
Topigraphyとは

近年では，コンテンツを分類する

キーワードであるタグを，アルファベッ

ト順などで並べて表示するタグクラウ

ドと呼ばれるインタフェースが広く普

及しています．しかしながら，従来の

タグクラウドでは表示するタグが数十

よりも多くなると，その中から適切な

タグを選択することは困難となります．

また，無意味に表示するタグの数を増

やしても，ユーザにはかえって不便に

なります．

そこで我々は，Topigraphyという，

新しいタグクラウド表示手法を提案し

ました（1）．Topigraphyとは，Topic

（トピック）とTopography（地形図）

を合わせた造語であり，トピック空間

の地形図を意味します．Topigraphy

では，Webなどの大規模データから，

データマイニング技術によってタグの

抽出を行い，関連するタグどうしを近

傍に配置するとともに，背景画像に地

形図のメタファを導入することにより，

タグ間の関連を視覚的に分かりやすく

表示する手法です．

検索から探索へ

従来の検索サイトは，ユーザがクエ

リ＊１を投入し，そのキーワードに合っ

た検索結果を，ランキング順に表示さ

せるものが主流です．しかしながら，従

来のキーワード検索では，ユーザが

キーワードそのものを事前情報として

知らなければなりません．また，本当

に欲しい情報になかなか辿り着くこと

ができないという問題が生じます．

例えば，アニメに関する情報を知り

たい場合，何も知らない状態のユーザ

にとっては，どのようなタイトルがあ

り，どのようなアニメが流行している

のかを知ることは困難です．

一方，Topigraphyでは図１のよう

に，「アニメ」のタグを中心としてアニ

メに関するキーワードとなるタグが近傍

に表示されます．この表示形式だと，

２次元的な広がりを持つために，メ
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本稿では，スクローラブルマップを用いたトピック空間可視化システム
「Topigraphy」の紹介を行います．さらに，BLOGRANGER への実装や，3D
モニタ，スマートフォンなどへの応用例も紹介します．
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図１　Topigraphyによる「アニメ」を中心としたタグの様子と全体の縮図（左上）

＊1 クエリ：「質問」「疑問」を意味する言葉
で，データベースの分野においてはデータ
ベースに対する処理要求を文字列で表した
ものをいい，ここでは検索条件や検索キー
ワードを指します．
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ジャーなタグだけではなく，関連深い

