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XML文書における構造の素性を用いた照応による人物検索
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あらまし 現在のキーワード検索は，キーワードの出現頻度や出現位置をもとに行われている．複数キーワードによ

る検索は，キーワード間の意味的な関係が重要である．人物の事柄に対する検索では，「人物名」と「人物の属性」に

よるキーワード設定が可能である．しかし，これらのキーワード間の関係を考慮しない場合，検索結果として返され

る文書には，「人物の属性」が検索キーワードに設定した「人物名」と異なる人物の属性である内容の文書が含まれる

ことが起こりうる．係り受け解析や照応解析を用いて，キーワードが意味的な関係を持つ文書を抽出することで，検

索精度を向上することが考えられるが，コストがかかる．一方，XMLなどの構造文書においては，照応の起き方が文

書構造に大きく影響を受けると考えられる．本論文では，そのことを，XML文書における構造の素性を用いた照応に

より確かめ，この照応解析を利用した人物検索について述べる．
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Abstract Present retrieval by keywords is based on the occurrence frequency and the occurrence position of the

keywords. As for retrieval by two or more keywords, semantic relation between keywords is important. For retriev-

ing information about a person, it is common to search by pair of keywords consisting of the person’s name and

his/her attribute. However, if semantic relation between keywords is not considered, the documents that describe

different person’s attribute may be retrieved. By using dependency analysis and coreference analysis, it is possible to

retrieve the contents in which query keywords have semantic dependencies and improve search precision. However,

it is costly. On the other hand, as for structural documents such as the XML, correspondence is often influenced

by the document structure. In this paper, we confirm it by the coreference that uses structural features of XML

documents, and we describe our person retrieval that uses the structual coreference.
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1. は じ め に

現在のキーワード検索は，キーワードの出現頻度や出現位置

をもとに行われている．複数キーワードによる検索では，キー

ワード間に意味的な関係をもって設定されることが多い．その

ため，検索システムはキーワード間の意味的な関係を考慮する

必要がある．人物の事柄に対する検索では，「人物名」と「人

物の属性」によるキーワード設定が可能である．たとえば，あ

る人物「XXX」の出身地が知りたい場合，キーワードとして

「XXX」，「出身地」と設定できる．しかし，これらのキーワー

ド間の意味的な関係を考慮しない場合，検索結果として返され

る文書には，「人物の属性」が検索キーワードに設定した「人

物名」と異なる人物の属性である内容の文書が含まれることが

起こりうる．そこで，「人物名」と「人物の属性」におけるキー

ワード検索で，キーワード同士の関係を考慮することで，人物

検索における検索精度の向上を図ることを本研究の目的とする．



¶ ³
<article>

<name> 亀田興毅 </name>

<body>

<section></section>

<section>

<title> 来歴 </title>

<item> 大阪府大阪市西成区天下茶屋出身。
</item>

<item> 11歳の時、父・史郎からボクシングを
教わるようになる。 </item>

</section>

...

