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Abstract—An Acquisition of a research grant is im-
portant for the researchers to conduct a research. The
university will build up the organization and reinforce
the acquirement of external funds. The researcher be-
comes aware of grant information and should investigate
what kinds of grant it is. Therefore, the staff at the
support center for the Industry-Academia collaboration
will classify the grant into some categories according to
the research fields. However, the task is difficult to realize
the matching of the research fields, because the expert
knowledge is required to completely classify them. We
have developed Grant-in-Aid system by using JSPS (Japan
Society for the Promotion of Science) keywords. The
characteristic keywords are extracted from web sites and
then the association rules between researchers and grants
are determined in the IF-THEN rule format. This paper
discusses the experimental results by using the developed
system.

I. はじめに
近年，Webマイニングに見られるように，膨大な情

報を持つデータベースからマイニングを行い，知識獲
得を行う技術が開発され，実世界にも応用されている．
相関ルール分析 [1]は，データマイニングの１つの手法
であり，データベースから相関があり頻出度の高い項
目を抽出し，ルール化できる手法として知られている．
ところで，国庫補助金や民間の財団法人等が募集し

ている助成金は，研究者が研究費を獲得する上で重要
な機会である．県立広島大学では，教員がこのような
外部資金を獲得しやすいように，郵送やメール等で大
学宛に送られてくる助成金の公募情報を事務職員が手
動で分類し，関連する学部学科へ情報提供している．
ところが，このような公募情報は紙ベースのパンレッ
トやメールであるため，情報量があまり多くなく，専
門知識のない事務職員にとっては分類が難しい．その
ため，場合によっては，募集機関が公開しているホー
ムページや，該当する学科や教員の研究者情報を参照

する必要もあり，非常に手間のかかる作業になってい
る．また，同じ学科の中でも，各教員の細かい研究分
野は異なるが，手作業の分類のため，教員一人一人に
適した情報提供は時間がかかる．これらのことから，
助成金の公募情報と教員とのマッチングが上手く行わ
れていないことが問題になっている．
そこで，本研究では，これらの手作業での分類を自

動化するため，各助成金の公募情報の研究分野を自動
で特定し，該当する教員とのマッチングシステムを開
発した．まず，多くの助成金の募集機関のホームペー
ジには，過去に採択された研究のタイトルや内容など，
その研究分野に関連した情報が公開されていることか
ら，Web マイニングを行い，日本学術振興会 (JSPS)

が公開している各研究分野に対するキーワード表 (科
研キーワード表)[2]を基準に，研究分野を自動で特定
した．この科研キーワード表には，各研究分野ごとに
いくつかのキーワードが設定されており，募集機関の
ホームページの中に多く含まれている科研キーワード
を求めた．ここで，各募集機関のホームページには，
科研キーワードと完全には一致しないものの，同じ研
究分野の中で類似する単語が複数個，同時に出現する
と考えられる．そこで，１つの単語に対する頻出度を
求めるのではなく，相関ルール分析を用いて，ある文
章のまとまりの中で頻出度が高い単語のルールを求め
た．本論文では，開発したシステムについてここに報
告する．

II. 相関ルール分析 [1]

相関ルール分析は，表 Iのような一連のトランザク
ションから構成されるデータベースから，各トランザ
クションにおいて相関があるアイテム集合を抽出し，
ルール化できるデータマイニングの手法である．各ト
ランザクションは，複数のアイテム集合から構成され
る．前件部のアイテム集合をX，後件部のアイテム集
合を Y とした時，各ルールは (X ⇒ Y )のように記述



表 I
トランザクション

トランザクション ID アイテム集合
1 {アイテム 1, アイテム 2}
2 {アイテム 2, アイテム 3, アイテム 5}
3 {アイテム 2, アイテム 3}
4 {アイテム 4}

され，これは，アイテム集合Xが出現するとき，アイ
テム集合 Y が出現することを意味している．また，各
ルールには，支持度と確信度と呼ばれる指標が定義さ
れ，それぞれ式 (1)と式 (2)により求められる．

supp(X ⇒ Y ) =
σ(X ∪ Y )

M
(1)

conf(X ⇒ Y ) =
supp(X ⇒ Y )

supp(X)
(2)

ここで，M は全てのトランザクションの数であり，
σ(X ∪ Y )はアイテム集合 X と Y が同時に出現する
トランザクションの数を示している．支持度である
supp(X ⇒ Y )は，全体のトランザクションの中で前
件部と後件部のアイテム集合が同時に出現する割合を
示している．確信度である conf(X ⇒ Y )は，前件部
を含むトランザクションの中で，後件部も同時に出現
するトランザクションの割合を示している．これらの
値が高いほど，頻出度および信頼性が高いルールであ
ると言える．
ところが，相関ルールの数は，アイテム集合の可能

