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あらまし  Webページ上のユーザが作成した様々な知識からの辞書自動構築手法について述べる。ここで辞書と
は、企業名や映画名などが記載された語彙集のことである。従来手法は、大量の学習データが必要であったり、言

語的な知識が必要であったりなど事前準備や事前知識が必要であった。本手法は、Webページから語彙を抽出する
パターンを単純化することで事前知識なく多言語に対応でき、Webページ収集の際、検索語として複数の語彙を用
いることで辞書構築に効果的なWebページを収集できる。また、ブートストラップ手法を採用することで、少量の
語彙を用意することで大量の語彙を獲得できる。実験の結果、従来手法の 30分の 1程度のWebページ数で同等の
語彙数と精度であった。 
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Abstract  We developed a method of construction of dictionaries from the web. The dictionary is a semantic lexicon such 
as a list of company names and movie names. Generally, previous approaches need prior knowledge such as training data or 
knowledge of languages. While, our bootstrap-based method search web pages that include many words in a small seed 
lexicon, and can extract a simple pattern that distinguishes a lexicon from the other texts without any prior knowledge. As a 
result of our evaluation, multi-language dictionaries can be made from only 3% web pages compared with the previous 
approach. 

Keyword  Information extraction, Web wrapper, Bootstrapping, Semi-structured text 
 
1. はじめに  
本論文では、Web 知識を利用したブートストラップ

による辞書自動構築手法の提案と精度評価について述

べる。ここで、本論文における辞書とは、共通の上位

概念を持つ語彙集のことである。例えば、企業名辞書

とは、企業名が書かれた語彙集、映画名辞書とは、映

画名が書かれた語彙集のことである。このような辞書

は、テキストからの情報抽出、データベース統合、オ

ントロジの自動生成などにおいて重要である。  
テキストからの情報抽出とは、例えば、テキスト中

の出現単語に種類（人名、地名など）を付与し単語間

の関係を抽出することである。これにより、文書の重

要な部分を簡単に確認したり文書群の概要を把握した

りできる。近年、大量の文書がデジタル化され、文書

の検索、閲覧が可能となったが、検索結果文書の数も

大量であるため、大量の文書から意味ある情報を抽出

したいという要求が高まっている。情報抽出において

テキスト中の出現単語に人名や地名といった種類を付

与するには、人名辞書や地名辞書のように単語を種類

ごとに分類した辞書が必要であり、辞書を充実させる

ことで情報抽出の精度を向上させることができる。  
また、データベース統合とは、例えば、複数のテー

ブルのフィールド間を対応付け、新たなテーブルに統

合することである。近年、企業の合併・統合や大規模

な組織変更によるシステム統合・データベース統合が

増えている。データベース統合におけるフィールド間

の対応付けは、スキーマ名やそのインスタンスを元に

同じ種類のフィールドであるかを判別することが重要

である。このとき、様々な種類の辞書を利用すること

でインスタンスとそのフィールドの種類を判別するこ

とができる。  
辞書構築の従来手法では、特に、ブートストラップ



 

 

手法が注目されている [3][4][9]。ブートストラップ手
法とは、少数の単語リストと文書からパターンを自動

作成し、このパターンを使って文書から単語を抽出し、

抽出した単語を使ってさらにパターンを自動作成する

手法である。このような処理によって、少数の入力の

単語リストを雪だるま式に大量に増やすことができる。

しかし、従来のブートストラップ手法には主に二つの

課題があった。事前知識が必要であること、大量の文

書データを収集していたことである。事前知識として、

言語依存部分へ対応やテンプレート作成が必要であり、

簡単に辞書を構築できないという問題がある。また、

文書は予め準備されていることが前提であり、効果的

に抽出対象となる文書を選択することは考慮されてい

ない。したがって、Web ページを対象に辞書を構築す
る場合、入力の単語リストや抽出できた単語のうち一

単語のみをクエリとし、Web 検索エンジンによって大
量の Web ページを取得する際に、不必要な Web ペー
ジも取得していた。これらの問題に対し、我々は、１）