</body>

</article>µ ´
図 1 XML 文書と照応

自然言語処理で研究されている係り受け解析や照応解析を用

いて，キーワードの「人物名」と「人物の属性」が，確かにそ

の人物に関する記述として出現している文章を抽出することに

より，検索精度を向上することが考えられる．文書中の同一指

示対象を同定する照応解析は，文字列一致や意味などの手がか

りをもとに機械学習により行われる．この手がかりとなる属性

のことを素性という．しかし，係り受け解析や照応解析を検索

に適用することは，大規模辞書等の言語リソースの確保が必要

であることやWebページに対して精度がまだ十分でないこと

などの課題がある．

一方，XML や HTML などの構造文書においては，照応が

文書構造上の位置関係に大きく影響すると考えられる．たとえ

ば，図 1のように，人物名が記事名を示す nameノードに出現

する場合，その記事全体に，記事名の人物に関する内容が書か

れている可能性が高い．そのため，itemノードに出現する「大

阪府大阪市西成区天下茶屋出身。」の文には，主語が省略され

ているが，記事の人物の出身情報が記述されているのが最も確

からしいと判断できる．2つ目の itemノードに「父・史郎」と

いう別の人物が出現しているが，これは「大阪府大阪市西成区

天下茶屋出身。」の文とテキスト上では一文しか離れていない．

しかし，異なる itemでは，話題が変わっている場合が多く，照

応関係を持つ確率が低いといえる．このように，２つの語の間

に照応関係が存在するか判定する際に，文書の論理的構造の位

置関係から求められる照応の起きる確率を利用することが考え

られ，これを本論文では構造による照応と呼ぶことにする．章

立てや箇条書きなどの文書構造はひとりあるいは複数の筆者が

文章の執筆時に設定したものであり，照応もこのような文書構

造を念頭に設定されており，照応と文書構造の間には強い相関

関係が存在する可能性がある．

構造による照応については，HTML 文書に出現する表にお

いて，表の構造を解析することにより情報を抽出する研究がな

されている [1] [17]．また，画像検索においても，文書構造を考

慮して画像と関連する文章を抽出することで，画像検索の精

度の向上が行われている [3] [18]．WikipediaなどのWeb上の

HTML文書や XML文書においても，文書構造を持つため，構

造による照応を用いることで，Webページの検索精度を向上す

ることが可能であると考えられる．しかし，Web上の文書は，

木構造において，一つのテキストノードに長文のテキストが記

述されている場合もあるため，文書構造だけでなく自然言語の

情報を用いた照応も重要となる．そのため，文書構造の素性に

加えて，自然言語的な素性を用いることにより，精度の高い検

索が実現できると考えられる．そこで，XML文書における構

造の素性を用いた照応解析を実装し，構造の素性が照応に有効

であることを確かめ，この照応解析を利用した人物検索につい

て述べる．

本論文では，2 章で関連研究について述べる．3章では，文

書構造の素性を用いた照応と，その人物検索への適用手法につ

いて述べる．4章ではWikipedia の XML 文書を題材に，構造

の素性を用いた照応解析の実験を行った結果とその考察につい

て述べ，5 章でまとめる．

2. 関 連 研 究

自然言語処理解析をWeb検索に用いた研究に，インターネッ

トの評判抽出が挙げられる [14] [8]．文献 [14]では，多商品分野

に渡る大量の自由記述文から，「対象」と「評価」の抽出を行い，

抽出された「対象」と「評価」を，同一文中で対応付け，対の

構造を抽出している．文献 [8]では，照応解析の手法を意見抽

出に適用することで，依存関係にない属性と評価値の対を抽出

することを行っている.

Webの文書構造を考慮して，オブジェクト同士の関連を求め

る関連研究として，表解析や画像検索などが挙げられる．

表は，属性と属性値の関係，captionと表全体の関係などの

構造をもとに，情報抽出に利用されている [1]，[17]．文献 [1]で

は，単一の表形式を入力とし，表形式中のセル間の類似度を

用いて属性-属性値の関係を認識する手法を提案している．文

献 [17] では，類似するデータの配置によって表構造を解釈し，

さらにデータの内容に基づいて似た情報が記述されている表を

統合している．

画像検索は，周辺テキストから画像と関連するセンテンスや

キーワードを抽出する手法が研究されている [3] [18]．文献 [3]

