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あらまし 近年，知識処理の有用なコーパスとして，ユーザ同士が協調してコンテンツを編集するWeb百科事典

「Wikipedia」に多大な注目が集まっている．筆者らはこれまでの研究において，Wikipediaに対してリンクの共起性

を解析することで，高いスケーラビリティで精度の良い連想シソーラス辞書が構築できることを示してきた．しかし，

リンク共起性解析において更なる精度向上のためには，リンクの出現順序以外の指標による重み付けが必要であると

いう課題があった．そこで本研究では，リンク共起性解析においてセンテンスの距離を考慮することが，解析結果に

どのような影響を及ぼすかについて分析した結果を報告する．
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Abstract Wikipedia, a huge scale Web based encyclopedia, attracts great attention as a valuable corpus for knowl-

edge extraction. We have already proved the effectiveness of a link co-occurrence analysis to construct a scalable

and accurate association thesaurus. However, in order to improve accuracy further, we need to consider not only

the appearance order of links but also other measures. In this paper, we report the results of some experiments to

examine the effects of a link co-occurrence analysis considering sentences for the thesaurus construction.
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1. は じ め に

一般のキーワードによる情報検索システムでは，クエリ中の

キーワードを直接含まない文書を検索することができない．そ

のため，クエリに含まれるキーワードに関連する単語を新たに

クエリに付け加える，クエリ拡張という手法が研究されてきた．

クエリ拡張を行うと，クエリとして指定されたキーワードを直

接含まない文書であっても検索することができる．情報検索の

研究分野では，クエリ拡張を実現する技術として，シソーラス

辞書を使う手法が知られている．シソーラス辞書は，語彙どう

しの関係を定義した辞書であり，関係性（is-a, part-ofなど）を

明確に定義した「関連シソーラス」（Relation Thesaurus）と，

与えられたキーワードから連想される語を抽出するための「連

想シソーラス」（Association Thesaurus）に大別される．筆者

らの研究グループでは，後者の連想シソーラスの構築に関する

研究を進めてきた．連想シソーラスは，各概念をノード，関連

度をエッジとする一種の重み付きグラフとして表現される．関

連シソーラスのような階層構造（Hierarchy）ではなく，語と語

の関係がネットワーク状に配置されており，与えられた語から

関連する概念のリストを高速に抽出することが可能である．

一方，WWW の爆発的な普及に伴い，Wikipedia に代表さ

れるWeb事典が公開されてきた．Wikipediaは，Wikiを利用

して構築された百科事典であり，文化，歴史，数学，科学，社

会，テクノロジなどの幅広い分野の語（記事）をカバーして

いる．Wikipedia では，Web ブラウザを通じて，他のユーザ

と議論しながら自由に記事を投稿できることが大きな特徴で

ある．Wikipediaには，2006年 9月の段階で約 137万もの膨

大な数の記事（英語のみ）が公開されており，市販の百科事典
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の記事数が数万から 10万であることと比較してもその規模が