パターン生成の単純化、２）複数単語クエリによる

Web ページ収集を行なった。また、精度向上のため新
たな指標として、３）単語の出現文書数による単語の

正確性判定を導入する。  
本手法では、作成するパターンは抽出対象単語の左

右文字列のみとする単純な方法とした。これによって、

言語への依存部分をなくし、テンプレート作成などの

手間をなくす。さらに、タグの繰り返し構造だけでな

く、括弧やダブルクオートなどの文字列もパターンに

含めることができるため、タグに囲まれていない部分

であっても抽出できる。  
また、Web ページ収集時、複数単語の組合せを一つ

のクエリとする。これにより、表構造やリスト構造な

どを持つ一覧ページを収集できるので、パターンを簡

単に見つけることができる。さらに、一覧ページであ

るため、抽出単語数も多いことが期待できる。  
従来の手法では、抽出した単語の正しさは、抽出し

たパターンの正しさのみを考慮していた。本手法では、

抽出された単語が異なる Web ページに出現している
かにも注目している。これは、ある単語が異なる Web
ページに多く出現していれば、多くの異なるユーザが

その単語を支持していると考えられるため、正しい単

語を抽出することが期待できる。  
以下では、まず、従来の辞書構築手法を述べる。次

に、我々の提案手法について詳細を述べ、本手法を用

いた評価実験結果を示す。  
 

2. 関連研究  
従来の辞書構築手法は、大きく分けて三つある。1)

自然文データを対象に構築する手法、2)HTML データ

構造を利用する手法、3)検索キーワードログを用いる
手法である。  
自然文データを対象に構築する手法は、Message 

Understanding Conference に代表される情報抽出コン
ファレンスによって発展したものである。これらには、

大量の学習データを入力に抽出パターンを学習する手

法 [1]、決定木を利用した学習手法 [2]などがある。学習
データとは、自然文に対しこの部分は人名、この部分

は地名といったタグを人手により付与したデータであ

る。パターンとは、抽出対象とそれ以外の部分を分け

るための区切り文字列や、品詞や係り受けなどの文脈

の特徴である。これらの手法は、学習データを用意す

る必要があり手間がかかる。また、学習データ種類と

抽出精度は強く依存する。例えば、英語の学習データ

を使って、中国語を抽出することはできない。また、

新聞記事の学習データを使った場合、新聞記事からの

抽出精度は高いが、研究論文などその他のデータから

の抽出精度は一般的に低い。したがって、データ種類

を増やそうとするたびに手間がかかり、Web のような
多種多様なデータを含む情報源に対しては適用が困難

である。  
自然文データを対象に構築する別な手法として、少

量の正解データを入力に抽出パターンを学習する手法

[3][13][14]がある。Riloff ら [3]は，少数の語を入力し
ニュース記事などの自然文データから抽出パターンを

獲得するブートストラップ手法を提案している。抽出

パターンの獲得は AutoSlog システム [4]を用いている。
AutoSlog システムは、言語的なヒューリスティックに
合った文からパターンを作成する。言語的なヒューリ

スティックスとは、例えば、人名を抽出する際、”動詞

+前置詞+抽出対象”や”名詞+動詞+抽出対象”といっ
た言語構造のことである。したがって、他の言語で実

現するには言語的なヒューリスティックを再作成する

必要がある。また、ニュース記事などの文書データは

予め用意する必要がある。Brin[13]は、著者名とタイ
トルの関係を抽出するシステムをブートストラップに

よって実現した。しかし、著者名やタイトルは特定の

文字列パターンに限っており、他の辞書を構築するに

は こ の パ タ ー ン を 毎 回 変 更 す る 必 要 が あ る 。

Sundaresan ら [14]は、略称と正式名称の対応を抽出す
るシステムをブートストラップによって実現した。文

字列周辺パターンだけでなく、正式名称から略称を作

成する変換パターンも用いることで精度を上げている。

変換パターンは、例えば、正式名称の単語一文字目が

略称になるなどである。しかし、一般的な辞書ではこ

のような変換パターンを定義することはできない。  
HTML データ構造を利用する手法として、Web ラッ

パー自動生成手法 [5][6][7][8]がある。Web ラッパー自



 

