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１．研究の背景と目的

で得られる新しい知見やマイニング分析技術を地域創生

テキストマイニングは、統計学、パターン認識、人工知

関係者へ伝授すべく解説書にまとめることを目標として、

能などのデータ解析技法を大量の文書（テキスト）データ

大容量文書データのテキストマイニング分析を試みる。す

に網羅的に適用することで潜在知識を抽出する手法であ

なわち、ここでは平成 25 年度 文部科学省「地（知）の拠

り、発見的な知識獲得が期待される分析手法である。しか

点整備事業」に採択された札幌市立大学『ウェルネス x 協

し、文書データをテキストマイニングソフトに入力さえす

奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業』3)で実施され

れば、自動的に潜在知識が出力されるものではない。多種

た、
「札幌市南区在住 65 歳以上高齢者の健康に関するニー

多様な条件（パラメータ）を試行錯誤的に設定して分析を

ズ調査」4)の集計データ（自由記述文書）をマイニング分

繰り返し、ことばの数量データやネットワーク図などで可

析し、潜在的要望や活動欲求などの抽出を試みる。

視化し、そこから潜在知識を読み取る（抽出する）もので
ある。このため、問題毎にパラメータの設定変更と分析を

２．分析対象データの概要

繰り返す必要があり、分析者（データアナリスト）にはマ

前述のように「札幌市南区在住 65 歳以上高齢者の健康

イニング（採掘）熟練技術、すなわち、(1)大量の文書デ

に関するニーズ調査」は、札幌市立大学『ウェルネス x 協

ータをふるいにかける感度調整技術、(2)ふるいの中から

奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業』の一環として

金塊（重要なキーワードや関係性）を見つけ出す能力、(3)

平成 24 年度に実施された。当時の札幌市南区の人口は

分析結果から重要と思われる潜在知識を読み取る（抽出す

146341 人で、
そのうち 65 歳以上高齢者は 37610 人（約 25.7%）

る）能力など、が要求される。

であった。健康ニーズ調査は、郵送法による無記名自記式

平成 31 年（2019 年）現在、大容量文書データを分析で
きるデータアナリストは全国的に不足しており

1), 2)

、まし

質問紙による調査形式で行うこととし、10%（約 3700 人）
の回収を想定した。一般に高齢者からの回収率は高いこと

てや地域創生を担うステークホルダー（普通地方公共団体、 を考慮して、
回収率を 40%と推測し、
調査対象人数を約 9000
地域住民、地域の企画運営会社・調査会社など）にそのよ

人と算定した。選定方法は住民基本台帳からの無作為抽出

うな人材はほとんどいないのが実態である。仮に、地域創

とし、その作業は札幌市南区の担当者が行った。調査項目

生関係者、特に市町村の行政担当者にテキストマイニング

は、(1)世帯構成、(2)健康状態や健康への関心に関する項

分析手法を伝授することができれば、行政が大量に保有す

目、(3)外出や取り組んでいる活動に関する項目、(4)日常

る住民の要望・意見データなどを担当者自らがマイニング

生活や困難・不安に関する項目、(5)札幌市と札幌市立大

分析することで、住民の希望や生きがい、地域愛に繋がる

学が協働で取り組む事業に関する考えの 5 項目であった。

潜在的要望や活動欲求などを掘り起こすことが可能とな

そのうち 5 番目の項目については質問への回答を自由記述

り、地域創生につながる施策の手がかりを得ることが継続

形式で収集しており、ここでは自由記述回答文のうち、以

的に行えるようになると思われる。これが本研究を始めた

下に示す問 21 への回答文書データを分析対象に選定した。
問 21 「旧真駒内緑小学校」の跡地を利用し、札
幌市と札幌市立大学が協働して COC キャン
パス（同封資料参照）を作る予定です。南区
の住民として、そこで行って欲しいことや期
待することを何でもお書きください。

動機である。
そこで本研究では、テキストマイニング分析により、住
民の意識調査文書データから潜在的要望や活動欲求など
を抽出する知見を得ることを目的とし、同時に、研究過程
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札幌市南区在住 65 歳以上高齢者、約 9000 人を対象に実
施された健康ニーズ調査への回答者数は 2998 人
（33.3%）
、
問 21 への有効回答者数は 892 人（回答者の 29.8%）であっ
た。

