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第5 章 発 見
　
　

写真の真価が発揮されるのは，思いもよらないことに気づ
かせてくれるときだ。

ジョンW.テューキー『探索的データ分析』
　

ここ 2, 30年の間に，計量社会科学研究において分析されるデータの種類と
量は劇的に増加した。この章では，ここまで論じてこなかった，テキスト・
データ，ネットワーク・データ，そして空間データの 3種類のデータを紹介
する。これらのデータの背景にあるパターンと構造を帰納的に理解するた
めには，探索的データ分析（exploratory data analysis）が行われる。第 3章の政
治的分極化の度合いを調べた研究などがその例である。この章ではまず，テ
キスト・データを用いた単語の使用頻度に基づいて，テキストのキーワード
（topic）を分析し，文書の著者を予測する。応用例は『ザ・フェデラリスト』
の著者をめぐる論争である。次に，ネットワーク・データを分析する。ネッ
トワーク・データとは，ユニット間の関係を記録したものである。例として，
ルネサンス期フィレンツェにおける姻戚関係ネットワークと，ツイッターの
ソーシャルメディア・データを分析する。最後に，空間データをビジュアル化
し，データを時間や空間という視点から見たときのパターンの変化を検証す
る。具体的には，19世紀のコレラ大発生と，21世紀のウォルマートの小売店
舗の拡大を取り扱う。
　

5.1 テキスト・データ

インターネットの普及によって，天文学的な量の電子化されたテキスト・
データが刻一刻と電子メール，ウェブサイト，ソーシャルメディアなどを通
じて蓄積されている。ブログやソーシャルメディアを分析すれば，人々の行動
や意見に対する新しい洞察を得ることができる。同時に，出版された論文や書
籍，公文書の電子化が大規模に進められており，これらは新しいデータを分析



単行本　社会科学のためのデータ分析入門 [下]
aat0132-05.ps : 0002 : 2018/4/6(10:11:29)

256　

図 5.1 『ザ・フェデラリスト』第 1 巻のタイトルページ
出典：アメリカ議会図書館

し，過去に研究された問題を再考する絶好の機会を与えてくれる。

5.1.1 『ザ・フェデラリスト』の著者をめぐる論争
近年，テキスト分析を用いた研究は増えているが，まずは統計学的文献学

における最初のテキスト分析の例から見てみよう。ここでは『フェデラリス
ト・ペーパー（The Federalist Papers）』という呼び名のほうがよく知られてい
る『ザ・フェデラリスト（The Federalist）』のテキストを分析する1）。図 5.1に
その表紙が示されている『ザ・フェデラリスト』は，ニューヨークの人々に新
たに起草されたアメリカ合衆国憲法の批准を促すため，アレクサンダー・ハミ
ルトン（Alexander Hamilton），ジョン・ジェイ（John Jay），ジェームズ・マディ
ソン（James Madison）によって 1787年から 1788年の間に書かれたとされる 85

1） この項は F. Mosteller and D. L. Wallace（1963）“Inference in an authorship problem.” Journal of the
American Statistical Association, vol. 58, no. 302, pp. 275 309 に基づいている。
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表 5.1 『フェデラリスト・ペーパー』データ

AFTER an unequivocal experience of the inefficiency of

the subsisting federal government, you are called upon to

deliberate on a new Constitution for the United States of

America.
.
.
.

This shall accordingly constitute the subject of my next

address.

注：データは『フェデラリスト・ペーパー』に含まれる 85 篇の論文の
未加工テキストからなる。ここでは例として『フェデラリスト・ペー
パー』第 1 篇の最初と最後の文が掲載してある。

篇の論文からなる。ハミルトンとマディソンは憲法の起草に携わったことか
ら，研究者は『フェデラリスト・ペーパー』が憲法の筆者の意図を反映した 1

次資料であると考えている。
『フェデラリスト・ペーパー』はもともと，ニューヨーク州内の様々な新聞
に「プブリウス（Publius）」という筆名で掲載されたものである。このことか
ら，それぞれの論文の著者が誰であるかは学術的研究の対象となってきた。
アメリカ議会図書館のウェブサイトによれば2），ハミルトンが 51篇の論文を
執筆し，マディソンは 15篇の論文を執筆したと専門家の間では考えられてい
る3）。加えて，3篇の論文はハミルトンとマディソンの共著である。一方，ジ
ョン・ジェイは 5篇執筆している4）。残りの 11論文はハミルトンかマディソ
ンのいずれかによって書かれたが，どちらが著者なのかについては研究者の間
で意見が分かれている5）。以下では『フェデラリスト・ペーパー』のテキスト
を分析して，各篇の著者を予測する。