 

動生成手法とは、表構造などの HTML タグの繰り返し
情報を利用し、抽出対象情報とそれ以外の情報を分け

るパターンを生成する手法である。Kushmerick は、ラ
ッパーを６種に分類し、それぞれを効率よく学習する

アルゴリズムを提案している [5]。これらの手法は、同
一データソースの複数の HTML ページを元に１つの
Web ラッパーとパターンを生成する。例えば、あるシ
ョッピングサイトの複数の商品一覧ページを対象に一

つのパターンを生成する。しかし、Web 上には一つの
データソースで複数の HTMLページが存在することは
仮定できず、１つのデータソースで単一の HTML ペー
ジしかない場合も多い。  

HTML データ構造を利用する別な手法として、楠村
ら [9]の手法がある。Web 文書を対象にブートストラッ
プによって辞書を構築する手法である。楠村らは、精

度の向上のため、予め用意した表構造や箇条書き構造

とその語彙の意味を表す文字列の場所をルールとして

利用している。例えば、映画名辞書を作りたい時、意

味を表す文字列は「タイトル」や「映画名」である。

表構造であればこの文字列が一つ目のセルにあるなど

のルールである。しかし、予めこのようなルールを全

て準備することは困難である。また、抽出対象となる

Web ページを Web 検索により取得しているが、対象
Web ページが多いため処理に時間がかかる。  
検索キーワードログを用いる手法には、山口ら [10]

の手法がある。山口らは、同じ種類の単語は共通の話

題語を持つという仮説を用い、検索キーワードとして

二語以上出現したログを用い、共通の話題語と同時に

出現する語を同種の語として出力する。しかし、この

手法では検索キーワードログという特殊なデータが必

要である。  
 

3. 辞書構築手法  
我々の辞書構築手法の手順概略を図 1 に示す。  
まず、少量の単語リスト（例えば、企業名リスト）

を入力する。以下、はじめに入力した単語リストをシ

ード、シード内の単語のことをシードワードと呼ぶ。

シードワードは、5 から 20 語ほど準備する。次に、１）
Web 検索エンジンを利用し、シードワードを含むペー
ジを収集する。ここでは、複数のシードワードを用い

て辞書構築に有益なページを効果的に収集する。次に、

２）収集したページからシードとそれ以外の語を区切

るパターンを作成する。ここでは、シードワードの左

右文字列をパターンとして採用する単純化を行なうこ

とで言語依存をなくす。３）このパターンを使って単

語を抽出し、条件を満たす単語を選択しシードに追加

する。次に、追加されたシードを使って、さらに Web
ページを収集する。これを数ターン繰り返した後、結

果を出力する。  
以下では、それぞれのステップを説明する。  
 

3.1. Web ページ収集  
 
Web ページ収集では、シードワードの組合せをクエ

リとした Web 検索エンジンの結果から、Web ページを
収集する（図 2）。  
本手法では、シードワードの組合せをクエリとして

いる。なぜなら、ブートストラップにより効率よく辞

書を増殖するには、抽出対象の単語が一つ現われるペ

ージではなく、複数の単語が出現するページを収集し

たほうが良いからである。また、複数の単語が出現す

るページは表構造やリスト構造で記述され、同じパタ

ーンで抽出できる可能性がある。したがって、Web 検
索エンジンに渡すクエリをシードワードの組合せとす
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図 2. Web ページ収集時のクエリ作成方法  



 

 