の意見（テキスト）が回答文書データファイル(csv file)
の各 1 行に記述されていることを意味する。
・平均行長（文字数）は 57.5 である。これは 1 行あたり
の文字数が 57.5 文字であることを意味する。平均行長を
平均文章長（文字数）で除すると約 1.84 となり、1 行あ

３．テキストマイニング分析の概要

たりに 1.84 個の文章が記述され、その文章は 57.5 文字
05)

本研究では、Text Mining Studio 6.1. を用いて、前
述の 892 人の回答文書データを以下の手順で分析した 6)。

で構成されていることを表す。これは回答者が比較的簡
潔に意見を記述していることを意味する。

(1)回答文書データファイル(csv file)を Text Mining

・総文章数は 1641 である。総文章数を総行数で除すると

Studio へ読み込み、
「分かち書き」を実行した。文章は

約 1.84 となり、1 行あたりに 1.84 個の文章があること

形態素（言語で意味を持つ最小単位）に区切ら、形態

を意味する。

素ごとの品詞が確定された分析のためのオリジナルテ
キストに変換された。

・平均文章長（文字数）は 31.3 である。これは一つの文
章が 31.3 文字で構成されていることを意味し、簡潔な文

(2)テキスト情報ツールを用いて、基本情報（総行数、平

章（回答）だと判断される。

均行長（文字数）、総文章数、平均文章長（文字数）、

・延べ単語数は 10887 である。これを総行数で除すると約

延べ単語数、単語種別数）や品詞出現回数など、テキ

12.2 となり、１行あたり 12.2 個の単語が含まれている

ストの数量データを算出した。

ことを意味する。

(3)ビジュアル集計ツールを用いて、属性（性別、年齢、

・単語数の内訳を品詞別出現回数で見てみると、名詞が
7512 (69.00%)、代名詞が 169 (1.55%)、動詞が 1610

町内会など）ごとの回答者数を算出した。
(4)単語頻度解析ツールを用いて単語の出現頻度を分析し、

(14.7%)、形容詞が 499 (4.58%)、形容動詞が 333 (3.06%)、

同様に、係り受け頻度解析ツールを用いて主語と述語

連体詞が 105 (0.96%)、副詞が 408 (3.75%)である。また

のような係り受け表現から、回答者が記述したポジテ

形容詞と副詞を合わせた出現回数は 907 (8.33%)であり、

ィブ（またはネガティブ）な表現事例を導出した。

回答文章の中に感性を表す単語は少なく、感情的な回答

(5)評判抽出ツールを用いて、ポジティブ（またはネガテ

は少なかったと判断される。

ィブ）な表現に用いられた単語（名詞や自立動詞）の

・単語種別数は 4296 である。

頻度を導出した。

4.2 属性情報

(6)ことばネットワーク分析ツールを用いて、矢印付き有
向直線で構成される係り受け関係ネットワーク図を出
力した。
(7)対応バブル分析ツールを用いて、ことばを介した属性
同士の関係図を出力した。
４．分析結果

表 2 属性別集計と欠損（属性記入漏れ）数の関係
年齢

男性

女性

性別未記入

合計

1：65歳～69歳

178

173

1

352

2：70歳～74歳

138

84

0

222

3：75歳～79歳

100

53

0

153

4：80歳～84歳

65

40

0

105

5：85歳以上

34

25

0

59

年齢未記入

1

0

0

1

516

375

1

892

合計

4.1 テキスト情報
表 1 基本情報と品詞出現回数

項 目

値

総行数

892

属性別集計と欠損（属性記入漏れ）数の関係（表 2 参照）

品詞

回数

(%)

から以下のことが読み取れる。

名詞

7512

(69.00%)

・男女別の回答者数は、男性が 516 人（57.9%）
、女性が 375

代名詞

169

(1.55%)

1610

(14.7%)

人（42.1%）であり、すべての年齢区分で女性より男性の
回答者が多い。

平均行長（文字数）

57.5

動詞

総文章数

1641

形容詞

499

(4.58%)

平均文章長（文字数）

31.3

形容動詞

333

(3.06%)

連体詞

105

(0.96%)

