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ウェブ検索を利用したブログテキストセグメンテーション法
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あらまし テキストセグメンテーションは与えられたテキストを内容に応じて意味段落に分割する手法である。発表

者らは事前に学習データを必要としない、ウェブ検索を利用したテキストセグメンテーション法を構築した。しかし、

ブログテキストのような話し言葉で書かれた記事に対して、局所的な内容変化の影響を受け精度が低下するする問題

があった。そこで、本発表では複数文間の内容の連結性を考慮し、局所的な内容変動に頑健なブログテキストセグメ

ンテーション手法を提案する。また、複数の内容が書かれたブログテキストを用いて提案手法の有効性を検証した。
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Abstract Text segmentation is to split a text into subparagraphs according to the contents. We proposed the text

segmentation method on the basis of World Wide Web search. However, the segmentation performance is degraded

by the local change of contents in the spoken language texts. Therefore, in this study, we propose an approach to

split a text considering the content relation among some sentences for reducing such influence. We also carried out

an experiment to confirm the effectiveness of the proposed method using the real-world blog texts that contain some

topics.
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1. は じ め に

テキストセグメンテーションは、与えられたテキストを内容

に応じて意味段落に分割する手法である。様々なテキスト (特

にブログテキスト)からあるキーワードに対する意見や評判を

抽出する際に、テキストセグメンテーションを行うことで、抽

出精度の向上が期待されている。従来ではキーワードに対して

限られた範囲、またはテキスト全体を分析の対象とした。その

ため、意見や評判が抜ける問題、逆に余分な評価も含まれる問

題があった。一方、テキストセグメンテーションは与えられた

テキストを意味的なまとまりである意味段落に分割できるた

め、上記の問題を解決する方法として着目されている。上記の

他にも、テキストセグメンテーションはテキストの文書整形や

要約、キーワードに関連するテキストの部分的収集への利用が

期待されている。

これまでにテキストセグメンテーションに関する多くの手法

が提案されており、与えられた学習データから求めた統計的情

報や言語的情報に基づいた方法が主である [1–13]。一方で、十

分な精度でテキストセグメンテーションを行うためには大規模

な学習データが必要となる。最近では、新聞記事などの規模の

大きい言語資源コーパスが利用可能である。しかし、コーパス

に含まれる内容によりセグメンテーションを行えるテキストの

対象が制約される問題が残る。

上記の問題点を踏まえ、発表者らは事前に学習データを使

用しない手法としてウェブ検索を利用した名詞の出現頻度に

基づく方法 (名詞検索法)を提案した [14]。事前に学習データ

を用いないアプローチとして代表的な従来手法に Hearst 法が

ある [15]。実際のニュース記事を用いた比較実験の結果から、

Hearst法に対してウェブ検索に基づく手法は精度の良いテキス

トセグメンテーションを行うことができた。しかし、ブログテ

キストのような話し言葉で書かれたテキストに対して、局所的

な内容の変化による影響を受けセグメンテーションの精度が低
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図 1 提案手法の概要

