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1 はじめに

形式概念解析は対象と属性の関係性から生じ
る形式概念の階層構造を束を用いて表現・分析す
る手法としてR. Wille によって導入され [5], そ
の適用範囲は広範な領域におよぶ [3]. 観光情報
の分野においても, 井上らによる地域観光動態の
分析への応用が報告されている [4]. 本研究では
観光情報の特徴分析の手法として, 形式概念解析
の適用を試みる.

2 形式概念解析

本稿で必要となる形式概念解析についての概
略について述べる. 詳細は [1, 2, 3]等を参照され
たい. なお本稿では [2]の記法に従う.

対象の集合 X, 属性の集合 A, X と A の充足
関係 ⊨ からなる 3つ組 (X,A,⊨) を形式文脈と
いう. x ⊨ a は対象 x が属性 a を満たすことを
表す. 対象の集合 Y ⊆ X に対し Y の対象すべ
てが満たす属性全体の集合 Y ∗ を Y の極集合と
いう. 同様に, 属性の集合 B ⊆ A に対する極集
合 B∗ が B の属性すべてを満たす対象全体の集
合として定義される. Y の双極集合 Y ∗∗ (極集
合の極集合) を考えると一般に Y ⊆ Y ∗∗ となる.

これは Y に属するすべての対象によって満たさ
れる属性の集合 Y ∗ によって, 対象を再び規定し
ようとしても, 本来の Y 以外の対象が混入する
可能性を示唆している. Y ∗∗ = Y となる Y を閉
じた対象集合という. 閉じた属性集合も同様に定
義される.

閉じた集合同志はお互いに規定しあう. すなわ
ち閉集合 Y に対してB = Y ∗ とおくと B も閉集
合であって Y = B∗ を満たす (逆も同様). このよ
うな対 (Y,B)を形式概念という. 形式概念の全体

Γ は順序 (Y,B) ≤ (Z,C) ⇔ Y ⊆ Z (⇔ C ⊆ B)

によって完備束をなす. 対象側と属性側で包含関
係が逆転していることに注意されたい.

形式概念束 Γ は (Y,B) 7→ Y で閉じた対象集
合全体の束 X と同型, (Y,B) 7→ B で閉じた属性
集合全体の束 A と反同型となる. X, A の一方
が有限集合の場合,これらは有限束となり, Hasse

図で表現される. 通常 Γ (したがって X ) の構造
に合わせて上が最大元, 下が最小元となる. 本稿
での形式概念束の描画には ConExp[6]を用いて
いる.

3 観光情報の形式概念解析

3.1 観光スポットの位置づけ分析

スポットを対象, 観光資源を属性として形式文
脈を作成する. 今回はスポットとして googleで
「九州観光」を検索した際に提示されるスポット
58個を, 観光資源の項目としては（公）日本交通
公社の観光資源台帳 [7]における観光資源 24種
目を用いた. 形式文脈の作成には, 各々のスポッ
トについてWikipediaの概要項目からテキスト
マイニングによって各観光資源種目への言及の有
無を調べた. 得られた概念束を図 1に示す. 個々
のノードは一つの形式概念を表す. 本解析におい
ては 76個の形式概念が得られた. 概念束におい
て上方の形式概念ほど, 多くの対象=スポットを
含む. スポット x のラベルは, 最小の概念（空集
合）から上昇して, 初めてそのスポットが登場す
る形式概念 (x∗∗) に付いている. これより上向き
に到達できるすべての形式概念にそのスポット
は含まれる. 同一ラベル内の複数のスポットは,

この文脈では区別できる属性がないことを意味
する. また上下関係にあるスポットは, 下位の方
が上方より多様な観光資源を持つことがわかる.



図 1: 九州観光スポットの概念束

すなわちスポット x が y より多様な観光資源を
持つことを x∗∗ ⊆ y∗∗ によって定義できる. これ
により「開聞岳」は「桜島」より多様な観光資源
を持っていることがわかる. 実際, 観光資源「庭
園・公園」に関して,「開聞岳」に記述があるが,

「桜島」にはない. 概念束における極小ノード (最
小ノード以外に, それより小さいノードがない）
に現れるスポットは, それ自体で閉じていること
を意味し, 単独で形式概念を構成している特徴的
なスポットであるといえる. この概念束において
22個の特徴的なスポットが観測された. このよ
うな状況はもちろん文脈に依存し, 別の文脈では
別の解析結果が得られる可能性があることに注
意されたい.

3.2 観光スポットの特徴束の抽出

前節で行ったスポット間の相対的な特徴付けは
文脈に依存するものであった. この文脈依存性を
逆手にとって,個々のスポットに対し,複数の文脈
から得られる観光情報を統合し, 観光資源的な特
徴量として概念束を利用することを考える. すな
わちスポットを固定し, 複数の観光紹介サイトを
対象,観光資源を属性として形式文脈を作成する.

今回は観光紹介サイトとしてWikipedia, じゃら
ん観光ガイド [8], るるぶ＆more[9]を用いた.

解析の結果, 58個のスポットに対応する特徴
束としては頂点数が 2 ∼ 8 のものが現れた. こ
れは対象=サイト数が 3なので, 対象側のべき集
合束の頂点数 8 = 23 で, 空な関係に対する概念
束（頂点数 1)以外のすべての可能な数を網羅し
ている. また, 頂点数 2, 3, 8の完備束は 1種類し

かないため, ここに分類されたスポットの特徴束
はすべて同型となる. 一方, 頂点数 5の特徴束は
3個の, また頂点数 6の特徴束は 2個の同型類に
別れた. (頂点数 4, 7は偶々1個の同型類であっ
た.) しかしこの同型は全く形式的なものであっ
て, サイトに関しては頂点間の対応を見いだせる
場合もあるが, その際観光資源については意味の
ある対応とはなっていなかった.

4 おわりに

観光スポットの位置づけ分析においては, 記述
における観光スポット間の観光資源の相対的な
充足関係を把握できることが分かった. 文脈への
依存をどう捉えるかが今後の課題である.

特徴束による分類においては, 束構造だけでは
分類として弱すぎることがわかった.　サイト/

観光資源項目の選択と量を調整することで，指
標としての精度が向上するものと期待する.
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