副詞

408

(3.75%)

延べ単語数

10887

単語種別数

4296

・年齢ごとの回答者数は、区分 1（65 歳～69 歳）が 352
人（39.5％）で最も多く、区分 2（70 歳～74 歳）は、222
人（24.9%）
、区分 3（75 歳～79 歳）は 153 人（17.2%）
、

基本情報と品詞出現回数（表 1 参照）から以下のことが
読み取れる。
・総行数は 892 行である。これは 892 人の回答者それぞれ

区分 4（80 歳～84 歳）は 105 人（11.8%）
、区分 5（85 歳
以上）は 59 人（6.6%）であり、年齢が上がるにしたがっ
て男女ともに回答者数は漸減している。

・区分 1（65 歳～69 歳）の回答者で性別の記入漏れが 1
人、同様に、男性で年齢区分の記入漏れが 1 人いる。
4.3 気になることば“欲しい”に関する係り受け表現
の抽出
係り受け表現とは、「何がどうした」や「どんな何か」

り、区分 4（80 歳～84 歳）の高齢者の積極性が特筆され
る。
4.4 肯定的・否定的な係り受け表現の抽出
肯定的・否定的な係り受け表現（図 3、図 4 参照）から
以下のことが読み取れる。

のように、文章中で意味のつながりのある単語と単語の組

・肯定的な係り受け表現は、”老人―楽しむ＋できる“、”

み合わせのことである。前述の質問文は、問 21「・・・COC

老人―参加＋できる“、”自由―使う＋できる“、”住民

キャンパス・・・で行って欲しいこと・・・」と問うてい

―参加＋できる“などであり、高齢者が楽しく参加でき

るので、回答文における気になることばは、“欲しい”に

る活動や自由に使うことができる場・場所について肯定

絞り込んで係り受け表現を抽出した。

的に意見（要望）を述べている。男女別では性別 2（女
性）からの肯定的な意見（要望）が多いが、
”住民―参加
＋できる“は性別 1（男性）からだけの意見（要望）で
ある。

図 1 気になることば“欲しい”の係り受け表現（男女別
集計）
図 3 肯定的な係り受け表現（男女別集計）

図 2 気になることば“欲しい”の係り受け表現（年齢別
集計）
気になることば“欲しい”の係り受け表現（図 1、図 2
参照）から以下のことが読み取れる。
・頻度が高い係り受け表現は、“場―欲しい”、“場所―欲

図 4 否定的な係り受け表現（男女別集計）
・否定的な係り受け表現は、“資料―同封＋ない”、“イメ
ージー湧く＋ない”
、
“お金―かかる＋ない”などである。

しい”、“施設―欲しい”であり、いずれも高齢者が活動

このうち、
“資料―同封＋ない”
、
“イメージー湧く＋ない”

する“場”や“場所”に関する意見（要望）である。ま

は郵送されてきた封筒に札幌市立大学『ウェルネス x 協

た、男女の比較では、これらの意見（要望）は性別 2（女

奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業』や COC キャ

性）から多く、特に、
“場所―欲しい”は女性だけから出

ンパスについての説明資料がない（実際には説明書類は

ており、女性の方が地域での交流や活動の場を積極的に

同封されているが見つけきれなかったものと推測される）

求めていることがわかる。

ことに対する否定的な意見（要望）である。その他の否

・年齢別の比較では、“場―欲しい”や“場所―欲しい”

定的な係り受け表現もほとんど同様である。一方、
“お金

の意見（要望）は区分 2（70 歳～74 歳）が最も多く、区

―かかる＋ない”は、お金がかからないことを表現した

分 4（80 歳～84 歳）
、区分 3（75 歳～79 歳）と続いてお

意見（要望）であり、否定的な係り受け表現に分類され

ているが、否定的な意見（要望）ではなく、むしろ肯定
的な意見と捉えるべきである。
4.5 好評語・不評語の抽出
好評語・不評語ランキング（図 5、図 6 参照）から以下
のことが読み取れる。
・抽出されたことば（単語）に関する肯定的な意見（要望）
は、全体的に男女でほぼ同等であるが、
“地域”や“生活”
に関する肯定的な意見（要望）は男性が圧倒的に多い。
一方、
“場所”、
“利用”
、
“活動”に関する肯定的な意見（要
望）は性別 2（女性）に多く、
“提供”に関する肯定的な
意見（要望）は女性だけである。女性は社交的な場や活
動に積極的であると判断される。
・抽出されたことば（単語）に関する否定的な意見（要望）
は、全体的に男性が多い。特に、“人”、“参加”、“場”、