下する問題があった。

そこで、本論文では局所的な内容変動を考慮したウェブ検索

を利用したブログテキストに対するテキストセグメンテーショ

ン法を提案する。また、提案手法の有効性を検証するために、

実際に複数の内容が記述されているブログテキストを用いてテ

キストセグメンテーションを行った。本論文では、第 2.節にお

いて提案手法の説明を行い、第 3.節にて実験の詳細を述べる。

そして、第 4.節で考察を行い、最後に第 5.節にて本論文のま

とめを行う。

2. 提案手法と名詞検索法

2. 1 概 要

提案手法の概要を図 1に示す。本論文では、与えられたテキ

ストから抽出した単語を検索語とする。次に、得られた検索語

を用いてウェブ検索を行い検索結果上位にある記事から単語を

抽出する (本論文ではこれを関連語と呼ぶ)。そして、検索語と

関連語を用いてテキストセグメンテーションを行う。一般的に、

ある検索語を用いてウェブ検索を行うと、検索結果上位の記事

は検索語に関連のある記事が得られる [16]。そこで、提案手法

では検索語と関連語の変化に応じて意味段落の境界を捉えテキ

ストセグメンテーションを行う。

2. 2 名詞検索法 [14]との差異

名詞検索法では、初めに各文から抽出した名詞を検索語とし

てウェブ検索を行う。そして、得られた検索語と関連語を用い

て隣り同士の文で関連性を調べ意味段落の境界を求める。しか

し、ブログテキストのような話し言葉で書かれた記事では以下

のような傾向が見られ、テキストセグメンテーションの精度が

低下する問題があった。

• 名詞を含まない文がニュース記事に比べると多く、意味

段落の境界を求める際に関連性の比較が不十分になる。

• 局所的にテキストの内容が変動するため過分割が発生

する。

上記の問題を解決するために、本論文では (1)検索語の抽出

方法、(2)意味段落の境界の算出方法、の二点に関して名詞検

索法に改良を加えた。以降の節で提案手法の詳細を述べる。

2. 3 提 案 手 法

2. 3. 1 検索語の抽出

提案手法では与えられたテキストにあるN 個の文に対して、

各文から検索語を抽出する。検索語として使用するのは名詞、

副詞、形容詞、形容動詞、動詞である。具体的には、各文に対

して形態素解析を行い、名詞と副詞に判定された単語はそのま

ドライブが好きな私は大阪まで高速道路で行くことが多い。
札幌にいた時から日帰りで網走目指してドライブしたりして
たから、長距離運転はだいぶ慣れた方だと思う。
最近はガソリン代が高いのでちょっとどうしようかなと
考え気味。
ドライブしたついでに温泉にも入りたい。
温泉で絶景を眺めながらゆっくりしたいし、色々美味しいもの
食べたいし。
日帰りでドライブと温泉が楽しめる場所を開拓してみるか…。
最近、ゴルフを始めて色々本を買って打ちっぱなしで練習中。
近くに24時間営業のゴルフ打ちっぱなし場があるから、仕事
帰りに練習してるんだけど…、低弾道のショットが多い気
がする。
まあ、そんな簡単にうまく打てるようになるとは思って
いないので、時間を見つけて打ちっぱなしで気長に練習を
するか。

図 2 テキストの例

表 1 図 2のテキストに対する検索語と関連語

文番号 検索語 関連語

1 ドライブ , 高速道路 料金, イベント, 道路, ＥＴＣ,

詳しい,役立つ,北海道,通行止

め

2 ドライブ , 運転, 慣れる, 札幌,

長距離, 日帰り, 網走, 目指す

欲しい, 北海道

3 ガソリン代,高い ガソリン,車,燃費,節約,価格,

ガソリンスタンド ,高騰, 給油,

レギュラー

4 ドライブ , 温泉 道路, 紅葉, 更新, 観光, 楽しめ

る, 楽しむ,ホテル, スポット

5 ゆっくり, 温泉, 食べる, 絶景,

眺める, 美味しい

料理, 味わう,観光, 感じる

6 ドライブ , 温泉, 開拓, 楽しめ

る, 日帰り

楽しむ, 美しい, 公園, 歴史, 続

く

7 ゴルフ,始める, 打ちっぱなし ,

買う,練習

打つ, 初心者, 教える, アイア

ン, 飛ぶ

8 ゴルフ,ショット,仕事, 打ちっ

ぱなし , 弾道, 練習

打つ,ドライバー,飛距離,ボー

ル

9 うまい,気長,見つける,打ちっ

ぱなし , 打てる, 練習

(関連語無し)

