ

る文書をリストとして返すものである。本稿で使う 2 つの
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表1

高齢者・障害者発言データ

・押しても消しても同じポジションのスイッチが増えてきているのが分かりにくい
・共通した音が出てサインみたいにプレイ、停止、巻き戻し、早送りとか、メモリー、ファイル削除など共通した
音を決めてもらってビープ音をいろんな商品にくっつけてもらうと助かる
・アナウンス機能とビープだったら、アナウンスがよい
・スイッチの話で言えば、パワーオンにしたとき、ボタンが凹むタイプはよくわかるが、オンでもオフでも同じ状
態になるのは分かりにくいが、最近はこのタイプが多い
テキストマイニングシステムは、検索結果を分析するもの

の発言を 2,409 件収集した。表１はスイッチに関する発言

である。概念グラフシステムは、検索結果の文書に出現す

の一部である。

る特徴語の上下関係をグラフとして可視化する。これによ

次に、収集された発言を多面的に分析するために、一つ

り、検索結果の世界でどのような単語がポイントなのか大

の内容と思われる発言を以下の 10 個の観点で正規化した

局的に知ることができる。マトリックス検索システムは、

ものを 1 件の評価言語とし、680 件の評価言語を作成した。

検索結果の文書を、ユーザーが選択した 2 つの観点でクラ

一つの発言が複数の内容を持つ場合は、それぞれに対して

スタリングし、2 次元の表形式で表示する。検索結果の中

評価言語を作成した。評価言語は、発言から以下の観点に

での 2 つの観点の関連を知ることができ、様々な観点を組

関係のあるキーワードや文章を手動で抜き出すことによ

み合わせることにより、評価言語を多面的に分析すること

り作成した。表 2 はスイッチに関する発言から作成された

ができる。OLAP が数値データを対象とするのに対し、マ

評価言語の一部である。

トリックス検索システムは文章などの非数値データを扱

（１）人

える。2 つのテキストマイニングシステムを用いることに
より、分析者は対話的に評価言語を分析することが可能に
なる。
筆者らは[5]において、2 つのテキストマイニングシス
テムを用いたニーズ分析法を提案したが、本稿ではこの手
法を用いた実験やその有効性の評価を行う。また、本稿で
は、評価言語のデータを増やし、2 つのテキストマイニン
グシステムを改良した上で、評価言語からのニーズ分析を
行い、その有効性について定性的な評価を行う。
実験では、(1)商品／サービスを対象として複数の人に
共通するニーズの分析、(2)個人のニーズの分析、という
課題について、概念グラフシステムとマトリックス検索シ
ステムの結果を組み合わせることにより、評価言語の分析
図を作成した。
本稿は以下のように構成されている。2 節において、イ
ンタビューによって収集した発言から作成された高齢
者・障害者評価言語について述べる。3 節では、分析に使
う概念グラフシステムとマトリックス検索システムにつ
いて述べる。4 節では、2 つのテキストマイニングシステ
ムを用いた分析手順について述べる。5 節において、実験
と分析結果について述べ、6 節で本稿をまとめる。

発言を行った人
（２）障害
評価要因となる障害の種類
（３）操作／機能特性
評価要因となる障害による制約
（４）評価項目 1
生活全般で共通すると考えられる要因
（５）評価項目 2
他の対象にも共通すると考えられる要因
（６）評価項目 3
対象品に限り考えられる要因
（７）商品／サービス
評価の対象となる商品／サービス
（８）部位／機能
評価の対象となる商品／サービスの部位／機能
（９）ポジティブなキーワード
肯定的な評価の素となるキーワード
（１０）ネガティブなキーワード
否定的な評価の素となるキーワード
これらの観点に関係のあるキーワードや文章の抽出に
おいては、適当なものが抽出されない場合があった。680
件の評価言語の内、それぞれの観点で抽出されたデータは

