
自己組織化マップを用いた相談内容分類手法 
Counseling Context Classifying Method using Self Organizing Map 

 
目良 和也     市村 匠 

Kazuya Mera       Takumi Ichimura 
広島市立大学大学院情報科学研究科 

Faculty of Information Sciences, Graduate School of Hiroshima City University 
 
Abstract:  Recently, our life style has two kinds of communities, one is a real face-to-face 
communication and the other is virtual communication in the internet. Especially, the SNS (Social 
Network Service) has been familiar with face-to-face communication. In school SNS, counseling system 
for university students has been developed. When the system receives a request for counseling, the 
scheduling function assigns the counseling to an appropriate counselor by the adjustment of schedules. 
Simultaneously, the system analyzes the contents of counseling requests from the students to classify 
them into three patterns {living, study, and job} by morphological properties. This method analyzes the 
distribution of morphemes in the sentence by using Self Organizing Map. The system can show the 
results of type of their counseling requests and degrees. 
 
１. はじめに 
 インターネットの普及により，WebCT(World 
Wide Web Course Tools)[1]や mixi[2]などに知られ

る SNS(Social Network Service)が構築され，教育

等の場面で利用されている．特に SNS においては，

“Web 日記サイト”，“グループウェアサイト”，“イ

ンターネットコミュニティ”などの機能を総合して

提供する，一種のポータルサイトとなっている．大

学における SNS は，その利用方法を学業だけに限

らず，クラブ，サークルやボランティア活動等，学

生の自主的な活動を支援するためのネットワーク上

のコミュニティが構築されている．ところが，大学

における SNS の場合，ユーザ数は学生，卒業生，

父兄など，特定のユーザに限られており，そのコミ

ュニティは小規模なものが多いことが考えられる．

従って，大学における SNS では少人数による対人

関係がネットワークコミュニティ上で構築されてい

ると考えられる． 
 また，以前は学生の間には対面的コミュニケーシ

ョンによるコミュニティがあったが，近年の学生は，

携帯電話や自宅に自分専用のパソコンがある学生が

多く見られ，インターネットを介したコミュニケー

ションが盛んになっている．さらに，大学では編入

学生や社会人学生，性差による学生生活の違いなど，

学生生活も多様化している．このような複雑な学生

生活において，学生自身抱えている悩みも多様化し

ている．悩んでいる学生が直接大学教員やスクール

カウンセラーに相談を持ちかけてくれば，専門医へ

の相談も含め相応の対処が可能である．しかし多く

の場合，自分の所属するコミュニティと違う価値観

を持つコミュニティの人間に対しては，相談を持ち

かけたりしない．また，本人に「何に対して悩んで

いる」という対象がはっきりしないまま無意識下で

悩みが深まっていくこともある．そこで本研究では，

それらの問題を解消する方法として，学生相談室に

おけるカウンセリングだけでなく，学生が通常コミ

ュニケーションを行っているメールや SNS などの

インターネット上のコミュニティにおける各個人の

発言を解析し，その中に含まれる発話者の感情の動

きを抽出し，チューターに連絡するシステムを開発

した． 
 本論文では，学生が入力した相談文面を解析し，

その内容を文献[3]に基づき，“暮らし”，“学び”，“仕

事”の三ジャンルに分類する．内容の分類処理のた

めに，相談文に含まれる形態素の数を素性として，