85篇の論文はアメリカ議会図書館のウェブサイトからスクレープ（収集）さ
れ，fpXX.txtとして保存されている。XXは論文の番号で 01から 85まであ
る。スクレーピング（scraping）とはコンピュータプログラムを用いてウェブサ
イトからデータを自動で収集する方法のことである。それぞれのデータファイ
ルには対応する論文のテキスト・データが含まれている。表 5.1に『フェデラ

2） 次のウェブサイトを参照のこと。 https://www.congress.gov/resources/display/content/
The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-1

3） ハミルトンが書いたとわかっているのは第 1, 6 9, 11 13, 15 17, 21 36, 59 61, 65 85 篇である。
一方，マディソンによって書かれたとわかっているのは第 10, 14, 37 48, 58 篇である。

4） ハミルトンとマディソンの共著とわかっているのは第 18 20 篇である。ジョン・ジェイが書い
たとわかっているのは第 2 5 篇と第 64 篇である。

5） 著者が不明なのは第 49 57, 62, 63 篇である。
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リスト・ペーパー』第 1篇の最初と最後の文を例示したので参照してほしい。
データの分析に先立って，前処理（preprocess）を行う必要がある。tmパッ

ケージは Rに多くの自然言語処理（natural language processing）機能を提供し
ている。ある機能は英単語間の不要なスペースを消す。別のものはステミ
ング（stemming）と呼ばれ，異なる形態の共通の語幹をもつ単語が同じ語幹
であるとわかるように接頭辞や接尾辞を取り去り，語幹を残す。例えば，
「government」の語幹は「govern」である。tmパッケージにおける語幹
化機能は，SnowballCと呼ばれる別のパッケージを必要とする。install.
packages()関数を使うか，または RStudioの右下のウィンドウの Packages
タブにある Installアイコンをクリックして，これらのパッケージをあらか
じめインストールしておこう（詳しい操作方法については 1.3.7を参照）。パッ
ケージは一度しかインストールする必要はない。しかし，パッケージを使用す
るには新しい Rセッションごとに library()関数を用いてパッケージを読み
込まなければならない。複数のパッケージを同時に読み込むには，読み込みた
いパッケージをコンマで区切ればよい。

## 必要な 2つのパッケージを読み込む
library(tm, SnowballC)

まずは，VCorpus()関数を用いて，テキストの集合であるコーパス（corpus）
を Rに読み込むことから始めよう6）。DirSource()関数では，ディレクトリ
およびコーパスのファイル名のパターンを指定する。引数 directoryはファ
イルの場所を示し，この場合，作業ディレクトリの下位ディレクトリである
federalistである。この下位ディレクトリに相当するフォルダはコードを実
行する前に作っておかなければならない。引数 patternはすべてのデータフ
ァイルの名前に含まれるパターン，この場合 fp（fp01.txt, fp10.txt, など）
を指定する。

6） バージョン 0.7 1 よりも前の tm パッケージは，VCorpus() 関数の代わりに Corpus() 関数を
用いる。



単行本　社会科学のためのデータ分析入門 [下]
aat0132-05.ps : 0005 : 2018/4/6(10:11:29)

　259

表 5.2 未加工テキストの前処理でよく使われる関数

関数 説明

tolower() 小文字に変換する
stripWhitespace() スペースを取り除く
removePunctuation() 句読点を取り除く
removeNumbers() 数字を取り除く
removeWords() 特定の単語を取り除く
stemDocument() 指定された言語用に文書中の単語を語幹化する