マイナーなタグも近傍に配置され，地

形図として描画することによって，視

線方向へ付加的な情報を与えることが

可能です．また，これらの情報は，タグ

クラウドを用いることにより，クエリを

必要としない操作が可能であり，情報

全体を俯瞰することが可能となります．

従来の検索技術では，いかに高速に

関連する情報を表示するかが問われて

きました．しかしながら，我々の研究

グループでは，Topigraphyによる,

“探索”という新しい分野を切り拓い

ていくことを目指しています．

地形図作成の流れ

図２は，Topigraphyによる地形図

作成までの流れをまとめたものです．以

下，技術説明を示します．

（1） Topigraphyで扱うデータ

Topigraphyではブログをはじめ，

投稿動画データ，投稿画像データ，ま

たは，オンライン百科辞典データといっ

た，あらゆる関係データを対象としま

す．また，Web上のデータに限らず，

購買履歴情報などのさまざまなデータ

についても解析を行っています（2）．

（2） タグ抽出

次に，収集したデータから有意タグ

の抽出を行います．タグには，ユーザ

が直接登録を行っているタグもありま

すが，登録時刻や天気といった，機械

的に付与され，無意味なタグも非常に

多く存在します．さらには，「後で読

む」などの，記事内容とは関係のない，

曖昧なタグも多く存在します．そのた

め，曖昧タグの除去を行う必要があり

ます．

（3） タグ間類似度計算

タグの抽出後，さまざまな統計的手

法を用いて類似度計算を行います．さ

らに，フィッシャーの正確確率検定＊２

などから有効リンクを厳選し，有意な

類似度の計算を行います．

（4） ラベル付きグラフ可視化計算

次にタグの平面上の配置座標を求め

ます．タグの平面座標は，類似度を基

にラベル付きグラフ可視化技術を用い

て計算を行います．

タグはフォントサイズや文字列の長

さも異なるため，従来のグラフ可視化

手法では，ラベルどうしが重なるとい

う問題が生じます．そこで我々は，独

立固有楕円ポテンシャル法という，高

速かつ高精度な手法を開発しました（3）．

さらにGPUへの実装を行い，300倍を

超える高速化を実現し，約5 000タグ

の配置計算を30分で計算することが可

能です．

（5） 標高値計算

最後に，各タグに標高値を与えま

す．Topigraphyでは，抽象度の高い

概念に高い座標値を与えることを目的

としています．例えば，「スポーツ」は

「野球」よりも，「野球」は「中日ド

ラゴンズ」よりも抽象的であり，「中日

ドラゴンズ」よりも「野球」の方が，

「野球」よりも「スポーツ」の方が，標

高値が高くなるように計算を行ってい

ます．これは，抽象度の高いタグを地

形図上の高い高度に配置することで，

階層的ディレクトリと同じように高い

タグから順に関連タグを辿ることが可

能になるからです．

実際の標高値の計算は，記事数や

利用者数のほかに，類似度と平面座標

値を基に高さを計算しています（4），（5）．

以上のようにして得られた座標を基

に，地形図であるTopigraphyを作成

します．

Topigraphyの応用例

Top igraphyの応用例は，実際に

サービスとして公開したものや，社内

用デモシステムとして開発したものな

どいくつかあります．ここでは主要な

ものを紹介します．

■BLOGRANGER TGとQA

BLOGRANGER TGは，gooラボ

において，2007年12月より１年間の

試験運用を行った，ブログ記事に関す

るTopigraphyシステムです．表示例

を図３（a）に示します．国内の主要ブ

ログサイトよりデータ収集を行い，過

去４週間分の約2 200万記事の解析

をし，毎週更新を行いました．

BLOGRANGER TGでは，ブロガー

図２　地形図作成の全体の流れ 
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＊2 フィッシャーの正確確率検定：２つのカテ
ゴリに分類されたデータの分析に用いられ
る，統計学的検定法です．特に２つのカテ
ゴリの間に統計学的に有意な関連があるか
どうかを検定するのに用いられます．母集
団に比べて，標本数が多い場合にはカイ二
乗検定が用いられますが，母集団に比べて
標本数が少ない場合や，数値の偏りが大き
い場合には，フィッシャーの正確確率検定
がより厳密に正しい解を与えます．



間で流行しているトピックやキーワー

ドを俯瞰することが可能であり，タグ

に関連するブログのリアルタイム検索

が可能です．APIやブログパーツの公

開も行い，非常に高い評価を受けま

した．

BLOGRANGER QAは， 2009年

７月より１年間，gooラボにおいて試験

運用を行いました．表示例を図３（ｂ）

に示します．BLOGRANGER TGと

同様に，主要ブログサイトよりデータ

収集を行い，質問ブログ記事に応じた

標高値を与えました．このシステムで

は，質問記事にリンクした記事を投稿

することで，質問ブログ記事に対して，

答えを返すことが可能です．

■OpenGL版と3Dモニタ

T o p i g r a p h yの地形図情報を，

OpenGL（Open Graphics Library）

を用いて，より立体的に描画するア

プリケーションを作成しました．図

４はその表示例です．OpenGL版

Topigraphyは，類似度の高いリンク

表示など，さまざまな機能を備えてい

ます．また，ステレオモードにも対応

しており，3Dモニタを利用して立体視

することが可能です．写真は，2010年

５月に行われた，NTTコミュニケー

ション科学基礎研究所の一般公開

（オープンハウス）でのデモの様子で

す．このデモでは，3Dプロジェクタを

用いて，同時に最大10人までのデモ体

験が可能となっています．3Dで見るこ

とによって，全体のデータ構造をさま

ざまな角度から俯瞰することが可能と

なります．

■スマートフォン

図５は，Android版Topigraphy

を操作している様子です．この

Android版では，拡大や縮小の機能

のほかに，文字検索や音声検索，カテ

ゴリ検索機能，さらに縮小全体図を

使ったガイド機能があります．図６は，

これらの機能の表示例で，Wikipedia

特
集
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図３　BLOGRANGER 公開当時の表示例 

（a）　BLOGRANGER TG
（b）　BLOGRANGER QA

図４　OpenGL版Topigraphyの表示例
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の人名リストを使ったTopigraphyを

利用しています．タグに触ると，

Wikipediaから要約ページを取得し表

示させることが可能です．

今後の展開

今後はAndroid版の実サービス化

や，OpenGL版の公開を目指しま

す．また，ユーザごとにカスタマイズ

可能なインタフェースの開発を行い，

Topigraphyシステムのさらなる普及

を目指します．
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図６　Android 版 Topigraphy（Wikipedia 人名リスト版）の機能 

拡大と縮小機能 Wikipediaの要約表示とハイパーリンク 

全体縮図によるガイド機能 文字検索・音声検索機能など 

図５　Android版Topigraphyを操作

する様子

写真　3Dプロジェクタを使ったデモの

様子