る。本手法では、シードワードから k 個の単語をラン
ダムに選択しこれをクエリに用いる。また、ブートス

トラップの各サイクルで、以前のサイクルで既に選択

した組合せは使用しないものとする。  
 

3.2. パターン作成  
 
パターン作成では、収集した Web ページとシードを

使って、シードワードとそれ以外の語を区切るパター

ンを作成する。  
本手法では、パターンは、シードワードの左右の文

字列として表す。このようにすることで、言語に依存

しないパターンを作成できる。また、タグ構造に厳密

でないパターンも作成できる。例えば、括弧記号やタ

グ内の属性値の一部などである。Web ページのデザイ
ンのため、class 属性や style 属性を利用することがあ
る。同じデザインの語は同じ種類の語であることが多

くこのような属性値は重要な手がかりとなる。  
また、同一ページ内から一つのパターンを採用し、

これを用いて単語を抽出する。Web ページは、作成者
や作成方法が異なるため、記述形式もばらばらである。

例えば、あるページは表構造、あるページはリスト構

造、別のページは括弧区切りなどである。しかし、同

一ページ内では記述方法は同じである場合が多い。し

たがって、本手法では、同一ページ内から一つのパタ

ーンを作成し、このパターンを使って単語を抽出する。 
また、以下のパターンスコア PS を用いてパターン

を採用するか決定する。  
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パターンスコアは、パターン Pi で抽出できるシード

ワードの割合を表す。Fi とは、パターン Pi で抽出可能
なシードワード数である。Ni とは、Web ページ内に出
現したシードワード数である。パターンスコアが最低

p 以上のパターンで、パターン文字列が長いものを用
いる。  

 

3.3. 単語選択  
 
単語選択では、まず、パターンを使って単語を抽出

し、一定の条件を満たす単語のみをシードに追加する。

ブートストラップ手法では、誤った単語がシードに追

加されると、そこから誤ったパターンが作成され、さ

らに誤った単語が増えていく。したがって、パターン

により抽出した単語をそのままシードに追加するので

はなく、一定の条件を設定することは重要である。  
本手法では、この条件に出現ページ数の下限 d を用

いる。これにより異なる d 個以上のページに出現する
単語のみを選択する。その際、同じパターン、同じ単

語出現順序のページは同じページとみなし出現ページ

数に換算しない。なぜなら、URL や記述方法が同じペ
ージは同じユーザが作成したページであると考えられ

るためである。このように、出現ページ数を用いるこ

とで、複数のユーザが支持している単語を選択できる。 
 

4. 辞書構築評価実験  
 
主に二つの実験を行う。一つは、検索に用いる単語

数などのパラメータに関する実験、一つは、ブートス

トラップによる実験である。  
パラメータに関する実験では、各パラメータと精

度・語彙数・レコード数の関係を見る。ここで、語彙

数とは辞書中の語の数、レコード数とは Web ページか
ら抽出できた単語数である。評価するパラメータは、

検索に用いる単語数 k、単語選択時のページ数 d であ
る。これらのパラメータの関係を見るため、シードと

して英語映画名 10 語を与え、初回ターンのみを実験し
た。本実験では検索エンジンとして Yahoo 検索 API を
用いた。また、精度評価は、語彙数の 10%以上の語を
ランダムサンプリングし正解か不正解を判断した。こ

こで、英語映画名 10 語は、2006 年 12 月のある週にお
ける映画興行収入 TOP10[11]である。  
次に、いくつかの種類の辞書を 2 ターン以上循環さ

せブートストラップでの精度と収集語彙数を評価する。

シードとして、英語映画名 10 語、日本語映画名 10 語
を与える。英語映画名 10 語は、パラメータに関する実
験で用いたものと同じである。日本語映画名 10 語は、
2006年 12 月某日の allcinema ユーザアクセスランキン
グ [12]より選択した映画である。  
次に、作成できたパターンについて示す。  
 