では，画像が出現するノードから親ノードへかけて 3ノード間

のノードを取得し，その範囲を画像を説明する文章の候補とし

ている．文献 [18]では，Web上の画像に対し，画像の前後に出

現するテキスト，文書構造，リンク構造に基づいて，画像の使

用状況を表す 3種類のWeb文脈を定義している．文書構造に

おいては，Webページの文書構造に沿って，キー画像の先祖，

子孫，兄弟のタグ領域に含まれるコンテンツ集合によって，画

像と関連付けられた話題を表現することを行っている．

その他の Web ページの文書構造を用いた研究として，文

献 [16] がある．文献 [16] では，同ドメイン内における複数の

Webページのタグを解析することによって，著作権や広告など

が含まれる不要なタグを除去し，Webページのメインの文章だ

けを抽出する手法である．

本研究においては，オブジェクトを画像とその関連キーワー

ド，表の属性，属性値に留まらず，HTMLや XMLの構造文書



に出現する２つのキーワード「人物名」，「人物の属性」の間の

関連を文書構造から解析することを行う．また，自然言語的な

素性を用いることによって，2つのオブジェクトが長文のテキ

ストに出現する場合も対応できると考えられる．

3. 提 案 手 法

本研究の XML文書における照応解析による人物検索につい

ての提案手法を述べる．

3. 1 照 応 解 析

照応解析のひとつの手法として，素性をもとにした機械学習

がある．本論文では，XML文書を入力として，文書に出現す

る先行詞候補と照応詞候補の組み合わせに対して自然言語的

な素性と文書構造の素性を抽出し，それらの素性をもとに機械

学習により照応関係を求める方法について検討する．自然言語

的な素性と文書構造の素性は，3.1.1で，学習機械に関しては，

3.1.2で述べる．

3. 1. 1 素 性

（ 1） 自然言語的な素性 (linguistic features)

自然言語処理に用いられる素性は文献 [4]を参考にする．大

きく分類すると，以下の 4種類の素性がある．

• 語彙的な情報を用いた素性 (文字列一致)

照応詞候補と先行詞候補の二つの文字列の文字列一致の情報

を素性として導入する．文字列一致には，”完全一致”，”前方

一致”，”後方一致”，”主辞 (最右の内容語) の一致”，”部分一

致”，”構成文字列の一致”などが挙げられる．一般に，文字列

が一致するほど，照応詞候補と先行詞候補が同一指示関係であ

ると考えられる．

• 形態・統語的な情報を用いた素性 (文法)

照応詞候補と先行詞候補それぞれの品詞，指示詞，助詞，対象

とする名詞句の連体修飾要素の時制などの文法的な情報を素性

として導入する．たとえば，指示連体詞「その」が名詞句に係

る場合は，その名詞句は定名詞句である可能性が高いといった

ことが挙げられる．

• 意味的な情報を用いた素性 (意味)

辞書や，係り受け解析システムが出力した固有表現のタグ

を用いて，意味的な情報を素性として導入する．固有表現

のタグには，人物名，地名などの固有表現に対する”PER-

SON”,”LOCATION”などのタグがあり，Cabocha [7] では自

動的に付与される．照応詞候補と先行詞候補の意味属性が同じ

であれば，それらが同一指示関係である可能性が高い．

• 名詞句間の距離情報を用いた素性 (名詞句間の距離)

照応詞候補と先行詞候補の距離が離れるほど同一指示関係とな

らない可能性が高い．そこで，照応詞候補と先行詞候補の文間

の距離を素性として導入する．

（ 2） 文書構造の素性 (structural features)

XML や HTML などの構造文書においては，照応の起き方

が文書構造に大きく影響を受けると考えられる．文書内の出現

位置が離れていても，XMLの木構造上で親子関係にあること

で照応の可能性が強くなる．また，照応詞候補と先行詞候補が

テキスト上では近隣に出現していたとしても，木構造上の距離

article

name

section

body

section section

p titletitle item title section section

title item先行詞 照応詞
section

ptitle先行詞 照応詞

(a)

(b)

図 2 照応組み合わせ部分木の生成
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図 3 k-照応組み合わせ部分木の生成 (k=2)

