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予兆発見(ChanceDiscovery)と
そのマネジメント

大窪幸生

１．１予兆・チャンスの発見と利用

餓者が専門にしている分野をあえてあげれば，人工知能の分野のうち知的情報

ナビゲーション，すなわちユーザを有用な情報に誘導することである．究極的に

は，ユーザがどんな状況にいても，常にユーザの欲しがる情報ソースに誘導できれ

ば理想である．しかし，経験も欲望も人とは共感できないコンピュータが，ユー

ザに「常に有用な」怖報をそうたやすく与えられるとは，到底考えにくい．

人の興味や関心を捉えるのが難しい理由の一つは，浮気性のせいである．人の

興味は一定ではなく，ふとしたきっかけで激変する．この変化は，ふとした出会

いやつまずきでも起こることであるから，変化の時点や内容を捉えるのはたいへ

ん難しい問題になる．この問題に雛者が取り組んだきっかけは，とある識浦会で

機械学習（コンピュータによってデータ内の法則を発見する技術）の始祖ミカル

スキーが，「Ｗｅｂユーザのユーザモデルを過去の閲覧履歴から学習すれば，ダイ

ナミックなユーザの興味変化に追随できるプラウザも作れる」と話したことであ

る．そんな無茶な話があるか，と個人的に「過去の興味と未来の興味が変わるの

がダイナミックな興味変化だと思うが，機械学習の適用は有効なのか」と考えを
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聞いてみたら，ミカルスキー教授は，「ユーザの興味はあまり一気に変化しないか

ら有効だ」とおっしゃる．本当だろうか？私なら，機械学習の獅演会の餓中でも

このような疑問にとりつかれたら，機械学習以外の手立てで頭がいつぱいになり，

撫油者の)肝さえ迷惑な雑音にIiHこえてくる．つまり，興味ががらりと変わる瞬Ｍ１

というのは，過去にその人が読んだ書物やＷｅｂページという表届のデータからは

とても推し量ることのできない，内在的な価値観や唐突な刺激傭報によってもた

らされるものではないのか？

1997年ごろ，筆者はIndexNavigatorという検索エンジンを研究側発していた．

これは，ユーザがキーワードを入れていく様子を記録した服膿データから，その

ユーザの時々刻々の興味を推論する原理を情報検索に導入したものである．ユー

ザの興味の一貫性が崩れる時点を推定し，それに基づいて新しく湧いた興味を充

足させるような検索エンジンを構築することができる（ただし，推論のメカニズ

ムが複雑なのでインターネットのような大規模な梢報源には適用できなかった)．

‐･方，悩報検索を知的にするための燕礎技術であるインデキシング（キーワー

ド抽出）にも，コンピュータのパワーが必須であることはいうまでもない．人手

で世界中の文章にひとつひとつキーワードを付けていたら（まだそうやっている

ところが多いし，それはそれで信頼できる良い方法なのだが)，いつまでたっても

終らない．そこで自動インデキシングの手法がいろいろ提案されてきたわけであ

るが,縦者が開発したのがKeyGraphである121．これは後述するように，文章

からその土台（前提となる概念）よりも主張を表すキーワードを得るための手法で

あった．文章の中で，主張を表す単語は意外に少ない回数しか出てこない．よく

見てみると，それらはある土台から他の土台に記述内容が移っていく箸者の興味

の変化点や，複数の土台から導かれる結論として出てくることが多い．たとえば，

｢Ａという技術があって，かくかくしかじかの通り便利だ．ところが，Ｂという

問題があって困っている．Ｂというのはこれこれであって．そういうわけでＢは

Ａを台無しにしてしまう．私は，ＣというアイデアでＢを解決するＡの補強策

を考えた．その詳細は…」
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という文章なら，ＡとＢは頻出する土台であり，主張であるＣがＡとＢの両