ま使用し、それら以外に判定された単語は全て終止形に変換し

た単語を検索語として使用する。一方で、各文から抽出した単

語には「年」、「ある」等の一般語が含まれウェブ検索に有用で

はない。そこで、予め作成した一般語リストに含まれるものを

除き、残った単語を i番目 (但し、i = 1, 2, . . . , N)の文に対す

る検索語として使用する (個数を Si とする)。表 1に図 2で示

すテキスト (N = 9)に対して検索語を抽出した結果を示す。

2. 3. 2 関連語の抽出

検索語の抽出後、検索語を用いてウェブ検索を行い関連語を

抽出する。具体的には以下の手順で行う。

（ 1） 各文の検索語を用いてウェブ上で AND検索を行う。

（ 2） 検索結果上位で参照されている P 件の記事 (本論文で

はこれを関連記事と呼ぶ)に対して形態素解析を行い単語を抽

出する。

（ 3） 出現頻度の高い単語の順に関連語として選択する。

ここで、検索語の抽出時と同様に、検索結果上位で参照され



ている記事から抽出した単語には一般語が含まれる。更に、得

られる関連語の個数は検索語や関連記事により変化する。そこ

で、予め設定した閾値 T に対し、抽出した単語から一般語リス

トに含まれない T −Si 個の単語を関連語として使用し、検索語

と関連語の総数を一定にする。また、関連記事数が少ない場合、

ある特定の内容に関連語が偏り適切な関連語を得ることが難し

い。そこで、本論文では得られた関連記事数 P が P >= Pminの

場合に関連語を抽出する。表 1に図 2の検索語に対して得られ

た関連語を示す。ここで、表 1の例は T = 10, Pmin = 20とし

て実行した結果である。

2. 3. 3 意味段落の抽出

最後に、提案手法における意味段落の抽出方法について説明

する。始めに検索語と関連語を組にしたキーワード集合 Ki を

作成する。キーワード集合の作成手順を図 3に示す。次に、j

番目の文を基準に Kj+1−b から Kj のキーワード集合を含むブ

ロック B1と Kj+1から Kj+bを含むブロックB2を考え、単語

tの出現頻度を求める (但し、j = 1, 2, . . . , N −1、bはブロック

幅)。そして、ブロック B1と B2に含まれる単語 tの出現頻度

wB1
t , wB2

t を用いて、j 番目と j + 1 番目の文の連結度 Cb
j,j+1

を式 (1)で算出する。

Cb
j,j+1 =

P

t wB1
t wB2

t
q

P

t(w
B1
t )2

P

t(w
B2
t )2

(1)

連結度 Cb
j,j+1は意味段落の境界付近では 0に近い値をとり、意

味段落内では 1に近い値をとる。従って、意味段落の境界は連

結度 Cb
j,j+1 の谷を見つけることで求められる。本論文では連

結度の谷を以下の式 (2)で定義する。

8
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Cb
j,j+1 < CT

Cb
j−1,j

>= Cb
j,j+1

Cb
j,j+1

<= Cb
j+1,j+2

(2)

ここで、CT は予め設定された閾値である。

一方で、ブログテキストでは内容が局所的に変動する傾向に

あるため、ブロック幅 bの値に応じて式 (1)による連結度の谷

の検出位置が異なり易い。局所的な内容変動の影響を低減する

ため、得られた連結度に対してスムージングを行う方法がある。

しかし、スムージングにより連結度の値が均一化される反面、

連結度の谷が不明瞭になる問題がある (図 4(a))。そこで、複数

のブロック幅を用いて連結度を算出し、それらの平均値である

平均連結度を用いて意味段落の境界を求める (図 4(b))。具体的

には、ブロック幅は b = {1, 2, . . . , N/2}とし平均連結度は以下

の式 (3)で算出する。

Cj,j+1 =
C1

j,j+1 + C2
j,j+1 + · · · + C

N/2

j,j+1

(N/2)
(3)

図 2のテキストに対してスムージングを行った連結度と平均連

結度を算出した結果を図 5に示す。図 5から、例えば CT = 0.1

のとき j = 6で谷が検出される。

意味段落の境界を求める際、空のキーワード集合は無視し代

(1) S >= 1 ならば (2) へ。それ以外の場合は空のキーワード

集合を作成する。

(2) K > S ならば (3) へ。それ以外の場合は，S 個の検索語

からランダムに選択した K 個の単語をキーワード集合の

要素とする。

(3) P >= PT ならば (4) へ。それ以外の場合は，S 個の検索

語だけをキーワード集合の要素とする。

(4) S 個の検索語と K − S 個の関連語を選択しキーワード集

合の要素とする．

図 3 一つの文に対するキーワード集合の作成手順
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図 5 図 2 のテキストの例に対する平均連結度とスムージングによる

連結度の比較

わりにその前後にあるキーワード集合を用いる (図 6)。図 6(b)

の場合、文 2と文 3で分割を行う等、幾つかの分割方法が考え

られる。しかし、キーワード集合が空である為どの文で内容が

変化したのか判断が難しい。そこで、空のキーワード集合の前

後で内容が変化する場合には、空のキーワード集合の文はどの

意味段落にも属さないこととする。

3. 実 験

提案手法の有効性を検証するために、実際のブログテキスト

を使用して実験を行った。また、比較手法として Hearst 法と

名詞検索法を用いた。Hearst法はテキスト内にある単語の出現
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図 6 空のキーワード集合の文に対する境界判定

表 2 提案手法と従来法の特徴

手法 使用単語 ブロック幅 境界条件

提案手法 検索語, 関連語 1, 2, . . . , N/2 平均連結度の谷

Hearst 法 文書中の単語 固定値 連結度の谷

名詞検索法 検索語, 関連語 1 連結度の谷

頻度に基づいて、ある境界における前後の文の連結度を式 (1)

