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Abstract—Nowadays, with the increasing attention being

paid to social media, a huge number of georeferenced

documents, which include location information, are posted

on social media sites. People transmit and collect in-

formation over the Internet through these georeferenced

documents. Georeferenced documents are usually related

to not only personal topics but also local topics and

events. Therefore, extracting local topics and events from

georeferenced documents is one of the most important

challenges in different application domains. We have been

developping density-based spatiotemporal algorithms for

extracting topical area in georeferenced documents. In this

paper, a prototype of topical areas analysis application

using the density-based spatiotemporal algorithm for geo-

local emergency topics.

I. はじめに

ソーシャルメディアへの関心の高まりとともに，イ

ンターネット上のユーザは，日々の事柄だけでなく，社

会的な話題やイベントに関するデータをソーシャルメ

ディアサイト（Twitterや Facebookなど）に投稿し，情

報発信を行うようになってきている．近年，GPS付き

スマートフォンの普及によって，位置情報が付与され

たデータが次々に生成され，位置に関連した地域的な

話題やイベントに関わる情報発信が盛んに行われてお

り [1], [2]，これらのデータは情報源としての新たなメ

ディアを形成しつつある．そこで，地域的な話題や出

来事を位置情報が付与されたデータから抽出すること

[3]は，動向分析，マーケティング，観光情報をはじめ

として，情報検索や情報推薦などにとって重要な課題

のひとつとなっている．

我々は，ソーシャルメディアサイト上に投稿される

位置情報が付与された文書データを対象とし，密度に

基づくクラスタリング手法を応用して，地域的な話題

を取り出す手法の開発を行っている [4], [5]．キーワー

ドを含む文書データが盛んに投稿されている地域は，

そのキーワードに関連したトピックやイベントに関連

している可能性が高い．例えば，Flickr上で投稿され

るジオタグが付与された画像データから，ランドマー

クや観光スポットを抽出する研究 [6]，Twitter上の地

震に関するつぶやきから震源地を特定し揺れが予測さ

れる地域を特定する研究 [7]が行われている．

本論文では，あるキーワードを含むトピックが話題

となっている地域を (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラス
タリング手法 [4]と分類器を用いて分析するためのアプ

リケーションを提案する．提案するアプリケーション

では，Webサーバ側で位置情報が付与された文書デー

タとして Twitter上のジオタグ付きツイートを収集す

る．次に，分類器を利用して特定のキーワードを含むト

ピックに関連するツイートを抽出する．次に，(ǫ, τ)-密
度に基づく時空間クラスタリング手法を用いて (ǫ, τ)-
密度に基づく時空間クラスタをリアルタイムに抽出す

る．最後に，Webブラウザもしくは，Androidタブレッ

ト端末上のアプリケーションからWebサービスを通し

てデータを送信し，地図上に時空間クラスタの表示を

行う．

Twitter上において「雪」が話題となっている地域を

マップ上で表示し動向分析を行うための「雪マップ」

をWebアプリケーションとして試作し，評価実験を

行った．評価実験の結果，「雪」について話題となって

いる地域をリアルタイムに検出することができ，地図

上に表示することで，話題となっている地域を容易に

把握し分析することが可能であることを確認できた．

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，

(ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリング手法とその
インクリメンタルなアルゴリズムについて説明する．

第 3章では，(ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリン
グ手法を用いた話題の地域分析アプリケーションの詳

細について述べる．第 4章で評価実験の結果を示し，

第 5章で本論文のまとめを行う．



II. (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリング手法

本章では，リアルタイムで時空間クラスタを抽出す

るためのインクリメンタルな時空間クラスタリング手

法を述べる．

A. 諸定義

密度に基づくクラスタリング手法では 2つのデータ

間の距離を定め，ある文書データ dpからの距離が ǫ以

内に存在する文書データ dqを ǫ-近傍Nǫ(dp)と定義す
る．(ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリング手法で
は，ǫ-近傍の定義を次のように再定義する．

定義 1 ((ǫ, τ)-近傍 N(ǫ,τ)(dp)) 文書データ dpの (ǫ, τ)-
近傍をN(ǫ,τ)(dp)と表記し，以下のように定義する．

N(ǫ,τ)(dp) = {dq ∈ D|dist(dp, dq) ≤ ǫ and

alt(dp, dq) ≤ τ} (1)

関数distは経度・緯度など座標値を使って，文書データ

間の空間上の距離を求める関数，関数 altは文書データ

dpと文書データ dq間の投稿間隔を求める関数である．
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図 1. 定義１の例