事前に自己組織化マップ (Self Organizing Map: 
SOM [4,5])により学習する．分類結果は，悩み内容

の文面と合わせてチューターに送信されるため，チ

ューターは学生を学生相談室に相談に行かせること

が可能である．これにより，どのジャンルについて

どれだけ悩んでいるのかを SOM のマップにより視

覚的に判断することができる． 
 本論文は，第 2 節において学生相談自動受付シス

テムの概要について述べる．次に，第 3 節で自己組

織化マップを用いた悩み内容分類手法について提案

する．そして第 4 節で，有効性の検証のために 38
人の学部学生による評価を行った結果を報告し，第

5 節でまとめを行う． 
 
２. 学生相談自動受付システム 
 図 1 に本システムの全体の処理の流れを示す．ま

ずチューターは，学生からの相談に対応可能な時間

をスケジュール管理システムに入力する．学生は，

チューターの空き時間を参照しながら，相談自動受

付システムに希望カウンセリング時間と相談内容を

入力する．その際，抑うつ性自己診断チェックも行

う．システムではまず，その学生がうつ状態かどう

かをチェックシートの結果をもとに判定する．もし

うつ病の疑いがあると判定されれば，学生に対して

専門医による診察が促される．うつ状態の疑いがな

ければ，学生の希望時間に合わせて面接を設定する．

こうして作成されたスケジュールは最終的にチュー

ターおよび学生に提示され，対面的面接の準備が整

えられる． 
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図 1：学生相談自動受付システムの概要 

 
学生相談は生活の三領域をカバーする援助法であ

る．すなわち，「暮らし」，「学び」，「仕事」など守備

範囲は広い[3]．そこで学生が記述した相談内容は，

事前に学習させた自己組織化マップによって，“暮ら

し”，“学び”，“仕事”の 3 ジャンルのいずれかに分

類される．分類結果は相談文面に付与され，チュー

ターに提示される． 
 また，本研究では抑うつ度合を判定するための手

法として，Zung 自己評価式抑うつ性尺度(Zung 
Self-rating Depression Scale: SDS) [6]を用いる．

SDS は，Zung によって作成された抑うつ性を評価

する自己評定尺度である．質問は 20 項目あり，そ

れぞれに対し 4 段階に自己評価していく．採点は各

項目に，「ないかたまに」＝1 点，「ときどき」＝2
点，「かなりのあいだ」＝3 点，「ほとんどいつも」

＝4 点を与え，総点を出す．そして総点がおよそ 23
点から 47 点の間なら正常，39 点から 59 点の間な

ら神経症（うつ病ではないが精神的に悩みやストレ

スがあり弱っている），53 点から 67 点の間ならうつ

病と判定している．2 つの領域の間のスコアの場合

は，どちらとも考えられると解釈する．本システム

ではうつ病の疑いが少しでもあるかどうかを判定す

ることを目的としているため，53 点以上を要専門科

医の診察と判定している．  
 
３. SOM を用いた悩み内容分類手法 
 本提案システムでは，学生から入力された悩みの

内容を，“暮らし”，“学び”，“仕事”の 3 ジャンル

に分類し，その結果を相談相手となるチューターに

通知する．悩みの内容の分類は，悩み相談文面に含

まれる言語的特徴を素性として SOM を用いて分類

する． 
 
3.1. 自己組織化マップ 
 基本的な自己組織化マップ (Self Organizing 

Map: SOM)[4,5]は，図 2 のようなニューラルネット

ワークの二次元配列として視覚化できる．そしてそ

のユニットは，さまざまな入力信号パターンやパタ

ーンのクラスを順番に割り振られている．学習プロ

セスは競合的で教師無しである． 
 

 
図 2：自己組織化マップの概要 

 
各入力に対応して，勝者（最適合）ユニットと呼

ばれるマップユニットが一つだけ活性化される．マ

ップは処理ユニットの一様な格子分布からなる．い

くつかの多属性的な情報（特性ベクトル）のモデル

は，各ユニットと結び付けられている．このマップ

は，モデル内の限定集合を使って，全ての有用な情

報を最も良い精度で表現しようとする．またモデル

はグリッド上に配置されているため，類似したモデ

ルは互いに接近しており，類似していないモデルは

互いに離れている． 
 通常，連続的な繰り返しプロセスはモデルベクト

ルにフィットするように実行される． nは入力信号

の数を表す．入力ベクトル xは全てのモデルベクト

ル ( )tim と比較され，マップ上の最適合ユニット（勝

者ユニット）が同定される．各入力サンプル

{ }nxxx ,,, 21 L=x に対して，まず勝者（最適合）イ

ンデックス cが以下の条件で同定される． 
 

ici mxmx −≤−∀ ,               (1) 
 