者を一連の意味あるストーリーに束ねていく．このＣを捉えるのがＫｃｙＧｒａｐｈ

の目標だった．これは，文歳の粁将にとっての主張とは，いくつかの土台の上に

新しい考えを欲み上げるものと見なしていることになる．それは，その蒋者がな

んらかの機会につかんだ悩報やシーンによって，それまで頭の中に別々 に存在し

ていた土台の概念が結ばれ愚場合が多い．このような情報やシーンこそ，人の思

考発展のチャンスといえよう．

先出のIndexNfwigatorでは人の興味の変化を求めたが，それら変化もまた，

その人の興味の土台となる普段のジャンルから，なんらかの梢報をつかんだ結果

として他のジャンルまで視野を広げる場合がある．例えば，酒腿の主人が趣味の

映画の上映予告ページを見ている時，そのワンシーンの写真に写っているワイン

の銘柄が気になってワインのホームページを閲覧し「あれはシャトー．マルゴー

だったか」と知る．このときのワンシーンこそは主人のチャンスであり，その主

人がそのワインを店弧で「｢尖梁間」で知られるロマンチックなテイストのシャ

トー・マルゴー」と主膿して販売するという独創的な行動に結び付くのである．

このように人が新しい行動を起こすチャンスは，慣れ親しんだ生活の土台の上

に新しい生活や新しい価値を実現しようとする，飛躍の踏台にあると縦者はそう

考える．この考えを餓者は，予兆発見あるいはチャンス発見という研究に現在で

は結び付けている．

ではＷｂｂコンテンツのように表面的な情報のかたまりから，いかにして人や社

会の意志決定にとって蚊要なチャンス，あるいは変化の予兆を見い出すか．そし

て，その予兆をいかにして意思決定に用いるか．これらのことを論じ，その方策

を得るのが雄者ら（兼者と予兆・チャンスの発見研究に関る研究将たち）の研究

の狐いである．

1.巳予兆発見・チャンス発見とは

西暦2000年元旦，椛者にIIiIいたある年賀状に「未来を予測する殿稗の方法は，
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未来を創ることである」というアラン・ケイの一文が借用されていた．手をこま

ねいて環境変化を予測するだけでなく，努力して住み良い社会を作ること．錐者

がチャンスと呼んでいるのはそのための手がかりとなる事象，あるいは状況のこ

とである．より明確に定義すれば，チャンスとは人間の意思決定にとって亜要な

意味を有する事象または状況をいう．

“chance”という言葉の意味についてOxfbrdAdvancedLearner'sDictionary

を引いてみると，“asuitabletimeoroccasiontodosomething”という意味が

出てくる．この"ｔｏ。〔〕something”は，実際には人が手足を動かす時刻ではなく

て，その前の意思決定を下す瞬川と捉えるほうがむしろ自然であろう．すると先

のような「チャンス」の定義になってくるのである．

しかし，明確に定義するといっても，「重要な意味って何？」と不明確さが残っ

てしまう．なぜかというと，ある事象や状況が重要であるかどうかは，それを含

むもっと広いそのときの状況によって意味が変わってくるからである．それ故，

状況判断の下手なコンピュータにとって，チャンスとそれ以外の状況を見分ける

のは困難なことなのである．そこで，チャンスを発見する主体は人であることを

前提にした方が筋が通ることになるから，これまでの工学において排除されがち

であった人の主観を積極的に活かし，「チャンス発見システム」というより「チャ

ンス発見支援システム」を柵築する方が，実現性という点からすれば望ましいの

である．

議論の文脈によって錐者はチャンスを予兆と呼ぶが，チャンスという言葉の方

が個人的には好みである．これは，人の行動次第でその後の意味が変わってくる，

そういう不確定性に意義があると思うからである．人は，自分のまわりの不確実

性に対する恐れをモチベーションとして様々な行動をとっていくのではないだろ

うか？死への恐れを根源とするあらゆる欲望は，人と機械の本質的な差異であり，

人の意思決定は不確実性への恐れをベースにして，確実性を求めて行われる．そ

れ故，現在の不確実な状況と，人にとってのその影響を見せ，人に理解させる技

術の確立はさまざまな場面で砿要となる．
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1.3意識していなかった要因を見付ける

ここでひとつ，チャンス発見がそのメカニズムにおいても，データマイニング

の主流である「データからの学習」と異なることに気付く．例えば,今，野球ボー

ルが前から飛んできて，自分とその後ろにいる老人に当たりそうだとすると，こ

れは普段見かけない危険な状態である．ではどうするか？ここでポールをよける

と後ろの老人が怪我をするとか，だからポールを鞄で打ち返して飛ばしてしまえ

ば良いというのは，普通の人ならはじめからわかっている知識である．別に，改

めてデータからコンピュータが学習するようなことではない．もしこれを学習す

るなら，それには随分何度もボールが飛んでこなくてはならないだろう．このよ

うに稀な危機へのとっさの判断では，人は自分の学習以外で身に付けた知識を想

起しているのである．

それ故チャンス発見には，人が状況に応じて関連する知織を自分の経験から引

き出してくるのが適している．そもそも，対応が困難な状況というのは，明確に

意識できていないくらい珍しい事象が原因として絡んでいることが多く，それは

コンピュータに既知の知識として登録しておくことのできない性質のものかもし

れない（いろいろ身のまわりを考えてほしい．そういうケースの方が多いことを

お気付きになるだろう)．その場合，コンピュータよりも磯かな経験を有する人

が，その状況での問題解決に役立つ知識をその経験を活かして想起し，その知識

を用いて解決していくのがよかろう．はじめから意織的に登録された要素の組合

せとしてのみ知識を表現する方法論は，この「人」と目の前の状況の相互作用の

なせる業にはかなわないのである．

チャンスが稀にしか起きないかもしれないというのは，コンピュータにとって

実に処価の困る話である．通備，データマイニングでは，統計的に信頼できるルー

ルを知識として生成することが望ましいとされるが，事象が生起する条件となる

状況が稀であるときは，信頼できるだけのサンプル数を集めることができない．

稀な事象の生起ルールを得るために必要なサンプルサイズを求める研究は古くか

らあるし，稀な事象を一つ固定してその生起する条件を学籾する方法151もある
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が，更にその稀な事象自体も一緒に学習する研究として，鈴木らの例外知識発見