により算出する。そして、得られた連結度から意味段落の境界

を求めテキストセグメンテーションを行う。Hearst法ではテキ

ストの分割を行う際、指定された個数の分だけ意味段落を出力

する方法や連結度の谷の深さが閾値を満たす全ての箇所で分割

を行う方法など、様々な手段がある。本実験では、提案手法の

意味段落の出力方法と統一するため、連結度の谷は式 (2)を用

い、式 (2)の条件を満たす全ての箇所で分割を行う。表 2に提

案手法と比較手法を簡単にまとめた表を示す。

3. 1 使用したデータの概要

二つ以上の内容が書かれているブログテキストを収集するた

めに以下の作業を行った。始めに 3人の評価者がブログテキス

トの内容を確認し、それぞれの内容の範囲を記録した。そして、

3人の評価者が二つ以上の内容があると判断し、かつそれら範

囲が完全に一致するブログテキストを収集した。その結果、得

られたブログテキスト数は 150であり、ブログテキストの平均

文章数は 15.7であった。テキストの形式は、図 2で示すよう

に 1行に一つの文が書かれている。

3. 2 パラメータ設定

提案手法では、三つのパラメータ T, Pmin, CT の設定が必要

となる。T, Pminに関しては、予備実験から T = 30, Pmin = 20

と設定した。一方で、閾値 CT については事前に適切な値が不

明であるため、本論文の実験ではCT = {0.1, 0.2, . . . , 0.9}と設

定しテキストセグメンテーションを行った。そして、最も良い

結果が得られるパラメータを実験結果として使用する。Hearst

法と名詞検索法に関しても同様に、ブロック幅 bと連結度の谷

を判定する際に必要な閾値 CT の二つを調整する。そして、セ

グメンテーション結果が最も良くなるパラメータを選択し提案

手法と比較する。

3. 3 セグメンテーションの性能評価

従来研究では、検出した分割箇所と正解の分割箇所との比較

によって手法の性能を評価 (分割評価)することが多い。一方

で、提案手法ではどの意味段落にも属さない文が生じる。その

(a) (c)

A

B

A

正解

適合率 再現率

(a) (b) (c)

0/1 0/2 1/2 1/22/3 2/2段落評価

分割評価

適合率 再現率 適合率 再現率

0 0/1 0/2 0/11/2 1/1

(b)

A

B

分割1

分割2

A

A

B

’

分割2

分割1

図 7 セグメンテーション結果の評価方法

ため、その文に対して分割箇所の設定が容易ではなく、分割箇

所に基づいて性能を評価するのが難しい。そこで、本論文では

意味段落単位で適合率と再現率を評価 (段落評価)する。段落評

価において適合率と再現率はそれぞれ以下の式 (4)と (5)で算

出する。

適合率 =
正しく検出された意味段落の総数

手法で検出した意味段落の総数
(4)

再現率 =
正しく検出された意味段落の総数

テスト記事内での意味段落の総数
(5)

本論文における適合率と再現率の算出方法の例を図 7に示す。

段落評価における基本的な正解・不正解の判断は以下の 2点で

ある。

• 正解の意味段落に対し小さい意味段落は正解とし、大き

い意味段落は不正解とする。

• 一つの意味段落に対して複数の意味段落が抽出された場

合、一つの意味段落を正解とし、残りの意味段落は全て不正解

として扱う。

上記の理由は、分割評価を行う場合と比較して差異を少なくす

るためである。一つ目の基準は、過大な意味段落は本来の分割

箇所で切れなかったため不正解と扱う設定である (図 7(a))。二

つ目の基準は、過剰に分割したとき分割箇所が正解に比べて不

要な分割が増えることから、その増加分は不正解と扱う設定で

ある (図 7(b))。一方で、上記の評価基準により段落評価は分割

評価における正解の分割箇所からのずれを許容した評価を行う

ことになる (図 7(c))。これにより、段落評価は分割評価に比べ

ると、全体的に適合率と再現率が共に高くなる傾向がある。

提案手法と比較手法の性能評価には F値を用いる。F値は以

下の式 (6)で算出する。

F 値 =
2

1

適合率
+

1

再現率

(6)