な組み合わせだけ存在するため，データベースに含ま
れているトランザクション数およびアイテム集合の数
が増加するにつれて指数関数的に増加し，現実的には
計算できない．これに対して，Agrawal等のAplioriア
ルゴリズム [3]では，最小支持度と最小確信度を定義
し，計算量を削減する手法が提案されている．図 1は，
Aprioriアルゴリズムの手順について示している．

Step 1)要素数が 1であるアイテム集合候補を C1

作成する．
Step 2)C1の中で，最小支持度を満たす要素を取

り出し，アイテム集合 L1とする．
Step 3)Lk−1に含まれる要素を用いて，要素数が

kであるアイテム集合候補Ckを作成する．
ここで，kの初期値は 2とする．

Step 4)Ckの中で，最小支持度および最小確信度
を満たす要素を取り出し，アイテム集合
Lkとする．

Step 5)Lkが生成できなくなるまで kに 1を足し，
Step 3) に戻る．

図 1. Aprioriアルゴリズム

表 II
科研キーワード表の例 [2]

大分類 中分類 小分類 キーワード
情報学 情報学基礎 情報学基礎論 計算理論，· · ·

数理情報学 最適化理論，· · ·
人間情報学 知能情報学 機械学習，· · ·

複合領域 生活科学 食生活学 調理と加工，· · ·

図 2. 開発したシステムの概要

III. 相関ルール分析を用いた
助成金マッチングシステムの開発

助成金の公募情報における募集機関のホームページ
からWebマイニングを行い，科研キーワード表 [2]に
おける研究分野を自動で特定するシステムを開発した．
科研キーワード表では，表 IIに示すように，大分類，
中分類，小分類から構成される研究分野があり，各小
分類に対して 10個程度のキーワードが設定されてい
る．募集機関のホームページの情報を一定の大きさを
持つトランザクションに分割し，2節で述べた相関ルー
ル分析を用いて，各トランザクションに含まれている
科研キーワードの相関ルールを求め，支持度，確信度
が高いルールを抽出した．図 2は開発システムの概要
である．

A. 開発したシステム
開発した助成金マッチングシステムは次のように動

作する．
1) 公募情報のダウンロード

“wget”(Linux のコマンド )を用いて募集機関の
ホームページから PDF ファイルおよび HTML

ファイルをダウンロードする．
2) テキスト化
ダウンロードした PDFと HTMLファイルをテ
キスト化する．HTMLについては，次の正規表
現を用いて HTMLタグを取り除き，テキスト化
する．
<("[ˆ"]*"|’[ˆ’]*’|[ˆ’">])*>



PDFについては，“pdftotext”(Linuxのコマンド )

を用いて，テキスト化する．
また，ダウンロードしたファイルには，必ずしも
過去の採択事例に関連するものだけでなく，財
務管理の書類等，助成金に関係のないファイル
もあるため，正規表現を用いてファイルの中に関
連する単語が含まれているかどうかを調べ，削
除する．

3) トランザクションの作成
抽出したテキストを段落単位に分割し，これを相
関ルール分析におけるトランザクションとする．

4) 名詞の抽出
各トランザクションに対して，オープンソース
の形態素解析エンジンであるMeCab[4]を用いて
単語 (名詞)を抽出し，これをトランザクション
におけるアイテム集合とする．また，MeCabで
は，名詞の中でも，いくつかの品詞に分類され
るが，“数”，“接尾詞”，“接頭詞”，“代名詞”であ
る品詞は除外する．また，科研キーワードが 1つ
も含まれていないトランザクションは削除する．

5) 相関ルールの抽出
前件部のアイテム集合を X，後件部のアイテム
集合を Y とした時，式 (1)と式 (2)により支持度
と確信度をそれぞれ求める．抽出した全ての相
関ルールの中から，最小支持度 min suppと最
小確信度min confを上回るルールを抽出し，得
られたルールに含まれる単語の中で，最も多く
の科研キーワードを含む研究分野を求める．な
お，相関ルールの抽出には Rのパッケージであ
る “arules[5]”を用い，Aprioriアルゴリズムを用
いてルールを抽出した．