がある．ここでは闘値0,,02,03について，

ｐ(ＸｌＹ)≧０， （1.1）

ｐ(ｘｌＹＺ)≧０２ （1.2）

ｐ(xlz)≦８３ （1.3）

なる制約を満たすような次のルールを求める．

Ｘ←ＸＺ． (1.4）

ただしp(ｘｌＹ)は，条件Ｙのドでｘの生起する条件付き確率を表す．Ｙだけ

が条件ならＸは頻繁に生起するが，ＹとＺが同時に発生しているときだけはＸ

と逆の意味をもつ事象Ｘが起きてしまう．これはＸを医療薬の正しい作用，Ｘ

を副作用とし，Ｙが通常投与する患考の属性，Ｚが副作用を起こす特殊な状況と

考えるとわかりやすい．この定式化は，データから例外事象についての生起ルー

ルを猫得する上で有用である．実際，医擦データから有用な知識を発見する性能

が高いことが見い出されている．参考文献141にあるように，意外性をもつルー

ルを見付ける研究は他にもあり，応用価値は高い．チャンス発見も，意外な事象

の発見を重要視する点で彼らと問題意識が近い．

しかし，本質的な狙いがチャンス発見ではより賛沢である．筆者が指摘したい

のは，上のＺがはじめから意撤して記述できるかどうかである．Ｚというのは意

外なことの起きる状況であるから，未知要因を指すことが多い．実際，サリドマ

イド薬品の，服用した妊婦に宿る胎児への悪影響は，実験段階では不明であった．

実験に妊婦が参加しなかったという理由で．すなわち，Ｚとして追加されるべき

｢服用者が妊婦の場合」という条件が意撤されていなかったのである．これでは，

上に述べた意外性をもつルールの発見手法14,51を適用しても，「妊婦だったら」

という条件を含むルールは得られない．つまり，

・稀な事象ほどその原因が普段人に意識されないから，そのような事象の発生

する条件は未知のものが多く，コンピュータがルールの発見に用いる知識の

中に列挙しておくことはできない．
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。したがって，登録された知識中の条件をつなぎ合わせてルールを作る従来の

データマイニングは，チャンス発見の道具にならない．

というわけである．

では，同薬の副作用という現象を数度目にしたが，妊蹄という条件が関巡する

とは思ってもみない人が「服用者が妊婦だったら…」と考えはじめる方法はない

のだろうか．ここで筆者があえて「人が」と言ったのは，コンピュータをあてに

するのはとりあえずあきらめてという意味である．実際，誰かが「妊婦の場合」

という条件に気付いて，剛作用との関連性を見い出したはずである．サリドマイ

ドでは剛作用が胎児において見い出された．服用者は女性であり，ある珊所に孫

らしていた（そして妊婦であったが，そのことにはまだ注意できていないとしよ

う)．ここで人は気付く－女性のうち胎児を芋んでいた人だけが副作用を受けた

のだ．つまり，妊娠という特殊な状況がサリドマイドへの特殊な反応を引き起こ

したのでは？

これは一見すると単純な思考のようであるが，目の前のできごとと閲辿のある

状況柾拠（女性であることや胎児の状態）を様々な見聞から集めたといえる．こ

こで明らかとなったチャンス発見の原理は，先のボールの例も同様に，

①目の前の注目している状況（上の例ではサリドマイドの副作用）と，それ以外

のできごと（剛作用が女性の服用と胎児への影響に限定されていること）や事

物との関迎の有無を兇い川す．

②そして次に，人間の推察一過去に見聞きしたことやその人の膨大な知識から

該当する部分を想起するなど－によって，それらの関連のうち興味あるもの

に意味（妊娠という生理的特異状態）を付与する．

ことが砿者の想定しているチャンス発見の原理である．ただし，ここで述べたの

は①一・②という順序ではなくて，その人の内（過去に猫得した知撤や経験）と外

(①で用いられるできごとや事物）の情報を統合することが重要なのである．実

際，ものを見る動作の背景には必ずその人の知識が影響するといわれている．こ

こでもし，コンピュータが何らかの役割を果たすとしても，先に述べたように，現

状では人が主役となって自分の経験と目の前の状況を照らし合わせることの方が
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重要な役割である．にもかかわらず，最近流行りのデータベースマーケティング