## 未加工のコーパスを読み込む
corpus.raw <- VCorpus(DirSource(directory = "federalist",

pattern = "fp"))

corpus.raw

## <<VCorpus>>

## Metadata: corpus specific: 0, document level (indexed): 0

## Content: documents: 85

それでは，コーパスの前処理を始めよう。ここではコーパスに対して様々
な自然言語処理を行うことのできる tm map()関数を用いる。この関数の最
初の引数はコーパスの名前で，2番目の引数はテキスト変換用の関数である。
表 5.2にはこれらの変換に用いる関数がまとめてある。最初に tolower()関
数を用いてすべての文字を小文字に変換する。tolower()関数は，tmパッ
ケージではなく R baseパッケージ内の関数なので，content transformer()
と呼ばれるラッパー（呼び出し用の）関数を経由して用いなければならない
（バージョン 0.6 1以降）7）。次に stripWhitespace()関数を用いて不必要な
スペースを削除し，removePunctuation()関数で不要な句読点を取り除き，
removeNumbers()関数で不要な数字を除外する。

## 小文字にする
corpus.prep <- tm map(corpus.raw,

content transformer(tolower))

7） 古いバージョンの tm パッケージは，content transformer() 関数を必要としない。
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## スペースを取り除く
corpus.prep <- tm map(corpus.prep, stripWhitespace)

## 句読点を取り除く
corpus.prep <- tm map(corpus.prep, removePunctuation)

## 数字を取り除く
corpus.prep <- tm map(corpus.prep, removeNumbers)

次に，最も頻繁に使用される単語である aや theなどを除外するため，ま
ず stopwords()関数を用いて，入力言語に対応するストップワード（検索で
無視される単語）のリストを得よう。英語用リストの最初の部分は以下のとお
りである。

head(stopwords("english"))

## [1] "i" "me" "my" "myself" "we" "our"

そして，removeWords()関数にこのリストを使用する。最後に各単語を語
幹化（ステミング）する。

## ストップワードを取り除く　
corpus <- tm map(corpus.prep, removeWords,

stopwords("english"))

## 最後に残った単語を語幹化する
corpus <- tm map(corpus, stemDocument)

二重角括弧 [[と]]および抽出する要素を示す整数を用いて，特定の論文
を抽出することもできる（二重角括弧のより詳しい説明は 3.7.2を参照）。加え
て，content()関数によって，選択された文書の実際のテキストを出力でき
る。
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## ここでは掲載スペースの都合で出力を一部割愛している
content(corpus[[10]]) # 論文第 10 篇

## [1] "among numer advantag promis wellconstruct

union none"

## [2] " deserv accur develop tendenc break "

## [3] " control violenc faction friend popular govern

never"

...

前処理されたこの文書と，以下に示した対応する箇所の元テキストとを比較
してみよう。

AMONG the numerous advantages promised by a well-constructed

Union, none

deserves to be more accurately developed than its

tendency to break and

control the violence of faction. The friend of popular

governments never

...

上のテキストから，すべての前処理がこれまでのコードで指定されたとおりに
実行されていることがわかる。すなわち，すべての文字が小文字に変換され，
ハイフンやコンマといった句読点記号が取り除かれ，ストップワードと無駄
なスペースも取り除かれ，そして単語は（numerousは numerに，promisedは
promisに，など）語幹だけの形に変換されている。

5.1.2 文書 用語行列
テキスト・データを探索する手っ取り早い方法は，単純に単語や用語の出現

頻度を数えることである。ある文書中に特定の単語が現れる回数を用語頻度
（term frequency; tf）と呼ぶ。用語頻度の統計量は文書 用語行列（document term

matrix）に要約でき，行が文書を，列が各用語を表す，長方形の配列となる。
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この行列の (i, j)要素は，i番目の文書（行）の j番目の用語（列）の数を表す。こ
の行列の行と列を入れ替えて，文書 用語行列を，行が用語，列が文書を表す
用語 文書行列（term document matrix）に変換することもできる。Rでは文書
用語行列は DocumentTermMatrix()関数によって生成できる（同様に用語 文
書行列は TermDocumentMatrix()関数によって生成される）。

dtm <- DocumentTermMatrix(corpus)

dtm

## <<DocumentTermMatrix (documents: 85, terms: 4849)>>

## Non-/sparse entries: 44917/367248

## Sparsity : 89%

## Maximal term length: 18

## Weighting : term frequency (tf)

DocumentTermMatrix()関数の出力は特殊な行列なので，Rは文書 用語行
列そのものではなく，その要約を出力する。この要約には文書の数や用語の数
が含まれている。さらに，文書 用語行列内の頻度の高い用語あるいは頻度が
0でないエントリー，頻度の低いエントリーの数も含まれている。Sparsity
は文書 用語行列における頻度が 0のエントリーの割合を表す。この例もそ
うであるように，文書 用語行列は通常，疎（sparse）である。つまり，ほとん
どの用語はほんの少数の文書にのみ現れるので，大多数のエントリーは 0で
ある。『フェデラリスト・ペーパー』の場合，文書 用語行列のエントリーの
89％は 0である。最後に，要約には，最大用語長と，この行列のエントリー
を重み付けする数量も出力される。この例では，それぞれのエントリーが tf