その後，全てのモデルベクトル，あるいはユニッ

ト c周辺に配置されたユニットに属するモデルベク

トルの部分集合は，時間 t において更新される．重

みの更新は，マップ配列内の勝者を中心とした近傍

に存在するユニットに対してのみ行われる．通常こ

のプロセスは入力サンプルのもと何度も繰り返され

る． 
 学習プロセスの最初の時点では，近傍半径は大き

い．そして学習が収束状態になるにつれ，近傍半径

は小さくなる．すなわち，近傍半径がより小さくな

れば，マップ内のモデルベクトルの局所的修正もよ

り明確になってくる．  
 
3.2. 学習マップの作成 
 本提案システムでは，インターネットで収集した

一般的な悩み相談事例を SOM に学習させたのち，

分類したい悩み相談事例の情報を多次元ベクトル化
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して学習済みマップに与え，最適合ユニットのラベ

ルから悩みのジャンルを判別する．悩み相談文面の

多次元ベクトル化は，3.2.1 節で述べるように各属性

の値を悩みの識別に有効な形態素の数とすることで

行われる．そこでまず，学習データとして実際の悩

み相談の文面をインターネット上の掲示板から収集

し，その中に含まれる形態素について調べる．次に

各学習データを SOM 入力用に多次元ベクトルに変

換し，SOM に学習させる． 
  
3.2.1. 属性の設定 
 本研究では，悩み相談文面を多次元ベクトルに変

換する際に，各悩みジャンルを特徴づけるような「彼

女」，「難しい」，「受ける」などの語を次元軸として

設定し，それらの語の出現個数をその属性の値とす

る．そのためにまず，各次元軸となる属性語の選定

が必要となる． 
そこでまず，インターネット検索エンジンで「悩

み」，「相談」，「学生」，「暮らし｜学び｜仕事」など

といったキーワードを用いて，大学生が参加してい

る悩み相談掲示板サイトを検索し，悩み相談事例を

収集した．  
 収集した各ジャンルの悩み相談の中にはさまざま

な話題（トピック）が存在しており，各トピックに

おいて出現する語の傾向は異なる．そこで本研究で

は，事前調査で選定した 23 種類のトピックに合致

する事例をそれぞれ 2～3 個ずつ収集し，属性軸の

設定に用いた．各ジャンルに含まれるトピックと各

トピック事例の個数を表 1 に示す．なお 1 つの事例

が 2 つのトピックに関連する場合（例：“部活”内

の“恋愛”）は，両方にカウントした．また，ジャン

ルをまたいで 2 つのトピックに関連するような事例

については，ここでは用いなかった． 
 こうして収集した悩み相談事例を MeCab[7]によ

り形態素解析および活用原形への変換を行い，その

中に含まれる名詞，動詞，形容詞計 831 語を今回

SOM で用いる属性と設定した（表 2）． 
 

表 1：悩み相談事例のトピック 
ジャンル トピック 
暮らし 
 

恋愛，部活，いじめ，家族関係，

大学生活，ファッション，アルバ

イト，心理関係 
学び 
 

卒業研究，ゼミ・授業の雰囲気，

学問への関心，留年，中退，休学，

勉強方法，留学，編入 
仕事 
 

就職先，就職活動，資格，面接，

インターンシップ，自己分析 
 

表 2：属性語（一部） 
先輩，志望，体型，必修，単位，学部，進級，内
定，古着，業界，旅行，発表，後期，履歴，教授，
セミナー，院試，会社，人見知り，体型，彼氏 