(お客が何を買ったとかアンケートにどう答えたというデータを集めて，そこから

何をどう売ると利益になるかをデータマイニングなどの手法によって分析する商

業戦術）には，「岐新のお客さまの声から新しいサービスを開拓」などということ

を自動化しようとする怠け者が集まるばかりである．

統計解析やデータマイニングは①だけを行うコンピュータの作業である上，従

来のデータマイニングの方法では，本当に稀なできごとが①におけるコンピュー

タの作業に入ってくることはほとんどなかったのである．実際，先にあげた先端

的な手法14,51でも，地漉の稀な断層の危険性（後述）まで推し測ることはでき

なかった．このように，従来のデータマイニングを骨組みの中心に据えた知紬発

見のあり方は，チャンス発見までは手の届かないものになっている．チャンス発

見のできる目処もない自動化などさっさとあきらめ，コンピュータはどこまでも

人の「想起」の支援ツールだと割り切ろうではないか．

1.4チャンス発見の応用場面

未来の状況を「予測する」技術といえば，その状況に対して人が手を加えない

か，あるいはこれまでに誰かが何度もやってみた手の加え方を再現するとどうな

るかを推定することしかされてこなかった．つまり「こんなとき，こういう行動

をすると，こんな目にあった」という，過去の比較的よくある（だからコンピュー

タにデータとして記録されている可能性も高い）経験から未来を見込むのである．

この予測という問題もデータマイニングでは様々な場面で扱われてきたが,チャ

ンス発見とは隔たりがある．すなわちチャンス発見では，「いつもと連う状況が起

きたとき，それに気付いて，これまでと述う対応をとる」ことが目的であり，過

去と遮う将来を創造することがそもそもビジョンの中心なのである．

するとチャンス発見では，ある事象が「起きるかどうか」よりも，「起きる特殊

な状況がどんな状況であるか」の説明が主題となる．地震なら，「起きるかどうか」

という結論だけでなく，地震が起きるならどういう理由でどこで起きるからどの
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ように建物が倒壊する力､の説明が煎要になる．

逆にいえば，これまでできなかったそのような説明が，うまくやれば（例えば，

人とコンピュータの協調によって未知な状況が掘り出せれば）可能となる事象を，

単に目障りなノイズから分離する作業がチャンス発見ともいえる．マーケティン

グを例にとると，新コンセプトの商品が出たとき，それがなぜ，どんな状況の人に

好まれるかを説明することである．その説明が得られないなら，その商品を売る

戦略を立てるのは難しい．そして，その説明の中に潜在的な未知要因が入るよう

なケースに対しては，技術的に新しい方法がチャンス発見のためには必要となる．

下記に，チャンス発見研究が想定している応用場面を示す．

1.4.1ＷＷＷからの意義ある新コンセプト発見

インターネットは研究，ビジネス，エンターテイメントなど，各方面での情報と

その関連性を体現したものであるから，まさにチャンス発見の泉であるといえよ

う．実際，複数の興味のコミュニティ（価値観を共有する人の集合：縦者独自の

定義である．社会学，社会心理学，社会情報学においても，「コミュニティ」とい

う語の定義は確立していない）の出会うところには新たな価値観が発生するチャ

ンスがあるし，逆に衝突のリスクも存在する．「i-mode」が現在のように流行し

た背景には，携帯旺話で通倍し合うコミュニティと，元々パソコンユーザであっ

たインターネット利用者のコミュニティの接触から，二つのコミュニティを融合

した新市場への発展があった．ＷＷＷから複数のコミュニティの交点を見い出

す手法と，その適用例は後述する．

1.4.2マーケティングにおける販売戦略

マーケティングにおいて，新しい優良顧客（買ってほしい品物を買ってほしい

だけ，よく買ってくれる顧客）を見い出すことは亜要である．特に，販売者の心

理に立てば，「顧客の顔が坊桃と見えてくる」ことが重要となる（関西大学・矢田

勝俊助教授の談など)．これを錐者は，あまり知られていない深いレベルの顧客の

興味・噌好や価値観と，聯買される商品の特徴の関係を説明することにより，新
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たな優良顧客や優良商品を考え出すことと解釈している．例えば食品業界におい