4.1. 検索単語数  
 
本手法では、Web 検索に用いるクエリとして、k 個

のシードワードを用いている。この単語数が多いほど、

一つの Web ページから抽出できる単語数が増え、最終
的な語彙数も増えると予想される。しかし、k が大き
すぎると収集できる Web ページが少なくなり、語彙を
抽出できなくなる。したがって、本実験では、検索単

語数と抽出できるレコード数と辞書の語彙数の関係を

見ることが目的である。  
本実験では、単語数 k を 1 から 10 まで変化させ、

語彙数、レコード数との関係を示す。パターンスコア



 

 

下限 p=40 とし、単語選択時の出現ページ数を最も小
さい d=2 とした。また、収集ページは、各クエリの検
索結果上位 10 件までを収集し、200 ページ収集できた
時点で収集を終了した。  
結果を、図 3 に示す。まず、語彙数とレコード数に

着目する。検索単語数 k=1 から k=6 までは、順次、語
彙数・レコード数ともに増加している。これは、検索

単語数を複数単語にしたため、一覧ページが収集され、

レコード数も抽出語彙数も増加したためであり、当初

予定していた効果が得られている。  
次に収集ページ数に着目する。k=6 以降は収集ペー

ジ数が 200 ページに達せずに減少している。これは、
k=6 以降は検索単語数が多いために全てを含むページ
を発見できなかったためであると考えられる。  
次にレコード数と語彙数に着目する。少ないレコー

ド数で多くの語彙を得られるほうが効率よく辞書を増

やすことができる。語彙数をレコード数で割った語彙

獲得率を調べると、語彙数の少ない k=1 を除く k=2 か
ら k=5 まででは、k=2 が最も高い。  
以降では、語彙数が多く収集ページ数も確保できる

k=5 と、語彙獲得率の大きかった k=2 を用いて実験を
行う。  

 

4.2. 出現ページ数  
 
本手法では、抽出できた単語をシードに追加する際、

単語の出現ページ数の下限を用いている。出現ページ

数 d を大きくすることで、複数の異なるユーザから支
持され、辞書の精度が高くなると考えられる。しかし、

出現ページ数 d が大きすぎると、d 以下の出現ページ
数であるが正しい単語がシードに追加されなくなって

しまう。したがって、ここでは出現ページ数と辞書の

精度と語彙数に注目する。  

本実験では、検索単語数 k=2 と k=5 について、出現
ページ数 d を 1 から 5 まで変化させ、精度、語彙数と
の関係を示す。その他の条件は前述と同様とした。  
結果を図 4 に示す。検索単語数 k=2 と k=5 のどちら

の場合でも、出現ページ数 d=3 の時精度 100%となり、
d=4 以降は同じ精度のまま語彙数が減少している。こ
れは、3 ページ出現した単語をシードワードに追加す
れば十分な精度を保てることを示している。以降では、

出現ページ数 d=3 を用いて実験を行う。  
 
 

4.3. ブートストラップと精度  
 
本実験では、上記実験結果から得られたパラメータ

を利用して、約 1000 個の語彙が収集できるまでブート
ストラップにより収集を行い、その精度と語彙数の変

化を見る。また、日本語と英語の辞書を構築し多言語

に対応できることを示す。  
シードは、英語映画名 10 語、日本語映画名 10 語を

用いた。検索単語数は上記実験で得られた k=2 と k=5
の二つ、および、出現ページ数 d=3 とした。パターン
スコア下限は p=40、各ターンでの収集ページ数は 200
とした。  
図 5 に結果を示す。横軸は収集した語彙数であり、

縦軸は精度である。グラフは、英語映画名・k=2・d=3、
英語映画名・k=5・d=3、日本語映画名・k=2・d=3、日
本語映画名・k=5・d=3 の４種類を示している。  
まず、収集ページ数と語彙数についてである。最も