が離れていれば，照応が起きない場合がある．そこで，XML

の構造を考慮した素性を照応解析に用いることが，効果的であ

ると考えた．用いる構造情報は照応詞候補と先行詞候補が出現

するテキストノードの葉から共通の祖先ノードまでのパスを抽

出した部分木とする．本論文では，この先行詞候補と照応詞候

補からなる部分木を，照応組み合わせ部分木と呼ぶ．

図 2 は照応組み合わせ部分木の生成を説明したものである．

図 2(a)がXML文書木の全体であり，先行詞候補がある section

ノードの titleノードに出現し，照応詞候補がその sectionノー

ドの段落に出現しているとする．この時，XML文書木を入力

として，照応組み合わせ部分木が，図 2(b) のように自動的に

生成される．これは，先行詞候補と照応詞候補の出現位置関係

を表現している．このように，照応組み合わせ部分木は，先行

詞候補と照応詞候補の出現位置関係の情報を含んでおり，構造

の素性として有効であると考えられる．

しかし，このように XML文書中に出現する全ての照応詞候



補と先行詞候補の組み合わせの木構造パターンを抽出すると，

文書が複雑になるにつれ，構造の素性の種類が非常に多くなっ

てしまう．また，照応組み合わせ部分木が類似しており，構造

的特徴が同じであっても，異なる照応組み合わせ部分木であれ

ば，素性は異なるため，汎用性を持たない可能性がある．その

ため，類似した部分木の構造をある程度一般化してまとめ，素

性の個数を削減することを試みる．そこで，照応組み合わせ部

分木の根から深さｋまでの部分木を抽出することを行う．本論

文ではこれを，k-照応組み合わせ部分木と呼ぶ．kより深い場

合は任意の木構造とした部分木とし，木構造の上位に共通部分

を持つ照応組み合わせ部分木をまとめることにより，素性の個

数を削減する．

図 3は k=2のときの k-照応組み合わせ部分木の生成を説明

したものである．図 3(a),(b),(c)の３つの照応組み合わせ部分

木は，全て異なるものであるが，どれも先行詞が nameノード

に出現し，照応詞が bodyに出現することが重要な特徴となる．

図 3(d)の照応組み合わせ部分木の根から深さ 2まで抽出した

k-照応組み合わせ部分木 (k=2)は，このような特徴が表現可能

である．そこで，この k-照応組み合わせ部分木を構造の素性と

する．以降，下記のように k-照応組み合わせ部分木の根，左部

分木，右部分木からなる木構造を括弧を用いて再帰的に表現し

たものを構造の素性のフォーマットとする．

(article (name 先行詞候補)(body 照応詞候補))

これは，図 3(d)の k-照応組み合わせ部分木を表現している．

3. 1. 2 学 習 機 械

学習機械として，自然言語処理に応用した研究がいくつかな

されている最大エントロピーモデルおよび，木構造学習に有効

である木カーネルを用いた Support Vector Machineによる学

習が挙げられる．

（ 1） 最大エントロピーモデルによる学習

最大エントロピーモデルとは，事象 x, y が同時に起こる頻度

C(x, y) を訓練データとして，条件付き確率 p(x, y) で表わされ

る確率モデルを推定するアルゴリズムであり，自然言語処理に

応用した研究がいくつかなされている [6] [9]．

まず，素性関数と呼ばれる事象の組 (x, y) に対して 1,0を返

す任意の関数を生成し，作った素性関数から制約を定め，この

２つを使ってモデルを作る．たとえば，事象 xが先行詞候補と

照応詞候補の位置関係が，

(article (name 先行詞候補)(body 照応詞候補))

の k-照応組み合わせ部分木で表現でき，事象 yが先行詞候補と

照応詞候補が照応関係であるとき，次のような素性関数が生成

される．

fi(x, y) =

{
1 ifx ∧ y

0 otherwise

これは，先行詞候補が記事名に，照応詞候補が記事内に出現

しており，それらが照応関係にあるとき 1 を返す関数である．

確率モデルは式 (1)で求められる．

p(x, y) =
1

z(x)
e

∑
i

λifi(x,y)
(1)

z(x) =
∑

y

e

∑
i

λifi(x,y)
(2)

λはそれぞれの素性を重み付けるパラメータである．また，z(x)

は，正規化を行っている. ここで，次のような制約がある．

P̃ (fi) =
∑
x,y

p̃(x, y)fi(x, y) (3)

P (fi) =
∑
x,y

p̃(x)p(x, y)fi(x, y) (4)

P (fi) = P̃ (fi) (5)

P̃ (fi) は，学習データによる素性の期待値，P (fi)はモデルに

より得られる素性の期待値である．それぞれの期待値が同じに

なるようなモデルを作らなければならないという制約がある．

モデルのエントロピーは式 (6)で計算される．

H(P ) = −
∑
x,y

p(x, y)logp(x, y) (6)