適合率と再現率の値が共に大きいときに F 値は大きい値をと

る。また、F値の値が大きい程、正確にテキストセグメンテー

ションが行えたことを意味している。実験では、150のテスト

記事それぞれに対して、図 7に基づいて適合率と再現率を求め

る。そして、個々の記事に対して F値を計算し、それらの平均

値を用いて手法を評価した。



表 3 ブログテキストのセグメンテーション結果

手法 適合率 再現率 F 値

提案手法 (CT = 0.4) 57.8 95.7 72.1

Hearst 法 (CT = 0.1, b = 9) 36.8 94.2 52.9

名詞検索法 (CT = 0.1) 47.9 88.3 62.1

3. 4 実 験 結 果

セグメンテーション結果を表 3に示す。実験の結果から、提

案手法が最も高い F 値 (72.1%)を得ることができた。Hearst

法では、単語の出現の偏りを利用して連結性を判定するため、

表記違い (例えば、「バスケ」と「バスケットボール」)に対応

することが難しい。提案手法ではウェブ検索を利用することで

検索語に関連する単語を取得できる。その結果、Hearst法と比

較して前後の文で内容が同一の場合、意味段落内に共通する単

語をより多く含むことができる。その結果、表記違い等の影響

を低減し、適切に意味段落の境界を求めることができたと考え

られる。

また、名詞検索法と比較して提案手法の適合率と再現率は共

に高かった。名詞検索法では空のキーワード集合となる文が多

く存在した (提案手法では 8.8%(2162 文中 191文)であるのに

対し名詞検索法では 20.8%(2162 文中 449文))。そのため、空

のキーワード集合が意味段落の境界付近に存在する場合に、複

数の意味段落が一つの意味段落となることが多かった。その結

果、正解の意味段落よりも大きい意味段落が抽出されるため、

図 7(a)の分割結果が増え適合率と再現率の低下につながった

と考えられる。

4. 考 察

表 3から、提案手法において抽出された意味段落の内、約 4

割の分割が過剰であることが分かった。過分割が発生した文を

調べたところ、抽出された検索語に関して以下の二つの傾向が

見られた。

• 本文の内容とは関係の無い単語が抽出される

• 過剰な検索語が抽出される

本文の内容と関係の弱い単語が抽出されると、得られる関連

語も本文の内容に関連しないものとなる。そのため、その文に

おいて連結度の谷が抽出され意味段落の境界と判定される。本

文の内容に関連の低い検索語が抽出される文としては、(1)方

言が混じった文、(2)挨拶や独り言などの文、の大きく二つに

分けられる。(1)の場合では形態素解析が失敗することで誤っ

た検索語が抽出される (例えば、関西弁の「せやけど」から「や

けど」が抽出される)。(2)の場合では、動詞や形容詞などが 1

単語だけ検索語として抽出される傾向にある。そのため、内容

を特定できるような関連語を得ることができず、結果として本

文の内容と関連性の弱い単語となることが分かった。

一方で、過剰な検索語が抽出された場合、得られる関連記事

が少ない、または得られないことが多かった。提案手法では関

連記事が少ないとき、検索語だけをキーワード集合に含め連結

度の算出を行った。しかし、含まれる単語数が少ないため、そ

の文の前後で式 (1)で求めた連結度が小さい値をとる傾向にあ

る。その結果、ウェブ検索が失敗した文において分割が発生し

易いことが分かった。この点から、過剰に検索語が抽出された

場合、前後の文の内容に応じて検索語を調整し再検索を行うな

どの工夫が必要である。

提案手法では 150のテスト記事に対して、CT = 0.4の場合

において F 値が最も高くなった。しかし、個々の記事に対し

て CT = {0.1, 0.2, . . . , 0.9}の中で適切な閾値を調べたところ、

CT = 0.4と一致したのは 78/150 記事 (52.0%)であった。一

方、個々の記事において CT = {0.1, 0.2, . . . , 0.9} の中から適

切な値を選択した場合、F 値は 81.9%(適合率は 70.8%、再現

率は 97.0%)となった。この点から、ブログテキストのセグメ

ンテーションを行う際、固定された閾値ではなく与えられたテ

キストに応じて閾値を設定する工夫が必要である。

5. お わ り に

本論文では複数文間の連結性を考慮したウェブ検索に基づく

ブログテキストセグメンテーション法を提案した。実際に複数

の内容が書かれたブログテキストを用いた実験を行い、事前に

コーパスを必要としない従来手法である Hearst 法と名詞検索

法との比較を行った。実験の結果から、提案手法は 72.1%と最

も高い F値を得ることができ、ブログテキストのセグメンテー

ション手法として有効性を確認することができた。今後の課題

として、関連語が得られない場合や検索語が抽出できない場合

における検索語の調整方法や与えられたテキストに応じて閾値

を設定する方法について検討する。
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