膨大であることが分かる．Nature 誌によると，Wikipedia の

記事数および精度は，多くの専門家が集まって作成した百科

事典「Britannica」と同等であると報告されている [8]．また，

Wikipedia などのWeb 事典と通常の電子事典の最大の違いは，

記事（概念）どうしがハイパーリンクで互いに参照されている

ことである．ハイパーリンク（以降リンク）は，インターネッ

ト上のリソースを一意に表す URLによって，そのリソースへ

の参照を提供する．

筆者らは，Wikipediaのこれらの特性に着目し，Wikipedia

に対して Web マイニングを行い，有益な情報を抽出する

Wikipedia マイニングに関する研究を行ってきた．特に，

Wikipedia を用いることで語彙どうしの関係を定義した連想

シソーラス辞書を高精度で構築できることを示してきた [11]～

[13]．具体的には，Wikipediaのリンク構造を nホップまで解

析することによって，概念間の関連を高い精度で求めることが

できる手法として pfibfを提案した．さらに，高いスケーラビ

リティを実現する手法としてリンク共起性解析 [11]を提案した．

本研究では，さらなる精度向上のために，リンク共起性解析

の際に文書構造を考慮したアルゴリズムを提案する．これまで

のリンク共起性解析 [11]では，リンクの出現順序のみを用いて

共起性解析を行った．しかし，近くのセンテンスに含まれるリ

ンクは，遠くのセンテンスに含まれるリンクに比べて意味的な

関連性が高いと考えられる．そこで，共起性解析の際にセンテ

ンスを考慮した重み付けを行うことによって，さらに精度を向

上できる可能性がある．

本論文の以下では，第 2章で関連研究について述べ，第 3章

でセンテンスを考慮したリンクの共起性解析について解説する．

第 4章では実験により本手法を評価する．最後に，第 5章でま

とめと今後の展望を述べる．

2. 関 連 研 究

2. 1 自然言語処理によるシソーラス辞書構築

自然言語処理によるシソーラス辞書構築の研究の歴史は古

く，コーパス解析により（半）自動的に構築する手法が数多く

提案されてきた．たとえば，語の共起関係に基づいて構築する

もの [10]や，語のフィルタリングやクラスタリング手法を用い

る研究 [2], [4]などがある．しかし，自然言語処理において，語

義や係り受けなどの曖昧性および多義性の解消，同義語の同定

などの諸問題はいまだ残っており，シソーラス辞書構築の精度

低下の主要因となっている．

また，形態素解析の問題もある．自然言語処理によりシソー

ラス辞書を構築する場合，前処理として，入力文を意味のある

最小の言語単位である形態素に分け，品詞タグを付与する必要

がある．形態素解析および品詞タグを付与するツールとしては，

Brillの Tagger [1]が有名であるが，未知語への対応や曖昧性の

取り扱いなどが問題となっている．

2. 2 Webサイトからのシソーラス辞書構築

Web コーパスと通常の文書コーパスの性質の最も大きな違

いは，ハイパーリンクである．ここで，あるページを pi とす

ると，ページ pi が持つ他のページへのリンクをページ pi の

フォワードリンク（Forward Link），ページ pi が持つ他のペー

ジからのリンクを pi のバックワードリンク（Backward Link）

と呼ぶ．リンクは，単に他のドキュメントへ移動するための機

能を提供するだけでなく，トピックの局所性やリンクテキスト

（Link Text）など重要な情報を豊富に有している．トピックの

局所性とは，リンクで繋がっているページどうしは，繋がって

いないページどうしに比べて同じトピックに関する記述である

場合が多いという性質である．Davisonらの研究 [5]は，このト

ピックの局所性が多くの場合に正しいことを示している．また，

リンクテキストもWebサイトからのシソーラス辞書構築にお

いて重要な役割を果たす．リンクテキストとは，リンク（Aタ

グ）における内部テキスト部分を指す．リンクテキストは一般

的に被リンクページの内容（要約）を表現していることが多い．

上記のようなWebコーパスの特徴を生かし，リンク構造を

解析することで，シソーラス辞書を自動的に構築する研究が最

近注目を集めている [3]．Webサイトからのシソーラス辞書構

築では，Webコンテンツの増加・更新に従い，新しい語や他の

語との関係などの情報を更新することができるというのが大き

な特徴である．

しかし，これらの手法は，解析対象とするコーパスに関する

考察がなく，依然として自然言語処理を利用した解析による精

度の問題などが残されている．また，膨大なWeb空間をコー

パスとして用いた場合，探索空間が広すぎ解析内容が収束しな

い場合がある一方，ドメインを限定した場合には内容が偏ると

いった問題がある．

2. 3 Wikipediaからのシソーラス辞書構築