２．高齢者・障害者評価言語

（１）人が 680 件、（２）障害が 312 件、（３）操作／機能

本節では、高齢者・障害者のニーズ分析のために収集し

特性が 219 件、（４）評価項目 1 が 220 件、（５）評価項目

たデータについて述べる。ユーザーの言葉を基に分析を行

2 が 177 件、（６）評価項目 3 が 167 件、（７）商品／サー

うために、高齢者や障害のある人々、健常者計 19 名に対

ビスが 498 件、（８）部位／機能が 218 件、（９）ポジティ

し、日頃使用している延べ 147 品目の商品・サービス（例：

ブなキーワードが 434 件、（１０）ネガティブなキーワー

携帯電話、リモコン）への「好きな理由・嫌いな理由」、

ドが 269 件であった。

その背景にある具体的な生活行動や意識について尋ね、そ

表2
人

障害

全盲
女性

全盲／
弱視

全盲
女性
全盲
女性

全盲／
弱視
全盲／
弱視

全盲
男性

全盲

全盲
男性

全盲

操作／機
能特性
触覚、聴覚
で確認

評価項
目１

評価項
目２

高齢者・障害者生活環境評価言語
評価項
目３

リモコ
ン操作
触覚、聴覚
で確認

視覚以外
で確認す
る
触って確
認する

安全に
使える
こと

商品／サ
ービス
リモコン
等

部位／機
能
スイッチ

ポジティブなキー
ワード
アナウンス機能が
付いているものが
好ましい

リモコン
等
リモコン
等

スイッチ

サインオンがある
ものが好ましい
音のサインがある
ものが好ましい

スイッチ

家電製品

スイッチ

音で通知されるも
のが好ましい

家電製品

スイッチ

ボタンが凹むもの
がわかりやすくて
好ましい

ネガティブなキー
ワード
ビープ音だけのも
のは操作内容が分
からないので好ま
しくない

オンでもオフでも
同じポジションの
ものは好ましくな
い
ワンタッチで簡単
すぎるものは好ま
しくない
オンでもオフでも
同じ状態のものは
好ましくない

図１ スイッチに対する概念グラフの一部

３．分析に使うテキストマイニングシステム
本節では、評価言語のニーズ分析に用いられるテキスト
マイニングシステムである概念グラフシステムとマトリ

D)/df(v, D)>βかつ df(u, D)>df(v, D)である時、u は v
の上位であると定義する。αとβは概念グラフシステムの
入力インターフェースで指定することができる。

ックス検索システムについて紹介する。いずれも、ユーザ

これまでに、概念グラフシステムを大学の教員データ

ーが入力したキーワードの出現する評価言語を検索し、そ

[4]、音楽のプレーリスト[11]、学会講演データ[13]、英

の検索結果を分析するものである。いずれのシステムもイ

和辞典[12]に対し実装し分析を行った。

ンデックス作成および文書検索のために汎用連想計算エ
1

ンジン(GETA) を使用している。

図 1 は 2 節で述べた評価言語に対し、「スイッチ」を入
力キーワードとして与えたときの概念グラフシステムの
出力の一部である。1 件の評価言語を一つの文書とみなし