ては，ある一食の設計コンセプト（食卓動機）を新たに見い出すことが重要とさ

れている．日本人は朝食を何の目的で摂るのか？なぜビタミン補給剤を食後に摂

る人がいるのか？食後にコーヒーを飲む人は，なぜそうするのか？これらがはっ

きりすれば，欲しいときに欲しい人に欲しい食舶を提供できる．つまり，儲かる

のである．これはまさに，先述の「Ｚ（未知要因）の発見」である．実際の消費

データへの筆者のチャンス発見手法の適用例は後述する．

1.4.3株式市場における投資戦略

株式におけるアナリストレポートには財務データと，財務データに基づいてそ

の企業についての将来展望を述べたテキストデータが含まれる．このうち，かな

り株式市場に織り込まれてしまっている財務データよりも，独特の主張をしてい

るテキストの中の特徴的な記述が投資家の注意を引くという話を，般近株式投資

のプロから聞いた．例えば，ある銘柄の株をほとんどのアナリストが「売り」だ

と言っているときに，一人のアナリストが「買い」だと言っているとしよう．な

ぜこのアナリストは，多くの投資家が希望を失った銘柄に将来性を見い出したの

だろうか？テキストには，少数派だからこそ信念をもった解説が載っていること

もあるし，とるに足りない解説のこともある．投資家はどうやって，優秀なアナ

リストの強い信念と見る価値もない脆弁を見分ければ良いのだろうか？

投資家が稀なレポートに注意を払い，その愈義を解明し理解して投資行動にい

たるプロセス，あるいはその支援は，チャンス発見の格好の研究対象である．投

資家に「このレポートを見てみよう．これはこういう理由で注目に値するなあ」

と思わせるような刺激情報（すなわち上述した関迎の有無）を提示するツールと，

自分の経験を元に思考する投資家の相互作用がポイントとなろう．アナリストレ

ポートに限らず，あるテキスト文脊の特有の主張を表す注目に値する単語と，そ

れが他のどの単語と結び付けられてどのように主張されているかを図示する手法

(KeyGraph）及びその適用例については後述する．
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1.4.4地震における危険断層発見

地震については，地震時系列データと同時に断層の位慣が日本国内について公

開されている．ストレスを受けて少しずつ揺れ始めている断層が．近い将来に大

地礎を起こす危険性が高い．特に，潜在断層や断層塊の未知の動きが作用する複

雑な系であるため，断層間の相互作用を関連性として描き出すことが砿要となる．

そして地震の場合，真に危険な断層は稀にしか動いていないのである．地震につ

いても簸者の手法の適用例を後で述べる．

1.4.5医療における応用対象

チャンス発兇について医学の立場からは，稀なリスク（危険）を回避すること

で重篤な病態に陥ることを防止すること，例えば，

・不終脈の原因が体のどの部分にあるのか，どのような関連で心臓での症状と

なったのかを兄きわめる（慶応大学・大西祥平教授の談)．

・診撫行為に簸適な時期を捉える．

。極めて生命の危機的状況，あるいは極めて緊急的に治擦を要する状況を捉え

る（島根医科大学・津本周作教授による)．

といったことの実現が則待される．これらはリスクマネジメントにおける純粋リ

スク（損失しか有り得ない状況）への対応において，チャンス発見から具体的な

方法の面で貢献できる可能性を示している．株式，マーケットの例は，投機的リ

スク（リスクにも機会にもなりうる状況）をうまく利用するための方法蹟の確立

がチャンス発見の目的ともいえる．

１．５チャンス発見手法の入口：

キーワード抽出法KeyGraph
あなたが売りたい商品Ａの良さをＷｂｂページで宣伝したいとする．そのペー

ジでＡという単語はどんな役割を果たすだろうか．それはすでに流行している

ことが前提の商品ではなく，これから初めて売るものかもしれない．つまりその

ページの主張である．Ａが柵帯テレビ砥話の名前なら，Ａとともに「挑帯テレビ
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甑話」なる単語もそのページの主張である．これらのキーワードをあらかじめ取

り出して文啓のインデックスにしておけば，ユーザが「携帯テレビ電話」という

ものに間心をもって検索エンジンを利用すれば，検索キーとして入力された「携

帯テレビ遜話」に該当するページとしてあなたのページがユーザに届けられる．

このような目的にとっては，ある分野へのユーザの興味に漠然と関連するポピュ

ラーな文書を選ぶのとは異なり，検索対象文書の著者独特の主張を把握する新た

な技術が必要となる．両者の違いはどこにあるか？例えば，携帯電話や携帯情報

端末に関するカタログを典めるだけであれば，ユーザは「携帯晒語」や「携帯悩報

端末」を検索エンジンに入〃すればよい．しかし，それらになかった機能を光り

にしたい撫帯テレビ睡話のページのキーワードが「携帯電話」や「携帯情報端末」

となっていたら，ユーザの検索語「携帯テレビ電話」と一致せず選ばれなくなっ

てしまう．ここでの「携補電話」や「携帯情報端末」はユーザの興味に関係する

分野ですでに普及したモノを表す言菜であり，宣伝者であるあなた独特の主張を

表してはいないので，主張がユーザの検索語に近い文書を選び出すという目的に

は向かないのである．従来のキーワード抽出技術では，必要となるキーワードが

文書の主張を表すものか，それとも漠然とユーザの興味に関係（どういう「関係」

かはっきりしないままの）する単語が欲しいのかが区別されていなかった．

では，どうすれば主張を表すキーワードを取り出すことができるだろうか．次

に，雛者のアプローチとしてKcyGraphについて述べる（詳細は121）（前節末か

らすると，譜がそれたように感じられるかもしれないが，そうではないので読み

進めて頂きたい)．

1.5.1KeyGraph：主張にこだわるキーワード抽出

KeyGraphI21は,対象文替Ｄが著者独自の考えを主張するために啓かれると

いう仮税を坐にしている．文許Ｄ全体はその主張を目指して一つの流れを形成す

るというわけで，文書を建物にたとえると，われわれの仮説は，

建物が立つには土台（文書が基にしている基本概念）が必要である．壁（文
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瞥の櫛成に必要な説明部分)，ドアや窓（詳細な記述)，様々な装飾（比噛や例