Wikipedia では，Wiki によるコンテンツ管理を導入するこ

とにより，通常のWebコーパスや電子辞書とは異なる特徴を

持つ．1つ目は，ハイパーリンクによる記事どうしの参照であ

る．各記事は，説明のテキスト，図表，そして別の記事に対す

る多数のリンクで構成される．従来の辞書や電子辞書では，機

械可読なフォーマットで概念どうしの関係が表現されているも

のは少なく，概念どうしの関連を抽出するためには，説明文の

中からさらに一度自然言語処理を行う必要があり，精度の低下

を招く要因となっていた．しかし，Wikipedia の場合はWiki

をベースにしており，簡単に他の概念へのリンクを定義できる

ことから，良質な概念どうしのリンクが多いという特徴を持つ．

2つ目は，Wikipediaが高密度なリンク構造を持っているこ

とである．筆者らは，予備実験としてWikipedia 内における

リンク数をカウントしたところ，2006 年 9 月の段階で約 380

万ページ（Redirectリンクを含む）に約 8,000万の内部リンク

（Wikipedia 内へのリンク）を抽出し，Wikipedia では閉じら

れた語彙空間の中で密なリンク構造を持っているということを

確認している．

3つ目に，コンテンツの網羅性がある．従来，WWWを自然

言語処理のコーパスとして利用する場合，その探索空間が膨大

になりすぎることから，解析内容が収束しないもしくは偏って

しまうという問題があった．これに対し，Wikipediaは最新の

幅広い分野の記事が網羅されており膨大な量のコンテンツが存

在するものの，WWWの探索空間に比較するとそのリンク構

造はサイト内で閉じられているため，現実的な時間での解析が

可能である．

4 つ目に，URL によって概念を一意に特定できるという特

徴がある．自然言語処理においては，様々な局面で未知語の問

題に突き当たる．たとえば，形態素解析において未知語が存在
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すると，解析の精度が大きく下がることは周知である．また，

「Apple」のような果物や社名など様々な意味が存在する多義

語において，自然言語処理でそれぞれの意味を判別するには，

前後の文脈で判断するなど高度な解析技術が必要であり，困難

である．しかし，Wikipediaでは URLによって一意に示され

る一つの記事（ページ）が一つの単語（概念）を表しており，

多義を持つ単語には，意味に応じて別々の記事が用意されてい

る．そのため，形態素解析における未知語の弊害もなく，多義

語の判別も不要であり，高精度なシソーラス辞書の構築が可能

である．

以上のような理由から，Wikipediaをシソーラス辞書構築の

コーパスとすることは，多くのメリットがある．Wikipediaを

解析してシソーラス辞書を構築する先行研究として，tfidf を

使った手法と pfibfを使った手法がある．以下にこれらの手法

を解説する．

2. 3. 1 tfidf

tfidf [9]は，Saltonらによる文書中の重要なキーワードを抽

出するための手法である．tfidfは tf（Term Frequency）と idf

（Inverse Document Frequency）の二つの指標を利用し，それ

らの積によって文書中の各語の重要度を計算する．tfは文書中

における特定の語の出現頻度であり，文書中に多く含まれる語

が特徴語とされる．idf は全文書中に，特定の語が出現する文

書数の逆数であり，出現する文書数が多い語は idfの値が小さ

くなる．つまり，広く使われている一般的な語ほど特徴語とし

ての重要度が低くなる．

この tfidfをWikipediaに適用した例として，Gabrilovichら

による研究 [7] がある. Wikipedia においては，一ページが一

概念（語）に対応し，リンクは他の概念に対する意味的かつ明

示的な関係を示す．そのため，tfidfでページ内の重要なリンク

を抽出することで語どうしの関係性を抽出することができる．

この手法では，一つの概念の特徴ベクトルを抽出するには一

つの記事に存在するリンク情報だけを解析すれば良いため，ス

ケーラビリティは高い．しかし，それ故に記事の内容に信頼性

がない場合やリンク数が少ない場合に，精度が低下する．

2. 3. 2 pfibf

pfibf（注1）[12], [13]は，2つの記事 vi と vj の関連度を算出す

る手法である．pfibf は pf（Path Frequency）と ibf（Inverse

Backward link Frequency）の二つの指標を利用し，それらの積

によって関連度を算出する．pfは記事 viから vj へのパスの多さ

と，各パスの短さによって決定され，全経路T = {t1, t2, · · · , tn}
によって次の式で表わされる．

pf(vi, vj) =

n∑
k=1

1

d(|tk|)
(1)