収集ページ数が必要だったのは英語映画名・k=2・d=3
であり、約 3200 ページで 965 個の語彙を獲得できた。
最も収集ページ数が少なかったのは英語映画名・

k=5・d=3 と日本語映画名・k=5・d=3 であり、約 600
ページで約 1700 個の語彙を収集できた。楠村ら [9]の
方法では、同程度の語彙を獲得するために約 10 万ペー
ジの収集が必要であった。方式が異なるため、そのま

まの比較はできないが、本方式は約 30 分の１から 160
分の１のデータ量で同程度の語彙を獲得できた。これ

は、検索単語数を複数に設定した効果であると推測で

きる。  

単語数 

   k 語彙数 レコード数 

収集 

ページ数 

語彙 

獲得率

1 24 105 80 22.9

2 192 1490 183 12.9

3 248 2279 203 10.9

4 264 2361 200 11.2

5 250 2797 202 8.9

6 273 3236 192 8.4

7 106 1576 102 6.7

8 60 470 50 12.8

9 37 229 28 16.2

10 10 62 10 16.1

図 3. 検索単語数と語彙数・レコード数・  
収集ページ・語彙獲得率の関係  

 検索単語数 k=2 検索単語数 k=5

ページ数 d 精度 語彙数 精度 語彙数

1 64.1 542 71.0 519

2 73.9 192 77.6 250

3 100 64 100 100

4 100 35 100 74

5 100 27 100 55

 
図 4. 出現ページ数と精度・語彙数の関係  



 

 

次に、精度についてである。英語映画名でも日本語

映画名でも、精度が高いのは検索単語数 k=2 である。
また、検索単語数 k=2 の場合、精度が上昇していく現
象が見られ良いサイクルであることがわかる。しかし、