・性別１（男性）と性別２（女性）の距離が比較的離れて
いる。これは男性と女性の意見（要望）に隔たりがある
ことを意味している。
・性別１（男性）の丸印は性別 2（女性）の丸印と比較し
て大きく、男性の意見（要望）が女性よりも多いことを
意味している。しかし、男性は“人―多い”、“南区―多
い”、“必要―思う”という係り受け表現と関連が深く、
人・モノ・ことの多少や必要性と関連する表現をしてい
るが、何をしたいのか、何をしてほしいのか、意見（要
望）としては不明確である。一方、女性は“場―欲しい”
、
“高齢者―楽しむ+できる”、“場―提供”、“場―作る+し
たい”という係り受け表現と関連が深く、どのような活
動をしたいのか、どのような場がほしいのか、明確に意
見（要望）を述べている。

“南区”
、
”活動“、
”交流“に関する否定的な意見（要望）
は性別 1（男性）だけであり、男性は社交的な場や活動
に消極的であると判断される。一方、
”生活“と”高齢者
“に関する否定的な意見（要望）は女性だけである。

図 5 好評語ランキング（男女別集計）

図 7 ことばを介した男女の特徴比較

図 6 不評語ランキング（男女別集計）
4.6 属性と係り受け表現の関係
ことばを介した男女の特徴比較（図 7 参照）から以下の
ことが読み取れる。

図 8 ことばを介した年齢区分の特徴比較（１）

の位置関係からも区分 5（85 歳以上）の意見（要望）は
他の年齢区分のいずれの意見（要望）ともかなり離れて
いることが分かる。
５．考察
本研究では、
「札幌市南区在住 65 歳以上高齢者の健康に
関するニーズ調査」
における 892 人分の回答文書データ（総
単語数 10887）をテキストマイニング分析した結果、以下
のことが明らかになった。
(1)回答者一人当たり平均 57.5 文字で回答しており、比較
的簡潔に意見（要望）を記述していた。
(2)形容詞と副詞を合わせた出現回数が 907 (8.33%)と少
なく、感性的・感情的な回答は少なかったと判断され
た。
(3)回答者はすべての年齢区分で女性より男性の方が多か
図 9 ことばを介した年齢区分の特徴比較（２）
ことばを介した年齢区分の特徴比較（図 8、図 9 参照）
から以下のことが読み取れる。
・区分 1（65 歳～69 歳）の丸印が一番大きく、区分 2（70
歳～74 歳）から区分 3（75 歳～79 歳）
・区分 4（80 歳～
84 歳）
・区分 5（85 歳以上）の順に丸印は小さくなって
いる。これは区分１（65 歳～69 歳）の意見（要望）が一
番多く、年齢が上がるにしたがって意見（要望）が少な
くなっていることを意味している。
・区分 1（65 歳～69 歳）と区分 2（70 歳～74 歳）の丸印
は比較的距離が近い。同様に、区分 3（75 歳～79 歳）と
区分 4（80 歳～84 歳）の丸印はかなり距離が近いが、区
分 1・区分 2 と区分 3・区分 4 の丸印の距離は比較的離れ
ている。また、区分 5（85 歳以上）の丸印は、他の区分
のいずれとも距離がかなり離れている。距離の近い／遠
いは意見（要望）の近い／遠いを意味している。
・区分１（65 歳～69 歳）の意見（要望）は、
“場―良い”
という係り受け表現と関連が深い。同様に、区分 2（70
歳～74 歳）の意見（要望）は、“人―多い”、“場―欲し
い”という係り受け表現と、区分 3（75 歳～79 歳）
・区
分 4（80 歳～84 歳）の意見（要望）は、
“高齢者―多い”
という係り受け表現と、区分 5（85 歳以上）の意見（要
望）は、
“南区―発展”という係り受け表現と関連が深い。
・“場―良い”と“場―欲しい”という似通った係り受け
表現から見ても区分１（65 歳～69 歳）と区分 2（70 歳～
74 歳）の意見（要望）は比較的近い。同様に、“高齢者
―多い”というほぼ共通の係り受け表現を持つことから
区分 3（75 歳～79 歳）
・区分 4（80 歳～84 歳）の意見（要
望）はかなり近い。
“南区―発展”という係り受け表現は、
どの係り受け表現とも距離が大きく離れており、これら