３．１

概念グラフシステム

実装を行った。αとβはいずれも 0.5 に設定した。ノード

概念グラフシステム[4, 11-13]は、文書集合に対して検

の中の数字は、分母が全文書集合におけるその単語の文書

索を行い、その検索結果としての文書集合に出現する特徴

頻度、分子が検索に該当した文書集合におけるその単語の

語の上下関係をグラフとして可視化する。特徴語の上下関

文書頻度を表している。680 件の評価言語のうち 16 件が

係を動的に作成し、検索結果の世界でどのような単語がポ

検索に該当した。左側の単語が上位の単語を現している。

イントなのか大局的につかむことができる。

16 件の評価言語の中では、スイッチの上位概念として全

ここで、概念グラフシステムで扱う特徴語と上位概念の

盲があり、下位概念としてリモコン等、オン、オフという

定義について述べる。D を文書集合、w を単語とする。w

単語があることが分かる。また、リモコン等という単語の

が出現する D 中の文書数を df(w, D)で表す。また、二つ

下位概念として、サイン、アナウンス、統一規格という単

の単語 u, v の両方が出現する文書数を df(u*v, D)で表す。

語と関連があることが分かる。この検索結果の中で、リモ

U を全文書集合、D を部分文書集合、w を単語とする。単

コン等、オン、オフについて述べている評価言語は必ずス

語 w について、df(w, D)/df(w, U)>αである時、w は D の

イッチについて述べていた。また、スイッチについて述べ

特徴語であると定義する。単語 u と v について、df(u*v,

ている評価言語の 88%が全盲について述べていた。このよ
うな関連は、表 2 の特徴をよく表していることが分かる。

1

http://geta.ex.nii.ac.jp

図 3 スイッチに関するマトリックス検索システムの出力
という 2 つの観点で評価言語をクラスタリングした結果
である。概念グラフシステムと同様に 1 件の評価言語を一
つの文書とみなし実装を行った。また、階層的クラスタリ
ング手法として完全リンク法を用いている。図 3 より、各
クラスタから抽出された特徴語から、リモコンと家電製品
にはオンとオフに関する評価言語が共通して存在してい
ることが分かる（図中の赤い四角が交差する部分）
。特徴
図 2 マトリックス検索システムインターフェース

語についている数字は、右側の数字が全文書集合における
その単語の文書頻度、中央の数字が検索に該当した文書集

３．２

マトリックス検索システム

マトリックス検索システム[3, 8, 10]は、文書集合に対

合におけるその単語の文書頻度、左側の数字がクラスタの
中でのその単語の文書頻度を表している。

して検索を行い、その検索結果をユーザーが選択した２つ

マトリックス検索システムでは、一度得られたクラスタ

の観点に基づいてクラスタリングし、２次元の表形式で表

リングの結果について、別の観点を選択することにより、

示する。同じ（似た）内容の文書を１つのセルにまとめる

再びクラスタリングすることができる。例えば、図 2 の検

ことができる。また、様々な観点を組み合わせることで分

索結果を、「人」「評価項目 1」の 2 軸で再びクラスタリン

析を行い、異なる観点の対応を知ることができる。

グできる。また、検索結果のセルから、特定のセルを選択

図 2 は、マトリックス検索システムの入力インターフェ

することで、そのセルに該当する文書集合のみをクラスタ

ースである。検索語のテキストボックスに検索したいキー

リングすることができる。これにより、一度得られた検索

ワードを入力する。検索の対象としたい観点を選択し、縦

結果をより詳細に分析することができる。

軸、横軸でクラスタリングをしたい 2 つの観点を選択する。

さまざまな検索条件について検索できるマトリックス

また、それぞれのクラスタ数を指定することもできる。検

検索システムは、検索や分析の可能性を広げる一方で、後

索領域やマトリックス表示の縦軸横軸をユーザーが自由

で過去の検索結果を参照し、それを基点とした別の検索を

に選択することにより、多面的な検索を実現している。

行う可能性がある。開発したシステムでは、検索を行った

図 3 はマトリックス検索システムの出力例である。それ

時間、検索条件をログとして保存している。これらを後か

ぞれのセルに該当する文書数が表示されるため、どのセル

ら閲覧し、保存しているログから条件を変えて再び検索で

に多くの文書があるか知ることができる。また、それぞれ

きる。

の軸の各クラスタにおける特徴語が表示されるため、その

筆者らはこれまで、このマトリックス検索システムを大

クラスタがどのような意味を持つものなのか知ることが

学の教員データ[3]、電子通信学会の講演データ[8]、日本

できる。

動物学会学会誌 Zoological Science[10]について実装し、

図 3 は 2 節で述べた評価言語に対し、「部位／機能」を
対象として「スイッチ」をキーワードに検索を行い、縦軸
に「商品／サービス」、横軸に「ネガティブなキーワード」

定性的評価実験を行っている。

去の分析を記録する機能が付いているため、それらを参考
にして過去の分析を見直すこともできる。
５．実験
本節では、概念グラフシステムとマトリックス検索シス
図 4 評価言語に対する分析フロー
４．概念グラフシステムとマトリックス検索システムによ

テムを用いて作成した、高齢者・障害者評価言語の分析結
果を示す。対話的に行った検索結果を組み合わせることに
より、分析図の作成を行った。図 5 がその分析図である。