など，付加的な記述）もある．しかし，建物の本質は日射や雨から住人を守る

雌根（主張点）であって，屋根を支えるために柱（内容の主な展開）がある．

ということになる．何度も繰り返されるだけの頻出語は，主張とは別の，その文

番が書かれる上で前提とされる「土台」の概念を表すことが多い．これらの土台

の上に立つ「柱」に支えられて，文書全体を束ね方向付ける主張（｢屋根｣）を表す

キーワードを取り出すのがKcyGraphの基本的な考え方である．KcyGraphの

手続きは次の３フェーズからなる．

(1)土台の形成：文書Ｄの前提となる基本概念（具体的には，後述の語の共起グ

ラフにおいて強く連結しあう語の集まり）を土台とする．

(2)屋根の形成：(1)で取り出した土台たちに強い力で支えられて文書を統合する

淵を屋根とする．

(3)キーワードの抽出：土台と屋根を結ぶ強い柱が多く染まった語を、のキーワー

ドとする．

KeyGraphでは，まず土台または屋根の候補となりうる文字列を準備フェーズ

で取り出しておき，その後上記の三つのフェーズが実行される．以下，これらの

各フェーズについて述べる．

(1)「土台」の形成

文瞥Ｄに含まれ，ノイズ（助詞や助動詞など，趣旨と関係の薄い語）以外の語

の集まりをDtermsとし，DtemOs中の語の文書Ｄにおける関連性を表す共起グラ

フＧを生成する．このフェーズでは，Ｇを以下のノードと枝から生成する．

・ノード：Dtcrms巾の語は，Ｄにおける出現回数によってソートされる．この

ソートでの上位Ｍ語からなる集合を〃j9AFrc9と呼び，はじめにＧ中の

ノード群として与えておく（図１．１中の照いノード)．〃〃hFT町中の船は，

先述の「繰り返される語｣，すなわち土台を形成する要紫となる．

・枝（リンク）：Hf9hFre9中で共起度（同文に二語とも出現する頻度）の高い語

の対をそれぞれ枝で結ぶ・語の対(⑩i,⑩j)のＤにおける共起度をc･("#,uIj）
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⑧
主翌【且

⑬ ｡
＠

図１．１土台と賊根，桃（点線）の槻ｒ、二1KﾒLノードがキーワード．チャンス発見についての

メールでの倫脱（本椛に概要が似ている）に対する結果である．

と書く．

Hj9A価･”中の語の什対は“の大きさによってソートされ，上位Ｍ－１番目

までの紺対にＧ中で枝を服る（Ｍは先述)．そこで，上記のノードと“の上位

Ｍ－１本の枝からなるグラフＧの中で，各極大連結部分グラフを一つの土台と

する．

この土台の抽出法は，一貫した概念を巡って文中の語が関係し合うという仮説

(語曇的連鎖）に立っている．語燕的連鎖は文書を意味の一貫した部分（われわれ

の土台のように）に分荊する日的でも用いられてきた．

(2)屋根の抽出

土台，すなわち文普の基礎となる概念は，文書全体から見ると著者が主張しよ

うとすることを導き出すために関連し合っている．KeyGraphでは，文書の主張

を表す船は先述の屋根として複数の土台に強い力で支えられ，文書を統合する語
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(図１．１の二重丸ノード）であると考える．

KcyGmphでは.語uﾉが複数の土台に支えられる力をＡｅ"(u,)で表す．key(⑩）

は０からｌまでの実数で，「Ｇ中のすべての土台を蒋将が考慮しているときに鋤

が用いられる」という条件付確部を近似的に定式化したものである．

文書Ｄ中のｋｅ〃の値に対する上位の語の集合（｢屋根」にあたる）をHi9AKey

と呼ぶ．Hi9hKeJ中の語がＧにまだ含まれていなければＧに加える．

(3)キーワードの抽出

KeyGraPhで取り出すキーワード群は，Ｈｆ９ＡＫｅｇそのものではない．という

のは，土台中の紺でも屋根に強く結び付いている語は屋根を炎現し，文普Ｄを要約

する上で並要だからである．これらの語のもつＡＣ〃の値は小さいかもしれないが，

HighKeg中の語と同様に接する「柱」（土台と屋根を結ぶリンク：図１．１などの

点線）の強さの和では上位にランクされるものと考えられる．そこで，Hf9AKeg

の中の語と土台の冊にある強い柱に多く接する語を餓終的にキーワードとする．

図１．１の場合，“hum皿''に接する点線リンクは，出ﾉJ図には表示されたものの比

較的弱い「柱」と計算されたが，それ以外の強い「柱」と接する（"hum&、"以外

の）単語はキーワードとして選ばれている．

先節でほのめかしたことであるが,実はチャンス発見の話としては，キーワード

抽出手法としてのKeyGraI〕ｈよりも，ここに示した図の表示の方に意味がある．

その展開を次に示す．

1.5.2KeyGraphによるチャンス（場合によりリスク）発見の

いくつかの例

現在，インターネットにおいて利用される頻度が多い（というより，ユーザか

らの人気が傍目にもよくわかる）のは，ＨＴＭＬ形式で神かれたテキストをベー

スとして画像を含む画而，商品発注などのデータ入力画面などで，これらはＷｅｂ

ユーザ向けに公開きれたデータが堂々と表示されたものである．

一方，今後においては，インターネットの裏側のデータの価値が一気に上がっ

てくるものと予想される．地子商取引を例にとると，あなたが本を発注するとき
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に記載するあなた自身に関するデータ（年齢，職業，氏名など）は，あなたが世