った。これは世帯を代表して男性が多く回答したこと
によるものと推測される。また、年齢が上がるにした
がって男女ともに回答者数は漸減していた。
(4)“場―欲しい”、“場所―欲しい”、“施設―欲しい”な
ど、高齢者が集い活動する“場”や“場所”に関する
意見（要望）が多く出たが、これらの意見（要望）は
女性から多く、女性の方が地域での交流や活動の場を
積極的に求めていることが分かった。
(5)年齢別の比較では、“場―欲しい”や“場所―欲しい”
の意見（要望）は区分 2（70 歳～74 歳）が最も多いが、
区分 4（80 歳～84 歳）
、区分 3（75 歳～79 歳）と続い
ており、交流や活動の場を求める健康で積極的な高齢
者が多いと推測される。
(6)高齢者が楽しく参加できる活動や自由に使える場・場
所についての肯定的な意見（要望）は男性よりも女性
が多かったことが肯定的・否定的な係り受け表現の抽
出から明らかとなった。活動や場・場所に関する否定
的な意見（要望）はなかったが、郵送されてきた封筒
に説明資料が入ってなかったとの否定的な意見（要望）
があった。
(7)肯定的な意見（要望）は全体的に男女でほぼ同等であ
ったが、
“地域”や“生活”に関する肯定的な意見（要
望）は圧倒的に男性が多く、“場所”、“利用”、“活動”
に関する肯定的な意見（要望）は女性に多かったこと
が肯定的・否定的なことば（単語）の抽出から明らか
となり、女性は社交的な場や活動に積極的であること
が分かった。否定的な意見（要望）は、全体的に男性
に多かった。特に、
“人”
、
“参加”
、
“場”、
“南区”、
”活
動“、
”交流“に関する否定的な意見（要望）は男性だ
けであり、男性は社交的な場や活動に消極的であるこ

とが分かった。一方、
”生活“と”高齢者“に関する否

果報告書、2014.3.

定的な意見（要望）は女性だけであり、女性は生活に

4)ウェルネス x 協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事

対する一抹の不安を脳裏に浮かべてものごとを考えて

業 研究企画推進チーム：南区にお住まいの 65 歳以上の

いると推測される。

方の健康に関するニーズ調査 平成 25-26 年度報告書、

(8)ことばを介した男女の特徴比較から、男性は女性より

文部科学省 平成 25 年度採択「地（知）の拠点整備事業」

も多く意見（要望）を述べているが、何をしたいのか、

ウェルネス x 協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事

何をしてほしいのか、不明確であった。一方、女性は
どのような活動をしたいのか、どのような場がほしい
のか、明確に意見（要望）を述べていた。
(9)ことばを介した年齢区分の特徴比較から、区分１（65

業、2015.3.
5)（株）NTT データ数理システム：Text Mining Studio
Version 6.1 Manual、2018.1.
6)城間祥之：2-3

短期居住体験者のテキストマイニング

歳～69 歳）と区分 2（70 歳～74 歳）の意見（要望）は

分析、
「地域創生をデザインする 都会と地方の魅力相乗

比較的近く、同様に、区分 3（75 歳～79 歳）と区分 4

モデル開発」タイム・スペースシェアリング型地域連携

（80 歳～84 歳）の意見（要望）はかなり近いが、区分

による地域創生デザイン研究報告書、札幌市立大学 地

1・区分 2 と区分 3・区分 4 の意見（要望）は比較的離

域創生デザイン研究会、2016.3.

れていることが明らかとなった。また、区分 5（85 歳
以上）の意見（要望）は他の年齢区分のいずれの意見
（要望）ともかなり離れていることが明らかとなった。

謝

辞
本研究では、平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠点

整備事業」に採択された札幌市立大学『ウェルネス x 協
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