検索単語数 k=5 の場合、精度が下降する悪いサイクル
に陥っている。これは、検索単語数が多すぎる場合、

一回のターンで収集できる語彙数が多い分、誤りの単

語を多く収集してしまうためであると考えられる。し

たがって、検索単語数が多すぎる場合、精度を確保で

きないと思われる。  
また、英語映画名・k=2・d=3 の時、最後のターン (16

ターン目 )で急激に精度が落ちている。15 ターン目ま
では約 95%と高い精度を保っている。これは、前述の
実験より、パターンスコアの下限と出現ページ数によ

って高精度を保っていると考えられる。しかし、16 タ
ーン目で精度 85%となり 10%程度落ちている。誤りの
大半は、映画館名やその関連イベント名であった。一

つの解決方法は、「映画」など上位概念の単語との抽出

単語との共起関係を利用することであるが、映画館の

ように映画には関係しているが映画名ではない単語が

多いため、この方法だけでは解決できない。別の解決

方法は、出現ページ数 d を大きく設定することである。
しかし、大きくしすぎると正解の単語も取り逃してし

まう。したがって、周辺の辞書（例えば、映画辞書と

映画館名辞書など）を同時に構築し単語を分類するな

どの手段により再評価する必要がある。他の解決方法

として、Web ページ収集の検索単語を選択する際に、
初期シードとして与えたものと共起しやすい映画名ら

しいものを採用することで不正解を軽減できる可能性

がある。  
次に、収集できた辞書についてである。今回シード

として与えた映画名は 2006 年の映画であったため、収
集できた映画名も最近の映画名が多かった。シードの

与え方を変更することで、構築する辞書の性質が異な

ることも予想される。例えば、コメディーの映画名を

シードとして与えると、コメディーの映画名を中心に

辞書構築できるなどである。今後、シードと構築結果

の関係についても評価していきたい。また、語彙には

同義語が複数含まれている。ほとんどは、大文字小文

字の違い、「The Queen」と「Queen, The」という「The」
の置換、サブタイトルの有無などであり、一部言語依

存となるが、ヒューリスティックから得られるルール

で解決できると思われる。しかし、少数ではあるが、

短縮形や言語の違いなどによる異表記は解決できない。

同義語の既存研究を利用し適用実験を行っていきたい。 
 

4.4. パターンの種類と効果  
 
上記実験において作成されたパターンの例とパタ

ーンの種類を示し、言語依存性がないこと、HTML タ
グ構造以外のパターンが有用であることを示す。まず、

作成できたパターンの例を示し、次に、抽出できたパ

ターンの種類とその割合を示す。  
図 6 に作成できたパターンの例を示す。各パターン

は文字列のみを考慮して作成し言語的な知識やタグに

関する知識は用いていない。そのため、タグの途中ま

でのパターンが作成されている。タグの途中までであ

ってもタグの属性により的確に選択できる。例えば、

一行目は、左パターンに class 属性を含んでいる。二
行目は font タグの color 属性を含んでいる。これらの
属性は、Web ページのデザインに良く用いられる属性
である。同じ種類の文字列は同じデザインで表現する

ことが多いため、これらのパターンは有用である。ま

た、タグ以外のパターンでも作成できる。三行目は、
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図 5. ブートストラップと精度  
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左パターン  右パターン 

.html" class="link1"> 単語 </a> 

#movie"><font color=#ffffff> 単語 </b></font></a> 

&#8220; 単語 &#8221; 

headline_url">         &bull; 単語 </a> </td></tr>  <tr><td class="head 

図 6. パターンの例  



 

 

パターンに「&#8220;」「&#8221;」というタグ以外の
文字列を含んでいる。この文字列は、HTML 文字列参
照を示し、ページ表示時には「“」「”」の記号を示す。

また、四行目は、「&bull;」という文字列を含んでいる。
これは、ページ表示時には「・」の記号を示す。この

ように、タグでは表現できない区切り記号などをパタ

ーンにできるため、的確に単語を抽出できる。  
図 7 に作成したパターンの種類と割合、パターンを

使って抽出した単語の精度（レコードの精度）を示す。

パターンの種類には、タグ名のみで構成されるもの、

タグ名と属性値またはその一部のみで構成されるもの、

タグと属性以外の文字列を含むものがある。図は、英

語映画名、検索単語数 k=2、出現ページ数 d=3、収集
ページ数は 200、パターンスコア下限 p=40 とした時の
結果である。主に、タグ名と属性を含むものが多いこ

とがわかる。また、タグと属性以外の文字列を含むパ

ターンの割合は少ないが、レコードの精度は最も高い。

パターンを文字列で表すことで得られた効果である。  
 

5. おわりに  
 
本論文では、Web を情報源としてブートストラップ

による辞書構築手法の提案と評価を行なった。Web ペ
ージを効率よく収集することで少量のページ数でも辞

書を構築でき、また、パターンを文字列で表現し単純

化したことで容易に多言語の辞書を構築できる。評価

実験により、従来研究と同じ規模の辞書を約３０分の

１のページ数で収集でき、何の変更も加えずに多言語

の辞書構築が可能であることを示した。  
今後の課題として、安定した高精度での辞書構築が

上げられる。ブートストラップにおける単語の選択方

法や、Web ページ収集における検索単語の選択方法を
改良する必要がある。また、他分野の辞書での評価や

他のパラメータの評価も必要である。例えば、今回は、

各ターンでの収集ページ数とパターンスコア下限値を

固定した実験を行った。他に、収集ページ数と語彙数

と精度の関係、パターンスコアと精度の関係も評価し

ていきたい。同様に、収集ページ数が増えた場合、ペ

ージ数が増えるため出現ページ数 d も変更すべきであ
ると思われる。この関係も評価していきたい。  
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パターン種類 割合(%) 
レコード 

精度(%) 

タグのみ 0.9 68.2

タグと属性のみ 92.2 84.7

タグと属性以外の 

文字列を含む 
6.9 87.5

図 7. パターンの種類と割合  