の中一般においてどのように分類できる人なのかを判断するのに用いられる．そ

の結果，もしあなたが１８歳の学生で商学が専門なら，例えばデータベースマーケ

ティングの入門番を買うように推奨メールが届くことになるかもしれない．これ

は，あなたと同年代の商学部生がよく買う本であることを，コンピュータが大量

の顧客のデータから見い出すからそうできるのである．

商売のデータだけではない．将来，もしあなたが研究者になるなら，きっと「こ

の人の使っているデータを自分も見てみたい，別のことがわかるかもしれないか

ら」と思うことが出てくるだろう．そういうデータは皆で共有して，様々な角度

から真実を見い出すのに利用すべきである．このことは，すでにインターネット

によってかなり達成できている．

予兆．チャンスの発見がインターネットに大きく依存する一つの理由は，この

点である．人の意思決定に大きな役割を果たすデータを考えてみると，新川記斗I，

商品広告，天気予報，地震予知巡絡など様々なデータがそれぞれの角度から貞献

していること，そしてそれらが次々とインターネットで公開されていることがわ

かる．地震データから話してみよう．

(1)どの断層が危ないか？

電子的に蓄えられた地震願歴データだけからコンピュータを用いて危険区域を

推定できれば，市政・企業立地の愈思決定にとって有益である．地震の履歴から

今後の地震を推測する方法として，地震の空白域（岐近大きな地震が起きていない

が，その周辺では起きているような地域あるいは海域）を危険地域と見なす手法が

ある．地震履歴を入力データとして確率的な推定方法を適用した例も多いが，比

較的限定された地域での職腰から，同じ地域の危険度を予測することが多い．と

ころが実際には，地表近くに現われていない伏在断屑や地殻の盃みを介して，断

層の動き同士は関連し合っている．そもそも断層地震というのは，それら断刷近

辺の力関係によって発生するのである．次のKeyGraphによる危険断層推定は，

この力関係に注目したものである．
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●KeyGraphによる断層危険度評価