ここで，dは経路 tk の経路長に応じて増加する関数であり，単

調増加関数を利用する．

ibfは全記事中の記事 vj が参照された数，つまり記事 vj が持

つ Backwardリンク数の逆数である．この指標は，記事 vj に

対するリンクが多いほど小さい値になる．したがって，記事 vi

から記事 vj への関連度は pfibfによって次の式で与えられる．

（注1）：pfibf は，lfibf（Link Frequency – Inverse Backward link Fre-

quency）から手法名が変更されたものである．

pfibf(vi, vj) = pf(vi, vj) · ibf(vj) (2)

ibf(vj) = log
N

df(vj)
(3)

N は全記事数，df(vj)は記事 vj が持つ他の記事からのリンク

数とする．つまり，pfibf に基づく記事 vi から vj への関連度

は，vi から vj へ多くの短いパスを持ち，vj の Backwardリン

ク数が少ない場合に高い値を示す．

この手法では，nホップ先までのリンク構造を解析し，語彙

どうしの関連度を算出している．そのため，一つの概念に対す

る計算量が多く，全体として多量の計算が必要になる．

3. 提 案 手 法

筆者らは，従来研究においてスケーラビリティの高いシソー

ラス辞書構築手法であるリンク共起性解析 [11]を提案した．本

章では，リンク共起性解析のさらなる精度向上のために，リン

クの出現順序と共に，それらのリンクを含むセンテンスの距離

を考慮する手法を提案する．

以下では，まずリンク共起性解析について解説した後，提案

手法について解説する．

3. 1 リンク共起性解析

リンク共起性解析 [11]は，リンクの共起関係を統計的に解析

することで，リンク先の記事どうしの関連度を算出する手法で

ある．リンクの共起とは，単語をリンクとして扱うということ

以外，基本的な概念は単語の共起と同様である．つまり，リン

クが共起するということは，特定の範囲においてある異なる二

つのリンクが同時に出現するということである．共起回数と出

現回数から共起性を求める手法としては，Cosine，相互情報量，

Dice係数，改良 Dice係数などが一般的に用いられる．本研究

では，Wikipediaでのリンク共起性解析に関する先行研究 [11]

で精度の良かった Cosine を利用することとする．リンク x, y

の共起性を以下の式で表す．

Cosine(x, y) =
fxy√
fxfy

(4)