B. 教員情報からの単語抽出
県立広島大学における各教員に対しても，教員名簿

に記載されている情報（研究分野，研究タイトル，キー
ワード等）を用いて研究分野の特定を行った．ただし，
助成金の募集機関のホームページと異なり，教員名簿
に記述されている情報量は少ないため，相関ルールに
おけるトランザクションを作ることができない．そこ
で，各教員名簿に登録されているキーワードを直接用
いて，最も多くの科研キーワードを含む研究分野を求
めた．

IV. 実験

開発したシステムを用いて，18個の募集機関のホー
ムページと県立広島大学の教員から研究分野を求めた．
ここで，相関ルールにおける最低支持度min suppは，
得られた全てのルールの支持度の平均とし，最低確信
度min confは 0.9とした．最低支持度は，ルールの頻
出度であり，得られるルールの数は各公募情報によっ
て異なるため，可変とした．一方，最低確信度につい
ては，ルールの前件部と後件部の相関を示すものであ
るため，固定値にした．

表 IIIは，18個の公募情報から得られた相関ルール
の中で支持度が高いルールの一部と，そこから特定し
た研究分野を示している．得られた結果から，概ね正
しい研究分野を特定することができたが，公募情報に
よっては，複数の分野について同時に募集している場
合もあり，その場合は複数の結果を出した．

V. おわりに
従来では，助成金の公募情報と教員のマッチングを

手動で行っていたが，本研究では，これを自動で行う
システムを開発した．開発したシステムを用いて研究
分野を特定した結果，情報量が少ない場合を除くと概
ね上手くいった．今後は，専門知識がない事務職員で
も操作でき，かつ，システムが提示する結果に対して
人間がインタラクティブに評価できるWeb インター
フェースを開発する．
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表 III
各公募情報について特定した分野

助成金 募集機関 得られたルール 特定した研究分野 (大・中・小分類)

特定非営利活動法人 酵母細胞研究会 [6] {微生物 }→{薬品 } 農学，農芸化学，応用微生物
{農学 }→{生命 }

公益財団法人 日本ビフィズス菌センター [7] {育種 }→{遺伝子 } 農学，農芸化学，応用生物化学
{分裂 }→{細胞 }

公益財団法人 不二たん白質研究振興財団 [8] {食品 }→{健康 } 農学，農芸化学，食品科学
{健康 }→{栄養 }

公益財団法人 エリザベス・アーノルド富士財団 [9] {農学 }→{食品 } 農学，農芸化学，食品科学
{産業 }→{農業 }

一般財団法人 糧食研究会 [10] {栄養 }→{食品 } 農学，農芸化学，食品科学
{開発 }→{食品 }

公益財団法人 飯島藤十郎記念食品科学振興財団 [11] {産業 }→{食品 } 農学，農芸化学，食品科学
{検査 }→{品質 }

公益財団法人 食生活研究会 [12] {食生活 }→{健康 } 農学，農芸化学，食品科学
{解析 }→{食生活 }

公益財団法人 たばこ総合研究センター（TASC）[13] {反応 }→{ストレス } 農学，生産環境農学，遺伝育種科学
{安心 }→{環境 }

公益信託 福原記念英米文学研究助成基金 [14] {文学 }→{英語 } 人文学，文学，英米・英語圏文学
{英語 }→{信託 }

一般財団法人 人工知能研究振興財団 [15] {人工 }→{知能 } 情報学，人間情報学，知能ロボティクス
{変量 }→{情報 }

公益財団法人 科学技術融合振興財団 [16] {ソフトウェア }→{学習 } 情報学，計算基盤，ソフトウェア
{先進 }→{シミュレーション }

一般社団法人 信託協会 [17] {財産 }→{形成 } 社会科学，法学，新領域法学
{生命 }→{保険 }

公益財団法人 日本証券奨学財団 [18] {法律 }→{経済 } 社会科学，法学，社会法学
{福祉 }→{社会 }

公益財団法人 平和中島財団 [19] {地球 }→{国際 } 社会科学，法学，国際法学
{政治 }→{法学 }

公益財団法人 日本教育公務員弘済 [20] {分化 }→{教育 } 社会科学，教育学，教育社会学
{発展 }→{教育 }

公益財団法人 マザック財団 [21] {工作 }→{機械 } 工学，機械工学，生産工学・加工学
{生産 }→{システム }

公益財団法人 大林財団 [22] {分子 }→{化学 } 化学，複合化学，グリーン・環境化学
{温熱 }→{環境 }

[21] 公益財団法人 マザック財団, http://www.mazak-f.or.jp,
2015/6/15 閲覧

[22] 公益財団法人 大林財団, http://www.obayashifoundation.org,
2015/6/15 閲覧
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