KeyGraphによる研究レベルの（すなわち実用化向きツールではない）断層危

険度評価システムを，仮に「RltalFhultFinder（Ｆ３)」と呼ぶことにする．

概して，大きな通みが蒋欄されて今まさに動き始めつつある活断層が，近い未

来の大地震の震源となる可能性が高い．Ｆ３はそのような断畷を，KeyGrfLphに

よってかなり正確に見い出すことができる．Ｆ３はまず，地震関連の観測所（東京

大学地震研究所：http://www･eri､u-tokyo,acjpなど）がインターネットに公開

している地震履雁データを元に，各地震で活動したとみられる涌断層を地震発生

順に羅列する．すると，地震履歴は単語列となる（断1W名が各単絡となる)．ここ

で，比較的規模の大きな地震は地殻活動の区切りになる．というのは，大規模な

地震によって大きなエネルギーが放出されるからである．そこで，一定の闘値以

上のマグニチュードの地溌発生の箇所にピリオド「Ｊを仰入すると，そこにでき

る文字列は形式的にだけでなく，地震活動にとって意味のある「文瀧」となる．

すなわち，人の智〈文章では考えの雅礎となるいくつかの土台の上に主張が立

てられるのと似て，地震職歴では普段から動いているいくつかの地域の地殻に挟ま

れた断層が圧迫されて新たな大地震を起こすと考えられる．更に，文章の土台は

同時出現する単語からなるというKCyGraphの仮定は，「ある限定された時期に発

生する地震が共通の原閃である地殻運動から発したものである」という地震につい

ての仮定と対応する．それ故，地震履歴から得られた文燕をそのままKcyGraph

で処理すると，そこで得られるキーワードは新たに大きな地震の発生する可能性

のある活断層を示すのではないかという期待をもって，その通り実行した．その

結果が以下の通りである．

1985年から1992年までの地震履歴データについて上記の処理を試みたところ，

図１．２のような結果を得ている．上の図は関西地方の地図で，数字をつけた太い

実線が活断層である．下の図でＦ３が危険とみなしたNo.３９は阪神淡路大震災の

震源となった野島断層で，この図は，No.３９がNo.２４やNo.３４の北側の断層の動

きとNo.76やNo.７９といった南側の断層の動きの間でストレスを受けて，少しず

つ動いていることを示している．



1８１予兆発見(ChanceDiscove『y)とそのマネジメント

野島断層の例のように，KeyGraphによって高糖度で危険な活断層が得られる

ことは，日本中の地域に対する実験から確認きれた．しかし更に，一般の人々 に

その出力結果を理解させ，「その通り，この断層は理屈からいって危険だ」と信じ

させる説明が，防災行動をとる上では必須となる．そこでは，この例のように，な

ぜその断層が危険かという解釈が意味をもってくる．

野島断層の例のようにKeyGraphの結果を解釈できたのは，東京大学地震研究

所のスタッフほか，地震に関する知織をもっている人たちとの議論の結果であっ

た．この識論には主観的ともいえる多様な学説が幾場し，その中で打ち勝ったの

が上記の解釈といえる．つまり，KeyGrlLphの出力図は人が主観を提示する能力

を高めるための刺激に過ぎず，その主観の巾から正しい解釈を選択する議論は，

純粋に人間の作業といえる．機械的に行うデータマイニングだけではできない予

兆（図１．２のNo.３９で揺れていたわずかな地震など）の発見は，人を主役として

実現する方が現実的なのである．

ここでは地震データについて示したが,社会ニーズの商いチャンス発見のために

公開・共有が期待されるデータは多い．新しい社会動向を探るためにはアンケー

トデータ，消費者の新しい関心を発見・説明するためには各種コミュニティに属

するＷｅｂユーザのログ（ユーザがＷｂｂページを閲覧するときに辿った順路)，犯

罪防止なら非行に走った少年たちの行動履歴など．これらのどれをとっても，予

兆発見に用いて社会の改善に役立てたいものばかりである．

(2)この商品を誰が使うのか？

KeyGraphを商品消費あるいは聯買（POS）データに応用する原理も同様であ

る．このような消費者行動データを取り引きと同時にオンラインで自動椿積して

いくことは，データ収集の背景とノウハウの不足しているわが国の甑子商取引に

とって急務となる．インターネットの裏側に蓄積されるデータに期待される一つ

が，このようなデータに基づくビジネス愈思決定支援である．

ＰＯＳデータとは，顧客がコンビニエンスストアで会計するときにバーコード

で商品を読み取りながら，店員がレジに打ち込んでいる「この人は３０歳くらいの

男性」などの顧客情報とリンクした，「この人は缶コーヒーとバンを買った」とい



1.5チャンス発見手法の入口：キーワード抽出法KeyGraphI9

(孔)関西地方の活断噛

(b)Ｆ３による処理結果

図１．２Ｆ３による，関西地方（a）に関する結果（b)，上図の数字のついた各ノードが活断層で，

下図の黒いノードと実線リンクがKeyGraphの「-t台.ｌを栂成する．点線が「柱」で二煎丸ノー
ドが「屋根」すなわち要注意断届である．



2０１予兆発見(ChanceDiscove『y)とそのマネジメント

う購買商品の情報である．このデータの中で，レシート－回分の商品集合を一つ

の文と見なす．この意味で，レシートの終わりにピリオドを挿入して文章として

KeyGraphにかける．また，消貿データとしては，例えば食卓を一つの文と見な

し，各メニューを単語と見なしてKeyGraphにかけるのである．参考文献171の

研究では，後者の例としてＮＴＴデータ（食MAP③）から提供されたデータの解

析を試みた．

●KeyGraphによる消費・鯛買データの解析

KcyGraphを消費データに適用する手法は簡単である．この場合は食事におけ

るメニューの消費を対象とする（NTTデータの食マップ{31よりデータ提供)が，

ここでは多数（88家族）の家庭の一年間の食事データ（数１０メニューからの組

合せ）を次のような形式の文章として扱うものである．ここでピリオドは，一家

庭の一食卓の終わりを示す．

ご飯漬物味噌汁．チーズパンハム．…

この文章では各消費メニューが単語，各食卓が文として扱われ，文章全体で約

１０万文，合計約４０万単語となる．この結果の一例を図１．３に示す．これはデー

タ全体のうち朝食データを入力したものであるが，◎ノードとして現れた「ビタ

ミン補給食品」の消費について，次のような解釈が可能である．

・洋風で簡素な朝食（菓子パンなど）を摂っている娘が，栄饗不足を流行のビ

タミン補給食品で補う．

・和食を摂っている亭主も，それを見てビタミンを補給しなければと思う．

この解釈が正しければ，複数人からなる食卓での食事では，各参加者の欲求は

個人の噌好だけではなく，人と人の間の噌好の伝搬によるところが大きいという

ことがいえる．近年盛んなワン・トウ・ワンマーケティング（個人ごとの消費ある

いは聯買データから消賢行動パターンを学習して消費財を推薦する販売促進）よ

りも，わざと複数の人の行動のデータを合わせたものの解析によって，共に生活

する人々の間の相互作用を考えて消費促進に活かすコミュニティマーケティング

の方こそ，食事に閲しては有効なわけである．