ここで，fx, fy は xと y がそれぞれ独立に出現する回数，fxy

は xと y が同時に出現する回数とする．

Wikipedia のリンク共起性解析では，リンクは参照先 URL

が同じなら同じリンクとみなされ，Wikipedia全体でのリンク

の共起性を解析する．ここで，先に述べたように，Wikipedia

におけるリンクは，参照先の記事を一意に表している．そのた

め，二つのリンク（URL）の関連度を求めることは，Wikipedia

の記事が表す二つの語（概念）の関連度を求めることと等価で

ある．

ところで，Wikipediaを解析する際，同じ記事内での共起を

カウントすると，リンク数の多い記事の場合，非常に膨大な共

起の組み合わせが存在する．そこで解析範囲を近傍のリンクに

限定するウインドウを設定して，ウインドウ内のリンクのみに

おいてだけ共起しているとみなす [10]．たとえば図 1の，「○○

○」という概念に関する記事（図上部）から，解析対象データ

であるリンクを出現順で並べたデータ（図下部）を生成した例

を用いて説明する．図中のアルファベットは，その記事のリン

クにおけるリンク先記事を表している．この例では，ウインド

ウサイズが 3の場合の解析例を示しており，解析対象データの

— 3 —



図 1 記事の解析例

先頭からウインドウが図に示すように一つずつ移動する．各ウ

インドウの位置で，図に示すような 2つのリンクペアが共起し

ていると見なされる．このように，指定されたサイズのウイン

ドウに基づいて計算された各記事のリンクペアの共起回数を，

全記事で合算することによって，Wikipedia 全体におけるそれ

ぞれのリンクペアの共起回数を算出する．

なお，リンク間の関連度を算出するためには，リンクの二次

共起 [10]によって関連度を求める．これは，リンクの一次共起

のみを用いた場合，直接共起しないリンクペアは関連性がない

と判断されるが，本来関連性はあるが直接共起しないようなリ

ンクペアも存在するためである．二次共起ではこの問題を解決

するために，たとえ直接共起しなくても，同じ共起特性を持つ

かどうかで関連性を測る．二次共起による関連度を求める際，

各リンクにおいてどのようなリンクと共起するかという，各リ

ンクの共起特性を表すリンクベクトルを生成する．リンクベク

トルは，ベクトル空間モデルに基づく，リンクの種類を次元，

各リンクに対する一次共起による共起性を要素とする多次元ベ

クトルであり，リンク iの共起特性を表わすベクトル vi は以下

のように表される．

vi = {li1, li2, li3, · · · , lin} (5)

ここで，lij はリンク i, j 間の一次共起による共起性である．こ

のように作成されたリンクベクトルを利用し，ベクトル間の

Cosine 相関を計算することで，それぞれのリンクの共起性パ

ターンがどれだけ似ているかという関連度を二次共起として求

めることができる．

このように，リンク共起性解析はWikipedia全体の大域的な

統計情報であるため，tfidfのように特定の概念の特徴情報がそ

の概念を表す記事の質に大きく左右されず，精度に影響を与え

ないという特性を持つ．またリンク構造を nホップ先まで解析

する pfibfに比べて，解析対象データを一度走査するだけなの

で，計算量が大幅に少なくスケーラビリティが高い手法である．

3. 2 センテンスを考慮したリンク共起性解析

前節で解説したリンク共起性解析では，各記事のリンクを出

現順に並べたデータを用いて，ウインドウサイズを設定し共起

性解析を行っている．この場合，たとえ隣り合うリンクであっ

ても，Wikipediaの記事上では何センテンスも離れている場合

がある．たとえば，図 2 のような例を考える．なお，この図

¶ ³
Vista includes technologies such as ReadyBoost and

ReadyDrive which employ fast flash memory (located on

USB drives and hybrid hard disk drives respectively)