る高齢者・障害者評価言語の分析
本節では、概念グラフシステムとマトリックス検索シス
テムを用いた評価言語のニーズ分析手順について述べる。

５．１

商品／サービスを対象とした分析

本節では、商品／サービスを対象に，複数の人が共通に

図 4 はその手順を示したものである。概念グラフシステム、

持っているポジティブなキーワードとネガティブなキー

マトリックス検索システムはそれぞれ独立にキーワード

ワードを探すことを課題とする。

を与えて分析することができるが、ここでは、単語の頻度

まず、商品／サービスに対する単語の頻度表から、頻度

表を基点としてこれらを組み合わせて分析を行う手順に

の高い商品／サービスに対してマトリックス検索システ

ついて述べる。単語の頻度表とは、10 個の観点それぞれ

ムを用いて分析を行った。検索を行った単語は、携帯電話、

に出現している単語とその頻度を表にしたものである。手

バッグ、腕時計、リモコン、ボタン、掃除機、ファックス、

順①～⑤の操作内容は以下のとおりである。

家電製品、靴、洗濯機、居住スペース、お知らせランプ、

①単語の頻度表を用いることにより、評価言語の各観点

トイレ、パソコン、衣料品、テレビ、インターホン、公共

でどのような単語が何回出現しているか知ることができ

スペースであり、下線の引かれた商品に複数の人が共通に

る。例えば、出現頻度の高い単語を概念グラフシステム、

持っているポジティブなキーワードとネガティブなキー

マトリックス検索システムの入力キーワードとして使い、

ワードが存在した。検索に該当した評価言語は、バッグが

その単語が出現している評価言語を分析する。

29 件、家電製品が 9 件、洗濯機が 8 件、インターホンが 5

②概念グラフシステムにより、入力キーワードが出現し
ている評価言語の中での特徴語の上位下位関係が分かる。

件、公共スペースが 5 件であった。
図 6 はバッグに対するマトリックス検索の結果であり、

それを参考にして、その中から再度分析したい単語を選び、

縦軸に人、横軸にポジティブなキーワードを選択し、4×6

概念グラフシステムに入力キーワードとして与えること

表示した。検索に該当した評価言語は 29 件あった。左か

によって、繰り返し分析を行う。また、別の単語を使って

ら 2 列目のクラスタに高齢女性、全盲女性に共通するポジ

新しく分析を行うこともできる。

ティブなキーワードがあり、斜めがけや両手に関連するニ

③概念グラフシステムによる特徴語の上位下位関係か

ーズであることが分かる。実際にセルに対応する評価言語

ら、マトリックス検索システムを用いて複数の観点の関連

を調べたところ、斜めがけできると両手が空いていいとい

を調べたい単語を選択し分析を行う。

うニーズが存在した。また、一番右のクラスタ 17 件に対

④マトリックス検索システムにより、入力キーワードが

して再びクラスタリングを行うことにより、高齢女性、60

出現している評価言語を、ユーザーが選択した２つの観点

代女性に軽いものがいいというニーズが存在しているこ

で分類する。縦軸横軸を再度選択することにより別の観点

とが分かった。

の関連を調べたり、セルを選択することにより詳細に分析

図 5 において線上の数字は観点間の関連が出現してい

することができる。また、各クラスタから抽出された特徴

た評価言語の件数を表している。数字の無い線は 1 件の関

語を参考にして、別の単語を用いて分析を行なうこともで

連を表している。マトリックス検索システムでは各セルに

きる。

含まれる評価言語の件数を表示しているため、分析図にお

⑤マトリックス検索システムにおいて抽出されたクラ

いて関連の強さを記入するとこができる。バッグに対して

スタの特徴語から、概念グラフシステムで分析を行いたい

は、ポジティブなキーワードとして、
「斜め掛けできると

単語を選択し、評価言語の中でその単語の概念的な上下関

両手が開いていい」という評価言語が 5 件、「軽いものが

係を知ることができる。

いい」という評価言語が 2 件あった。前者に対しては、高

手順②から⑤のように、概念グラフシステムとマトリッ
クス検索システムを組み合わせ、何度も対話的に分析を行
うことにより、多面的にニーズの分析を行うことができる。
概念グラフシステムとマトリックス検索システムには、過