これを最大にするようにパラメータ λを計算することで，最大

エントロピーモデルを推定することができる．

（ 2） 木カーネルを用いた SVMによる学習

SVM は与えられた訓練点の中で，サポートベクトルと呼ばれ

るクラス境界近傍に位置する訓練点と識別面との距離である

マージンを最大化するように分離超平面を構築し，クラス分類

を行う [2]．線形分離不可能な場合は，カーネルトリックにより

入力空間を線形分離可能な高次元特徴空間に写像することで，

分類を行う．カーネル法は，データにアクセスする際，単体で

はなく 2つのデータの内積の形でアクセスする．この内積を与

える関数はカーネル関数と呼ばれ，SVMは妥当なカーネル関

数を選択することにより，高次元のデータに対しても分類を行

うことができる．

カーネルのうち木構造を扱うものに，木カーネルがある [5]．

二つの木，T1, T2 が，それぞれ V1, V2 の頂点集合，E1, E2 の

枝集合を持つとき，すなわち T1 = (V1, E1), T2 = (V2, E2)で

あるとき，木カーネルは次のように定義される．

K(T1, T2)=
∑

v1∈V1

∑
v2∈V2

∑
s1∈Sv1(T1)

∑
s2∈Sv2(T2)

KS(s1, s2) (7)

KS(s1, s2) = I(s1 = s2) (8)

ここで，Sv(T )は v ∈ V を根に持つ部分木の集合を表し，KS

は二つの部分木の間に定義されるカーネル関数であるとする．

式 (2)の I()は，括弧内が成立する場合に 1，そうでない場合

に 0となる関数である．また，s1 = s2 は，2つの部分木が完

全一致するとき真となる．このように部分構造を用いて再帰的

に木カーネルが定義される．

木構造の学習は，自然言語処理の分野における構文解析木 [12]，

バイオインフォマティクスの分野における RNAの木構造デー

タ，HTMLや XMLなどのWebデータで行われている．

このように SVMは，木カーネルを用いることで文書構造に



対しての学習を行うことができる．木カーネルを用いた SVM

では，1，0からなる自然言語的な素性のベクトルと照応組み合

わせ部分木の木構造を入力として学習する．k-照応組み合わせ

部分木ではなく照応組み合わせ部分木を用いる理由は，木カー

ネルが素性関数ではなく木構造を入力としており，3.1.1(2)で

述べた素性の個数が増大するという問題が生じないためである．

訓練データから最大エントロピーモデルや SVMなどの学習

機械により，モデルが生成される．本論文では，素性をもとに

生成されたモデルを照応モデルと呼ぶことにする．

3. 2 照応解析の検索への適用

「人物名」を先行詞とした照応詞が出現している部分には，

その人物の記述がなされていると考えられる．たとえば，学習

機械により生成された照応モデルから，構造の素性

(article (name 先行詞候補)(body 照応詞候補))