to improve system performance by caching commonly-used

programs and data. This manifests itself in improved bat-

tery life on notebook computers as well, since a hybrid drive

can be spun down when not in use. Another new technology

called SuperFetch utilizes machine learning techniques

to analyze usage patterns in order to allow Windows Vista

to make intelligent decisions about what content should be

present in system memory at any given time.µ ´
図 2 記事の例：「Windows Vista」から抜粋

では，下線のある文字列を他の記事へのリンクとする．この場

合，同一センテンス内で共起する「SuperFetch」と「machine

learning」の関連性と，これらの概念とセンテンスの異なる

「bybrid hard disk drives」や「USB Drives」などとの関連性

を考えると，前者の方が関連性が強い可能性が高い．言い換え

れば，出現順で隣り合うリンクであっても，実際には 20セン

テンスも離れている場合，これらのリンク間の関係性は低いと

考えられる．このような状況は，リンク共起性解析時のウイン

ドウサイズを大きくすれば，より多く発生する．

そこで，このような問題を解決するために，各センテンスに

出現順で IDを付与したデータを生成し，共起するリンクペアが

存在するそれぞれのセンテンス間の距離を考慮することによっ

て，リンク共起性解析の精度向上を目指す．具体的には，共起

するリンクペアが存在するそれぞれのセンテンス間の距離があ

る範囲以内であれば，そのリンクペア重みを付ける．これは，

直観的にも近傍のセンテンスに現れるリンクが関連度が高いと

考えられるためである．アルゴリズムは以下のとおりである．

（ 1） Wikipedia全体の各リンクの出現回数と，共起するリ

ンクペアが存在するそれぞれのセンテンス間の距離別に共起回

数をカウントする．

（ 2） センテンスの距離別の共起回数から，Cosineによって

それぞれの共起性を計算する．

（ 3） センテンスの距離に応じて共起性に重み付けした値を，

共起するリンクペア毎に合算する．

以上の処理を行うことによって，各共起毎にセンテンスの距離

に応じた重み付けが行われたリンクペアの共起性を求めること

ができる．リンク xと yのセンテンスの距離によって重み付け

られた Cosineによる共起性を，以下の式で表す．

WeightedCosine(x, y) =
∑

d

wd
fxyd√
fxfy

(6)

ここで，fx, fy は xと yのそれぞれの出現回数，fxyd は x, yの

それぞれのリンクを含むセンテンス間の距離が dの共起回数，

wd はリンクを含むセンテンス間の距離 dに応じた重みを表す．

wd は，リンクを含むセンテンス間の距離による意味的な近さ

に応じて決定する．

4. 実 験

4. 1 実 験 概 要

本実験では，リンク共起性解析に対してセンテンスの距離を
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表 1 計算機環境