 
3.2.2. 学習データの収集 

3.2.1 節で属性軸設定のために悩み事例を収集し

た方法と同様に，インターネット上の悩み相談事例

から，SOM 学習用の悩み相談事例を 3 ジャンル各

30 件合計 90 件収集した．一つの悩み相談に含まれ

る文数は平均では 8.7 文であり，文字数の平均は

295.4 文字である．なお，50 文字未満と極端に短い

事例は 3 件だけであった． 
 
3.2.3. 多次元ベクトルへの変換 
 SOM は，多次元ベクトルを入力として学習を行

うため，前節で収集した悩み相談の文面を多次元ベ

クトルに変換する必要がある．本研究では，3.2.2
節で収集したデータを学習させる．各属性の値は，

対象となる事例にその属性の形態素が現れた数であ

る．以下に悩み相談文面からの多次元空間ベクトル

生成の手順を示す．まず，悩み相談文面を形態素解

析する．本研究では形態素解析器に MeCab[7]を使

っている．次に，形態素解析結果から，831 個の属

性語に含まれる形態素の数を調べる．形態素の一致

について調べる際には，活用形ではなく原形でマッ

チングを行っている．そして，出現した形態素の数

を素性の値として，831 次元空間のベクトルに変換

する． 生成した多次元ベクトルの末尾に，この悩み

の内容のジャンル名をラベルとして付与する． 
 このようにして，収集した 90 事例全てを多次元

ベクトルに変換し，SOM に学習させる． 
 
3.2.4. SOM による学習マップの作成 
 前節の手法により得られた多次元ベクトル入力を

SOM で学習していく．学習済みマップ内のユニッ

トにラベルづけする手法としては，学習に用いた多

次元ベクトルデータに対する SOM 上での最適合ユ

ニットを算出し，そのユニットにこの多次元ベクト

ルの元となった事例のラベル（暮らし，学び，仕事）

を付与する．これを入力に用いた 90 事例全てに対

して行う．どの入力データからも“命中しなかった”

ユニットは，ラベルがないままになる．  
 これにより，ユニットに“暮らし”，“学び”，“仕

事”のラベルの付いた学習済みマップ（図 3）が作

成される．図中の“Si4”や“Ma1”などがラベル

である．なお，Si は仕事，Ma は学び，Ku は暮ら

しを表しており，その後の数字は事例の番号を表し

ている．ユニットによっては複数の入力ベクトルか

ら最適合ユニットとして重複して指定されているも

のもある．今回は 1 つのユニットに対して 1 つのラ

ベルを付与するため，それらのラベルが全て同じ悩

みジャンルのものであるか，あるいはあるジャンル

のラベルが半数を超えていれば，そのラベルをユニ

ットに付与する．しかしどのジャンルも占有率 50%
を超えていない場合は，そのユニットのパターンを

判定できないとして，“不明”ラベルを付与する． 
 
3.3. 学習マップを用いた悩み内容の分類 
 3.2 節の処理によって，“暮らし”，“学び”，“仕事”

のラベルが付与された学習マップが生成された．こ

のマップを用いて入力文面を分析するには，まず，

入力文面に対して形態素解析を行い，各形態素数を
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数え，831 次元の多次元ベクトルに変換する（3.2.3
節参照）．次に，生成した多次元ベクトルを 3.2 節で