の重みが大きく，照応関係との相関が高いと言える場合，body

には nameノードに出現する人物の記述がなされていると考え

られる．そのため，「人物の属性」が body に出現する場合は，

記事名の「人物名」に関する属性である可能性があるといえる．

このように，XML文書における「人物名」と「人物の属性」

のキーワードによる人物検索において，「人物名」と，「人物の属

性」が出現する文の主体となる人物表現との間に，先行詞と照

応詞の照応関係があると認められる場合に検索の解とみなすこ

とができる．そこで，先行詞と照応詞をそれぞれに対応させ，

学習機械が生成した照応モデルを検索に適用する．このとき，

照応関係を持つ確率が高いほど上位にランキングすることが良

いと考えられる．

3. 3 フィルタリングへの応用

構造文書に出現する人物の誹謗中傷やプライバシー情報など

の記述に対するフィルタリングにおいて，キーワード設定の際，

「人物の属性」を人物に関するフィルタリングしたい属性とす

ることで，本手法をフィルタリングへ応用することが可能であ

る．フィルタリングでは誤って秘匿すべき内容が公開されるこ

とが問題となるため，高い再現率が求められる．そこで，学習

機械が生成した照応モデルをもとに，正解と判定すべき範囲が

大きくなるように重みの閾値を変更することで，なるべく多く

の記述を秘匿対象として検出することを行う必要がある．

4. 実 験

文書構造の素性が，XML文書における照応に有効であるこ

とを確認するため，文書構造の素性を用いた照応解析の実験を

行った．

4. 1 実 験 環 境

4. 1. 1 実験データ

Wikipedia（注1）を XML 文書に変換した文書を題材とした．

記事は以下の 4つである．

• 例題 1: 「亀田興毅」

• 例題 2: 「福田康夫」

• 例題 3: 「ガソリン国会」

（注1）：http://ja.wikipedia.org/

表 1 実験データ

例題 1 例題 2 例題 3 例題 4

照応詞候補数 333 521 6 72

先行詞候補数 75 96 4 4

総組み合わせ数 12597 22758 18 33

正解数 240 489 7 14

不正解数 12260 22269 11 19

¶ ³
（ 1） (item 先行詞候補 照応詞候補)

（ 2） (p 先行詞候補 照応詞候補)

（ 3） (item 先行詞候補 (normalist 照応詞候補))

（ 4） (article (name 先行詞候補)(body 照応詞候補))

（ 5） (section (title 先行詞候補)(section 照応詞候補))

（ 6） (body (p 先行詞候補)(section 照応詞候補))

（ 7） (body (section 先行詞候補)(section 照応詞候補))

（ 8） (normalist (item 先行詞候補)(item 照応詞候補))

（ 9） (section (normalist 先行詞候補)

(normalist 照応詞候補))

（ 10） (section(p 先行詞候補) (p 照応詞候補))

（ 11） (section (section 先行詞候補)(section 照応詞候補))µ ´
図 4 生成された k-照応組み合わせ部分木 (k=2)