統計量を表す。
この行列の実際のエントリーの詳細を見るためには，inspect()関数を用

いる。この関数はコーパスや用語 文書行列の詳細な情報を示す。角括弧 [,]
でデータフレームの部分集合を定義する場合と同じように，これらの行列オブ
ジェクトの部分集合を定義できる。例として，以下のシンタックスでは文書
用語行列の最初の 5行と最初の 8列を調べている。
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inspect(dtm[1:5, 1:8])

## <<DocumentTermMatrix (documents: 5, terms: 8)>>

## Non-/sparse entries: 4/36

## Sparsity : 90%

## Maximal term length: 7

## Weighting : term frequency (tf)

##

## Terms

## Docs abandon abat abb abet abhorr abil abject abl

## fp01.txt 0 0 0 0 0 0 0 1

## fp02.txt 0 0 0 0 0 1 0 0

## fp03.txt 0 0 0 0 0 0 0 2

## fp04.txt 0 0 0 0 0 0 0 1

## fp05.txt 0 0 0 0 0 0 0 0

別のやり方として，as.matrix()関数を用いてこのオブジェクトを通常の
matrixオブジェクトに変換し，直接出力することもできる。

dtm.mat <- as.matrix(dtm)

5.1.3 トピックの発見
まず，上で作成した文書 用語行列のビジュアル化と分析から始めよう。単

語の出現頻度の分析は，一般に用いられる単語の袋（bag-of-words）の仮定に決
定的に依存しており，この仮定は文法や語順を無視することを意味する。つま
り，この分析でテキストの繊細な意味が発見されることはおそらくない。しか
し，用語頻度（tf）の分布を用いれば，文章で論じられているトピック（topic）を
推測することはできる。この分布をビジュアル化するために用いられる一般
的な方法は，頻繁に用いられる単語ほど大きなフォントで表示するワード
クラウド（word cloud）である。wordcloudパッケージの wordcloud()関数
でワードクラウドが作成される。文書 用語行列は視覚的に調べるにはしば
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しば大きすぎるので，ワードクラウドは有効なビジュアル化の手段となるだ
ろう。

3.7で扱ったクラスター化のように，トピックの発見は，トピックの割り
当てに関する真の情報にアクセスできないため，教師なし学習（unsupervised

learning）の 1例である。つまり，我々は事前にどのトピックがコーパスに存在
し，それぞれの文書を特徴づけているかについて知らず，文書内や複数の文書
間で用語の頻度分布を分析することでトピックを発見したいのである。対照的
に教師あり学習（supervised learning）では，結果変数と予測変数との関係を学
習させるために，研究者は観察された結果変数を含む標本を用いる。例えば，
コーディングを担当する人にいくつかの文書を読ませて，トピックを割り当て
させる。この情報を用いると，まだ読まれていない別の文書のトピックを予測
することができる。結果変数に関する情報が欠如している教師なし学習問題の
ほうが，教師あり学習問題よりも明らかに難しい問題である。
まずは『フェデラリスト・ペーパー』の第 12篇と第 24篇をワードクラウ

ドを使ってビジュアル化し，それらのトピックを推測することから始めよう。
どちらの論文もアレクサンダー・ハミルトンによって著されたことが知られ
ている。この分析でインストールしなければならない wordcloudパッケージ
の wordcloud()関数では，主に 2つの引数を指定する。最初の引数は単語の
ベクトルであり，2番目の引数はそれらの単語の頻度である。図が煩雑になる
のを避けるため，引数 max.wordsを 20に設定して，表示される最大の単語
数を制限する。

library(wordcloud)

## 第 12 篇
wordcloud(colnames(dtm.mat), dtm.mat[12, ], max.words = 20)

## 第 24 篇
wordcloud(colnames(dtm.mat), dtm.mat[24, ], max.words = 20)
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