項目 仕様

CPU Intel Xeon 5160 3.0GHz × 4

メモリ 16 GB

OS SUSE Linux Enterprise Server 10

開発言語 C++

コンパイラ Intel C++ Compiler 9.1

考慮することによって，構築されるシソーラス辞書にどのよう

な影響があるかを分析することを目的とする．実験項目とし

ては，構築されたシソーラス辞書の精度の評価，および，実際

にサンプリングした関連概念リストの主観的な評価を行う．精

度の評価は，テストデータセットとして連想関係の評価によ

く使われる「WordSimilarity-353 Test Collection」[6]を用い，

スピアマンの順位相関係数によって行う．実際に用いるテスト

データセットは，リンク共起性解析に関する先行研究 [11]で用

いた 100組の単語ペアを用いる．

解析対象としては，2006年 9月時点の英語版Wikipediaの

データからノイズ記事を除去した，記事数約 82万，総リンク数

約 4,000万のデータを用いた．なおノイズ記事の定義は，トッ

プページやカテゴリページなどの通常の記事ではないもの，記

事内のリンク数が 5つ以下のものとした．

4. 2 実験結果と考察

本節では，提案手法によって構築したシソーラス辞書のテス

トデータセットによる評価と，関連概念リストの主観評価のそ

れぞれについて，結果を解説し考察する．リンク共起性解析の

条件としては，ウインドウサイズを 5に設定した．これは，セ

ンテンスの距離を考慮することによるシソーラス辞書構築への

影響の特徴を，より抽出しやすくするために，ウインドウサイ

ズが 2よりもある程度の距離を確保できるウインドウサイズが

5程度が適切であるという判断からである．そのため，必ずし

もウインドウサイズ 5がシソーラス辞書構築に適切であるとい

うことではない．また，センテンスを考慮して重み付けを行う

場合の重みは 2.0に設定した．これは，予備実験によって重み

を細かく変更しても，精度の変化傾向はあまり変わらなかった

ため，無作為に選択した値である．シソーラス辞書の構築には，

表 1に示す計算機環境を用いた．

4. 3 テストデータセットによる評価

リンク共起性解析によって構築したシソーラス辞書の精度を

表 2に示す．ここでは，重み付けする対象である共起するリン

クペア間のセンテンス距離と，その重み付けによって構築され

たシソーラス辞書とテストデータセットとのスピアマンの順位

相関係数，そしてセンテンスを考慮しない従来手法（重み付け

なし）[11]との変化率を示す．

まず，同一センテンスに重みを付けた場合，重み付けなしの

手法と比べてテストデータセットとの相関，つまり精度が減少

していることが分かる．これは，センテンスの距離が近ければ

近いほど（同一のセンテンスであれば）意味的関係性が高いと

いう当初の想定とは異なる結果である．そこで，この現象を詳

しく調べるために，いくつかの追加実験を行った．まず，同一

センテンスだけに重みを付けることが，同一センテンス以外の

近傍センテンスの重みを相対的に下げ，重要な知識を欠落させ

ている可能性があるという推測から，同一センテンスを含む 10

表 2 シソーラス辞書の精度

重み付けするセンテンス距離 スピアマンの順位相関係数 変化率

重み付けなし 0.655 0.00%

同一センテンスのみ 0.639 −2.54%

10 センテンス以内 0.656 +0.07%

同一センテンスを除く
0.670 +2.20%

10 センテンス以内

表 3 概念「Apple Computer」の関連概念トップ 30 件
重み付けするセンテンス距離

重み付けなし 同一センテンスのみ
同一センテンスを除く

10 センテンス以内

Macintosh Macintosh Mac OS X

IMac IMac Macintosh

Mac OS X .Mac IMac

.Mac Mac OS X .Mac

ILife ILife Proprietary software

IPod Steve Wozniak ILife

Steve Wozniak IPod Mac OS X v10.4

Xgrid Admin EMC Corporation IPod

Workgroup Manager Jef Raskin Mac OS

Steve Jobs Symantec Steve Jobs

Jef Raskin IWork Steve Wozniak

Server Monitor Mike Markkula Xgrid Admin

Proprietary software Fred D. Anderson Workgroup Manager

Mac OS X v10.4 Steve Jobs Mac OS X Server

Server Assistant Front Row Server Monitor

EMC Corporation Mac mini Jef Raskin

Front Row Fujitsu Mac OS 9

WebKit Bill Campbell (CEO) IPhoto

Mac OS Power Macintosh Apple Qadministrator

Mike Markkula Hitachi, Ltd. Batch Monitor

XNU Hewlett-Packard PowerPC

Fred D. Anderson Mac OS Server Assistant

Batch Monitor ITunes Store Front Row

Apple Qadministrator Mac OS X v10.4 Keynote (software)

Symantec GarageBand WebKit

PlainTalk IPhoto PlainTalk

IWork IMovie NeXT

Power Macintosh SAP AG EMC Corporation

Universal binary NeXT IMovie

Mac OS X Server Apple Lisa IWeb

表 4 トップ 30 件に新規に出現した概念

製品とサービス 人物 企業

Mac mini Bill Campbell (CEO) Fujitsu

ITunes Store Hitachi, Ltd.

GarageBand Hewlett-Packard

IPhoto SAP AG

IMovie NeXT

Apple Lisa

センテンス先まで重みを付けた実験を行った．しかしこの場合

も，精度の低下は無かったものの，変化はほぼ誤差程度であり，

精度が向上することはなかった．次に，同一センテンスを除く

隣のセンテンスから 10センテンス先まで重みを付けた実験を

行った結果，精度が向上した．これらの結果から，リンクを含

むセンテンス間の距離が近ければ意味的に近いが，同一センテ

ンスに限っては，重みを付けることでシソーラス辞書の精度を

下げる可能性があることを示唆している．つまり，同一センテ

ンスから 10センテンス先まで重みを付けた場合に精度が変わ

らなかった理由は，同一センテンスを除くセンテンスに対する

重み付けが精度を向上させる一方，同一センテンスに対する重

み付けが精度を低下させている結果であると考えられる．

4. 4 関連概念リストによる主観評価

前述のテストデータセットを用いた精度に関する実験結果を

踏まえ，実際の関連概念リストをいくつか抽出しセンテンスを

考慮しない従来手法と比較して分析した．ここでは例として，

「Apple Computer」に関連する概念のトップ 30件を関連度が
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高い順に並べたものを表 3に示す．