• 例題 4: 「安全保障会議」

例題 1，例題 2は記事名が人物名，例題 3，例題 4は記事名が

人物名以外の例である．実験データは表 1の通りである．人物

検索への適用を考えているため，人物に関する照応を調査する．

そこで，照応詞候補を文章に出現する人物を表す名詞句やゼロ

代名詞，先行詞候補を人物の氏名とした．たとえば，照応詞候

補として，「亀田」，「プロボクサー」など，先行詞候補として

「亀田興毅」，「亀田大毅」などが挙げられる．また，ある照応詞

の先行詞候補は，先行文脈，すなわち，文書の最初から照応詞

候補の出現する文までに出現する人物名とする．人物検索では

なく，様々な対象に本手法を適用する場合は，人物に対応した

素性に換え，対象に応じた素性を準備すればよいと考えられる．

今回，先行文脈を照応詞候補が出現する段落内や文の数など

で制限しなかった理由は，構造文書では照応詞候補と先行詞候

補がテキスト上で離れているが，構造上において照応関係を持

つ場合が存在するためである．また，不正解の構造パターンも

学習する必要があるためである．表 1から分かるように，照応

詞候補と先行詞候補が照応関係を持つ場合以外はすべて不正解

となるため，データ数が多くなるほど，不正解数は正解数に比

べて極めて多くなっている．

4. 1. 2 素 性

自然言語的な素性は，文献 [4] を参考にした．実験では，茶

筅 [11]と Cabocha [7]を用いた形態素解析，固有表現タグ付与，

係り受け解析を行い，すべての素性を自動的に抽出した．辞書

を用いた意味の素性においては，EDR電子化辞書 [13]をを用

いた．EDR概念辞書において，”人間または人間と似た振る舞

いをする主体”，”人間”または”人間の属性”に含まれる語に対

して人物を表わす素性を付与することを行った．



表 2 「亀田興毅」の正解照応の構造パターン分布

k-照応組み合わせ部分木 (k=2) 正解数

(1) (item 先行詞 照応詞) 71

(2) (p 先行詞 照応詞) 40

(3) (item 先行詞 (normalist 照応詞)) 4

(4) (article (name 先行詞)(body 照応詞)) 93

(5) (section (title 先行詞)(section 照応詞)) 3

(6) (body (p 先行詞)(section 照応詞)) 29

(7) (body (section 先行詞)(section 照応詞)) 0

(8) (normalist (item 先行詞)(item 照応詞)) 0

(9) (section (normalist 先行詞)(normalist 照応詞)) 0

(10) (section(p 先行詞) (p 照応詞)) 0

(11) (section (section 先行詞)(section 照応詞)) 0

合計 240

表 3 「ガソリン国会」の正解照応の構造パターン分布

k-照応組み合わせ部分木 (k=2) 正解数

(2) (p 先行詞 照応詞) 7

(10) (section(p 先行詞) (p 照応詞)) 0

合計 7

Wikipediaの構造の素性は，図 2，図 3の提案手法のアルゴ

リズムをもとに，自動的に生成した．全ての例題から生成され

る k=2とした場合の k-照応組み合わせ部分木の構造の素性は，

図 4の通りである．また，表 2は，「亀田興毅」の構造の素性に

おける正解数の分布，表 3は「ガソリン国会」の構造の素性に

おける正解数の分布を表している．

図 4の (1)と (2)は同じ itemノード，同じ段落に出現する場

合を示す．(3)は，先行詞候補が itemノードに，照応詞候補が

その子要素に出現しており，親子関係を持つことを表している．

(4)は，先行詞候補が記事名である nameノードに出現する場

合を表しており，(5)は先行詞候補が sectionの titleに，照応

詞候補がその section内に出現する場合を示す．また，(6)は先

行詞候補と照応詞候補が異なる sectionに出現する場合を示す．

(6)～(10)は先行詞候補と照応詞候補が木構造の上で兄弟関係

を持つことを表している．このように，提案手法によって，構

造的な特徴をとらえた素性を生成することができた．

表 2，表 3より，XMLの文書構造で，同じノードに出現する

場合に照応関係を持つ頻度が高いことが分かる．また，(3)の

親子関係を持つものや，(4)，(5)の nameや titleのノードの性

質から，照応関係を持つ傾向がある構造パターンが存在するこ

とが言える．表 2は，人物名の記事であるため，特に (4)の先

行詞が nameノードに出現する場合の照応数が非常に多いこと

が分かる．一方，先行詞と照応詞が，異なる sectionや itemな

どの兄弟関係を持つ場合は，照応しないことが言える．(body

(p 先行詞候補)(section 照応詞候補) の素性に，照応関係を多

く持つのは，「亀田大毅」「亀田史郎」が，最初の段落で記述さ

れて以降，「大毅」，「史郎」などと，照応表現で記述されていた

ためである．「福田康夫」の記事は表 2と同様の正解パターンを

持ち，「安全保障会議」の記事は，表 3と同様，先行詞と照応詞

が同じノード内に出現するとき照応を持つという結果を得た．

このように，人物名の記事と人物以外の記事では，人物に関す

る照応の構造パターンが異なっている．そのため，人物名の記

事の場合と，人物以外の記事の場合で，異なる照応モデルを適

用する必要がある．