作成したラベル付き学習マップに適用し，入力ベク

トルと最も適合するユニットを算出する．そして，

最適合ユニットに付与されたラベルを分析の出力結

果とする．出力結果は“暮らし”，“学び”，“仕事”，

“不明”，“ラベル無し”のいずれかとなる． 
 
Ma2
Si12

Si3
Ma20 Ma18 Ma6 Si18 Si6 Si20 Ku26

Ku25 Ma8 Si16
Si15 Ma7 Ku24

Ku9
Si23
Si2

Ma26 Si19

Si11 Si26 Si8 Si7 Si9
Si21

Ma16 Si29 Ku1 Ma4

Si1 Ma27 Ma22 Ma9
Ma24

Si28 Ma28
Ku2

Ma13
Ku13 Si30 Ma30

Si4 Ma1 Ku15

Ma5 Si27

Si10 Ku11 Ma25 Ku5
Ku3
Ku23
Ku14

Si24

Ma10 Ku22

Ku8 Ku19 Ku12

Ma23 Ku6 Si22

Ku10 Si5 Ma15 Ma21 Ku18

Si13 Ku7

Ma11 Ma14 Ma12

Ma29 Si17

Ma17 Ma19

Ku30
Ma3 Ku20 Ku17 Si14 Ku4 Ku21 Si25 Ku28

Ku27
Ku29
Ku16 

図 3：ラベル付き学習済みマップ 
 

４. 評価実験 
本実験では，大学 1 年生から 4 年生まで 38 人の

学生（男性 27 人，女性 11 人）に現在の悩みについ

て自由記述してもらい，その中で悩みでない記述 2
件，およびジャンルの判別がつかないもの 2 件を除

く 34 件の悩み相談文面に対して，3.3 節の悩み内容

分類手法を適用した．しかし，入力記述が極端に短

いものは全体の単語数が少ないため多次元ベクトル

に特徴が現れない．そこで，60 文字より短い悩み相

談文面については原文の内容にもとづいて必要な語

句を補完することで 60 文字以上に引き伸ばして，

判別処理を行った．学習回数 5,000,000 回の学習マ

ップを用いた実験結果を表 3 に示す． 4 件の事例の

ジャンルが判別され，そのうち 3 件が正解であった．  
実験の結果，多くの事例が“ラベル無し”となり，

ジャンルが判定できていないことが分かった．そこ

で，システムが誤って判別した事例および“ラベル

無し”となり判別できなかった事例について追加し

て学習させるため，従来のテストデータ 90 件に誤

り・ラベル無し事例 26 件を加えた 116 件の学習デ

ータで学習を行い，生成されたマップを用いて悩み

ジャンルの判別を行った．その結果，精度は 0.96，
再現率は 0.74 と大幅に向上した（表 4）． 
 

表 3：悩み内容判別システムの実行結果 
システム出力 計  

暮ら

し 
学

び 
仕

事 
不

明 
ラベル 
無し 

 

暮らし 0 0 0 0 14 14 
学び 0 3 0 0 12 15 

人手 
解析 
結果 仕事 0 1 0 0 4 5 

計 0 4 0 0 30 34 

表 4：悩み内容判別システムの実行結果（再学習後） 
システム出力  

暮らし 学び 仕事 不明 計 

暮らし 11 1 0 2 14 
学び 0 12 0 3 15 

人手 
解析 
結果 仕事 0 0 2 3 5 

計 11 13 2 8 34 
 
５. まとめ 
 本論文では，悩み相談文面に対し，悩み事例 90
件を学習させた SOM を用いて，“暮らし”，“学び”，

“仕事”の 3 パターンに判別する手法を提案した．

SOM 学習用事例には，インターネット掲示板の記

述から，各パターンの悩み各 30 件を用いた．また

悩み相談の文面を形態素解析し，事前に学習した各

語の出現回数をもとに 831次元ベクトルを作成する

手法を提案した．学習マップへのラベル付けは，ま

ず入力事例の最適合ユニットにその事例のジャンル

名をラベルとして与えた．最適合ユニットが重複し

ている場合には，同じジャンルのラベルが半数を超

えていればそのジャンル名，超えていなければ“不

明”のラベルを与えた． 
 悩みジャンル判別システムについて実験を行った

結果，34 件中 4 件について悩みの分野を出力し，そ

のうち 3 件は人手による判別結果と一致した．また

テストデータを再学習させて評価実験を行ったとこ

ろ，26 件がジャンルを判別され，そのうち 25 件が

正解であった． 
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