図 1の左は，ǫ-近傍の例であり，この例では，文書

データは 4つ存在し，|Nǫ| = 4となる．一方，図 1の右

に (ǫ, τ)-近傍の例を示す．文書データ dpの (ǫ, τ)-近傍
は，半径 ǫ以内に存在する文書データでかつ，文書デー

タ dpとの投稿間隔が τ以内の文書データである．この

例では，文書データは 3つ存在し，N(ǫ,τ) = {d2, d3, d4}
である．

定義 2 (核文書データ，周辺文書データ) 文書データ

dp の (ǫ, τ)-近傍 N(ǫ,τ)(dp) について，|N(ǫ,τ)(dp)| ≥
MinDoc を満たす文書データ dp を核文書データ，

|N(ǫ,τ)(dp)| ≤ MinDocである文書データを周辺文書

データと呼ぶ．
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図 2. 定義２と定義 3の例

(ǫ, τ)-密度に基づくクラスタリング手法では，核文
書データの集合がクラスタの核データとなる．図 2に

例を示す．MinDoc = 3とすると，図 2の左では，文

書データ dpは核文書データであり，図 2の右では，文

書データ dpは周辺文書データである．

定義 3 ((ǫ, τ)-密度的に直接到達可能) 文書データ dq

が文書データ dpの (ǫ, τ)-近傍であり，|N(ǫ,τ)(dp)| ≥
MinDocを満たす時，文書データ dqは文書データ dp

から (ǫ, τ)-密度的に直接到達可能であると表現する．

図 2 の例を使って，例を示す．図 2 の左では，

文書データ dp は核文書データである．つまり，

|N(ǫ,τ)(dp)| ≥MinDocを満たす．このとき，文書デー

タ d2，d3と d4とは文書データdpの (ǫ, τ)-近傍であり，
文書データdpから (ǫ, τ)-密度的に直接到達可能である．

定義 4 ((ǫ, τ)-密度的に到達可能) 文書データ dpiが文

書データdpi+1について，文書データdpi+1が文書デー

タ dpiから (ǫ, τ)-密度的に直接到達可能である，文書
データ列 (dp1, dp2, · · · , dpn)を考える．この時，文書
データ dp1と dpnは，(ǫ, τ)-密度的に到達可能である
と表現する．

定義 5 ((ǫ, τ)-密度的に接続) 文書データ dp と文書

データ dqとが文書データ doと (ǫ, τ)-密度的に到達可
能であり，文書データ doが |N(ǫ,τ)(do)| ≥MinDocを

満たす時，文書データ dpと文書データ dqとは (ǫ, τ)-
密度的に接続していると表現する．

B. (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタ

(ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリング手法では，
時空間的に密集している文書データを (ǫ, τ)-密度に基
づく時空間クラスタと定義する．

定義 6 ((ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタ) 位 置 情

報が付与された文書データ集合GDにおいて，(ǫ, τ)–
密度に基づく時空間クラスタ STC は以下の 2つの条

件を満たす部分文書データ集合GD+
である．

（1） 　任意の文書データ dp ∈ GDと dq ∈ GDに

ついて，時空間クラスタ STC に文書データ

dpが所属（dp ∈ STC）し，文書データ dqが

文書データ dpから (ǫ, τ)-密度的に到達可能
であれば，文書データ dq は時空間クラスタ

STCに所属（dq ∈ STC）する．

（2） 　時空間クラスタ STC に所属する任意の文

書データ dp ∈ STC と dq ∈ STC は，(ǫ, τ)-
密度的に接続している．

トピックと関連する文書データ集合から，(ǫ, τ)-密
度に基づく時空間クラスタを抽出することで，当該ト

ピックが話題となっている地域を抽出することができ

る．また，文書データを可視化することでどのような

ことが発生しているか分析可能となる．



input : gp - 新しく追加される文書, D - これまで

の文書データ集合, CSTC - 現在の時空間

クラスタ集合, ǫ - ε値, τ - τ値, MinDoc

- 最小文書データ数

output: NSTC - 更新された時空間クラス集合

NSTC ← CSTC;

RD← GetRecentData(gp,τ ,D);

for i← 1 to |RD| do

pd← rdi ∈ RD;

N ← GetNeighborhood(pd,ǫ,τ);

if |N | ≥MinDoc then

if IsClustered(pd) == false then

stc←MakeNewCluster(cid,pd);

end

else

stc← GetCluster(pd,NSTC);

end

EnQueue(Q,N);

while Q is not empty do

pq ← DeQueue(Q);

if IsClustered(pq) == true then
N ←
GetNeighborhood(pq,ǫ,τ);

if |N | ≥MinDoc then

stc′ ←
GetCluster(pq,NSTC);

stc←
AppendClusters(stc,stc′);

end

end

else

stc← stc ∪ pq;