まず，重み付けしないで抽出した関連語リスト（表 3左段）

と，同一センテンスに対して重み付けした関連概念リスト（表 3

中段）を比較すると，上位 15件は新しく現れた概念もなくほぼ

変化がない．しかし，下位 15件は新しく 11件の概念が現れる

など大きな変化がある．その 11件を抽出したものを表 4に示す．

これらの概念は 3つのカテゴリに分けることができると考えら

れる．1つは Apple Computerが発売する製品やサービスであ

り，これは 6件存在する．もう 1つは Apple Computerに関連

する人物であり，これは 1件存在する．最後は同じ分野の企業

であり，これは 5件存在する．Apple Computerが発売する製

品やサービス，また関連する人物は，Apple Computerに対し

て直接関連があるため，連想シソーラスとして有効であると考

えられる．しかし，企業に関しては上位に位置する他の概念に比

べ，Apple Computerと直接関連しているとは言えない．さら

に元々重み付けなしの手法でも出現している企業である「EMC

Corporation」と「Symantec」も上位に移動している．この傾

向は他の概念の関連概念にも表れ，たとえば概念「Microsoft」

の関連概念を抽出すると，「Fujitsu」「Hitachi」が新たに出現

し，「Hewlett-Packard」「Accenture」「Silicon Graphics」「Sun

Microsystems」のすべてのランクが上昇している．また，概

念「Tennis」に対しても「Rugby football」「Netball」「Bowls」

「Bowling」「Hockey」「Team handball」などの他のスポーツ

である並列概念が出現している．このような並列概念が，同一

センテンスの重みを大きくすることによって上位に現れるよう

になり，精度を下げている原因になっているのではないかと考

えられる．

そこで，この仮定を検証するために，同一センテンスを除き

隣のセンテンス以降の 10センテンスに重みを付けて関連概念

を抽出（表 3右段）した結果，並列概念の順位が低くなり，直

接関連があると考えられる概念が上位にくる傾向があることが

判明した．たとえば，Apple Computerなら製品である「Mac

OS 9」「IPhoto」「PowerPC」「Keynote (software)」「IMovie」

「IWeb」が新たに現れている一方，「Symantec」が消え，上位ラ

ンクに位置していた「EMC Corporation」の順位が下がってい

る．ただし「NeXT」は，並列概念ではなく Apple Computer

によって買収された非常に関連性の高い概念であることから，

順位が上がっていることは妥当であると考えられる．

以上のテストデータセットによる評価と関連概念リストによ

る主観評価から，同一センテンス以外の近傍のセンテンスに重

み付けすることにより，各概念から連想される概念として，よ

り重要だと考えられる概念が上位に位置する傾向になり，精度

向上に寄与することがわかった．

5. お わ り に

本論文では，大規模なWeb事典であるWikipediaを解析し，

シソーラス辞書を構築するスケーラビリティの高い手法である

リンク共起性解析において，センテンスを考慮して重み付けを

行う手法を提案した．評価実験により，同一センテンスに重み

を付けた場合，精度が低下する結果となったが，同一センテン

スを除く近傍のセンテンスに重みを付けることによって，精度

の向上が見られた．その理由を分析した結果，共起性解析にお

いて同一センテンスの重みを高くすれば，その概念の並列概念

に関する知識が増加する傾向にあることがわかった．この並列

概念が，必ずしも連想シソーラスにおいて関連度が上位ランク

の概念ではないため，同一センテンスに対して重みを付けるこ

とが精度を低下させる原因になったと考えられる．

今後は，さらに詳細な実験と分析を行い，重み付けの方法の

違いによって得られる知識の違いや，必要とされる知識に応じ

た最適な重み付け手法について検討する予定である．
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