齢女性が言っているものが 3 件、全盲女性が言っているも
のが 2 件であった。
このような分析を上記の単語全てに行い、手動で組み立
てた分析図が図 5 の商品／サービスから人までの部分で

図 5 評価言語の分析図の例
ある。このようにして商品／サービス、ポジティブなキー

動に対して、評価言語 2 の安全、行動もしくはかっこよさ、

ワード、ネガティブなキーワード、人の関連を知ることが

安全に関するニーズがあることが分かる。

できる。

5.1 節を受けて 5.2 節では異なる課題に対して分析を行

また、マトリックス検索の軸を変えることによって別の

ったが、2 つの分析図を組み合わせることにより、図 5 の

観点での分析を行うことができる。公共スペースに対する

ような分析図を作成することができた。概念グラフシステ

ニーズである「音がでるものがいい」に対して、これが得

ムとマトリックス検索システムを組み合わせて、対話的に

られたマトリックス検索の検索結果の軸を部位／機能に

分析を行うことにより、様々な課題に対して分析ができ、

変えることにより、案内板と自動券売機に対するニーズで

それらを図 5 のように組み合わせることができる。

あることが分かった。このようにして、別の観点からニー
ズを多面的に分析することができる。

分析における概念グラフシステムの問題点として、評価
言語 1 件の文章が短い場合、もしくは検索結果の件数が少
ない場合、作成された概念グラフが深さ 1 の単純なグラフ

５．２

個人を対象とした分析

にしかならないという問題があった。深さ 1 のグラフの場

本節では、5.1 節の分析結果を受けて、高齢女性の評価

合、単なる単語の共起を示しているにすぎないため、シス

言語 66 件を対象とし、評価項目 1、評価項目 2、評価項目

テムの検索結果における特徴語の関連を詳しく知ること

3 の 3 つの観点に着目して分析を行った。

ができない。

図 8 は、高齢女性をキーワードに概念グラフシステムか

マトリックス検索システムの問題点として、クラスタリ

ら得られた結果である。高齢女性の下位概念として愛着や

ング結果において、ある 1 つのクラスタの文書要素数が多

靴に関することが多く出現していることが分かる。また、

く、他のクラスタの文書要素数が少ない状況が生じた。こ

高齢女性の下位概念として斜めがけという単語があるが、

のような状況が起こると、観点間の共通性を調べることが

これは高齢女性に対するポジティブなキーワードに出現

困難になる。例えば、図 6 では、最小の要素数を持つクラ

している。

スタは 1 件の評価言語があるのに対し、一番要素数の大き

次に、高齢女性を入力キーワードとし、縦軸と横軸に評

いクラスタに 17 件の評価言語がある。1 件のクラスタに

価項目 1、評価項目 2、評価項目 3 のいずれかを選びマト

含まれる文書は、他のどの評価言語とも関連がないものが

リックス検索を行い、検索結果を組み合わせることにより

多い。この場合は、「その他」のクラスタを作り、そのク

作成された分析結果が図 5 の人から評価項目 3 までの部分

ラスタに割り当てることで、1 件のクラスタが出現しなく

である。図 7 は、高齢女性に対する検索結果を、軸を変更

なると考える。また、各クラスタの要素数が均等になるよ

したり、セルを選択して詳細に検索を行いながら得られた

うなクラスタリング手法の開発が今後の課題である。

結果である。特徴語から評価言語 1 の人、自力、迷惑、行

図 6 バッグに対するマトリックス検索

図 7 高齢女性に対して軸を変更したり、セルを選択して詳細に検索を行いながら得られた検索結果
６．まとめ
本稿は、概念グラフシステムとマトリックス検索システ
ムという 2 つのテキストマイニングシステムを用いるこ

的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進（平成 18
年度）
「データマップ法と概念グラフによる次世代検索エ
ンジンの研究開発」によるものである。

とにより、高齢者・障害者評価言語からニーズを分析する
手法について述べた。2 つのテキストマイニングシステム
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