N ←
GetNeighborhood(pq,ǫ,τ);

if |N | ≥MinDoc then

EnNniqueQueue(Q,N);

end

end

end

NSTC ← NSTC ∪ stc;

end

end

return NSTC;

Algorithm 1: (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタ
リングアルゴリズム

C. アルゴリズム
Algorithm 1に，リアルタイムに (ǫ, τ)-密度に基づく

時空間クラスタを抽出するためのインクリメンタルな

アルゴリズムを示す．新たに投稿された文書データ，こ

れまでの文書データ集合と現時点での時空間クラスタ

集合とパラメータを入力として，新しい時空間クラス

Web

Web

図 3. アプリケーションの概要

タを出力するインクリメンタルなアルゴリズムとなっ

ている．新たに文書データが追加された場合，当該文書

データの (ǫ, τ)-近傍に存在する各文書データの (ǫ, τ)-
近傍が変化する．反対に当該文書データの (ǫ, τ)-近傍
ではない文書データについては，(ǫ, τ)-近傍の変化は
ない．そこで，新たに追加された文書データの (ǫ, τ)-
近傍に存在する各文書データのみを再クラスタリング

することで，新しい時空間クラスタ集合を求めること

ができる．再クラスタリングの過程で他の時空間クラ

スタに辿り着いた場合は，2つの時空間クラスタを併

合し，1つの時空間クラスタとする．

III. 話題の地域分析アプリケーション

図 3に (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラスタリング手
法を用い，話題の地域を分析するためのアプリケーショ

ンの概要を示す．

(1) ソーシャルメディアサイトから位置情報付き文書

データを収集し，位置情報付き文書データベー

スに保存する．

(2) 文書データ抽出部では，分類器を使って監視を

行っているトピックに適合する文書データを取

り出し，文書データクラスタリング部に入力す

る．分類器として教師あり学習のナイーブベイ

ズを用いる．監視を行うトピックの正例・負例に

よって事前に学習をさせ，監視を行うトピックを

含む文書データを抽出する．

(3) 文書データクラスタリング部では，現時点の時空

間クラスタ集合を保持するとともに，Algorithm

1で示したアルゴリズムと新たに入力された位置

情報付き文書データを用いて時空間クラスタ集

合を更新する．

(4) Webサービス部では，時空間クラスタに関する

データをWebサービスとして提供する．

(5) Webサービス部を通して，スマートフォン，タ

ブレット端末側では，Webブラウザによる表示，

もしくはアプリケーション上で話題となってい

る地域を確認できる．

IV. 評価実験

提案アプリケーションを評価するために，Twitter上

において「雪」が話題となっている地域を分析する「雪



(a) Androidアプリケーションの

画面１

(b) Androidアプリケーションの

画面２

図 4. 2013年 1２月 20日の雪に関する話題を表示する「雪マッ

プ」のアプリケーションキャプチャ画面

(a) 2013/12/20 07:30 (b) 2013/12/20 09:30

(c) 2013/12/20 11:30 (d) 2013/12/20 13:30

図 5. 2013年 1２月 20日の雪に関する話題の地域的な遷移

マップ」を試作し，評価実験を行った．Twitter上で取

得したジオタグ（経度，緯度）が付与されたツイート

をリアルタイムに収集し，話題地域をリアルタイムに

検出した．試作を行った「雪マップ」はAndroidアプ

リケーションで実装を行った．また，分類器では，「雪」

についての正例 791件，負例 2764件を用いた．図 4に

「雪マップ」のスクリーンキャプチャを示す．図 4(a)に

示すように話題地域のツイート一覧を地図上に示し，

また，下部ではユーザの現在位置から近い順に「雪」

関するツイートが表示される．また，現在位置だけで

なく，時間でソートして表示も可能となっている．ツ

イート一覧をタッチすると当該ツイートの位置に移動

し，関連するツイートのみを閲覧可能でき，長押しを

すると画像ツイートが添付されている場合は画像を閲

覧することができる．また，Webブラウザによるイン

タフェースでは，話題の地域をヒートマップを使って

可視化を行い，話題となっている地域の時間変化を観

測することができる（図 5）

V. まとめ

本論文では，あるキーワードを含むトピックが話題

となっている地域を (ǫ, τ)-密度に基づく時空間クラス
タリング手法と分類器を用いて分析するためのアプリ

ケーションについて述べた．Twitter上において「雪」

が話題となっている地域を地図上で表示し動向分析を

行うための「雪マップ」を試作し，評価実験を行った．

「雪」について話題となっている地域をリアルタイム

に検出することができ，分かりやすく地図上に表示す

ることができ，話題となっている地域を容易に把握す

ることが可能となった．これからの課題として，内容

を掌握するためのツイート要約機能の作成などがあげ

られる．
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