4. 1. 3 学 習 機 械

学習機械として，最大エントロピーモデルと木カーネルを用

いた SVM を考える．最大エントロピーモデルは，文献 [10]，

木カーネルを用いた SVMには、SV M light [15]を用いた．最

大エントロピーモデルは，複数の素性関数を入力として学習を

行い，木カーネルを用いた SVMでは，0，1からなる自然言語

的な素性のベクトルと照応組み合わせ部分木を入力として学習

を行う．また，訓練データと分類データは，全てのデータから

半数ずつランダムに選択した．

4. 2 評 価 手 法

評価は学習機械により分類されたデータに対して行う．照応

関係を正しく同定できた場合を正解とし，精度 (precision)，再

現率 (recall)を以下の式を用いて求める．

precision =
照応関係を正しく同定できた数

実際に照応があるとが判定された照応の総数

recall =
照応関係を正しく同定できた数

照応関係があると判定すべき照応の総数

精度を上げれば再現率が下がり，再現率を上げれば精度が

下がる傾向にあるため，精度と再現率の調和平均である F 値

(F-measure)を評価尺度として用いる．F値は以下の式で求め

られる．

F -measure =
2 ∗ precision ∗ recall

precision + recall

4. 3 実験結果と考察

本手法の文書構造の素性が，ＸＭＬなどの構造文書における

照応に有効であることを確認するため，文書構造の素性を用い

た場合と用いなかった場合の照応解析の比較実験を行った．ま

た，文書構造の素性としてどの k-照応組み合わせ部分木が望ま

しいか，k-照応組み合わせ部分木のｋの値を様々に変えて比較

実験を行った．また，木カーネルを用いた SVMと最大エント

ロピーモデルの学習手法による比較実験を行い，構造の素性を

木構造として入力することと，特徴を表現した素性関数として

入力することのどちらが望ましいか，比較実験を行った．

4. 3. 1 素性の種類における比較実験

文書構造の素性を用いた照応解析が，XML文書における照

応に有効かどうかを確認する．そこで，(I) 自然言語的な素性

のみを用いた照応解析，(II)文書構造の素性と自然言語的な素

性を用いた照応解析，(III)文書構造と文字列一致による素性を

用いた照応解析を実装し，比較実験を行った．それぞれの照応

解析で用いる詳細な素性の種類は，表 4の通りである．”文字

列一致”, ”文法”などは，3.1.1(1) で述べたものを表している．

学習機械には，最大エントロピーモデルを用いた．また，k=2

のときの k-照応組み合わせ部分木を構造の素性として用いた．

実験結果は表 5の通りである．

表 5から，(I)自然言語的な素性のみを用いた場合と，(II)文



表 4 素性の種類における実験結果

文字列一致 文法 意味 名詞句間の距離 文書構造

(I) 自然言語のみ ○ ○ ○ ○

(II) 文書構造

＋ ○ ○ ○ ○ ○

自然言語

(III) 文書構造

＋ ○ ○

文字列一致

表 5 素性の種類における実験結果

例題 1 例題 2 例題 3 例題 4

精度 74.3 % 76.0% 51.3 % 31.2%

(I) 自然言語のみ 再現率 40.8 % 66.8% 57.5 % 48.7%

F 値 52.7 % 71.1% 54.2 % 38.0%

(II) 文書構造 精度 77.0% 78.9% 69.3% 75.0%

＋ 再現率 48.1% 69.2% 91.7% 54.8%

自然言語 F 値 59.2% 73.7% 74.9% 63.3%

(III) 文書構造 精度 90.6% 92.0% 82.0% 86.0%

＋ 再現率 38.9% 33.5% 62.0% 54.8%

文字列一致 F 値 54.4% 49.1% 70.6% 66.7%

書構造と自然言語的な素性を用いた場合を比較すると，全ての

例題において，文書構造と自然言語的な素性を用いた場合の照

応解析のほうが，F値の値が向上していることが分かる．この

ことから，文書構造の素性が XML文書における照応に有効で

あること言える．

(III)文書構造と文字列一致による素性を用いた照応と (II)文

書構造と自然言語的な素性を用いた照応を比較すると，精度は

高いが再現率が低いという結果を得た．これは，(III)では先行

詞候補と照応詞候補が文字列一致する場合を正解とし，文字列

一致しない場合は不正解と判定する傾向を持ち，誤って正解と

することは少なくなるが，先行詞「亀田興毅」と照応詞「チャ

ンピオン」など，文字列が一致しない場合の照応関係を学習す

ることががより困難になるためである．

一方，再現率が全体的に低かった．これは，正解例に比べて

不正解例が極めて多く，学習が不正解に偏ってしまい，正解と

すべき例に対しても不正解と判定する場合が多かったためであ

る. 正負例が偏っている問題を解消するために，文献 [4]では，

トーナメントモデルというものを提案している．これにより，

学習の偏りを解消し，さらに精度，再現率を高めることが考え

られる．

4. 3. 2 k-照応組み合わせ部分木における比較実験

文書構造の素性は，図 2，図 3のアルゴリズムで生成された

ｋ-照応組み合わせ部分木とする．照応組み合わせ部分木の根

からの深さ 2までを抽出した部分木 (k=2のときのｋ-照応組み

合わせ部分木)を構造の素性とした場合，照応組み合わせ部分

木の根からの深さ 3までを抽出した部分木 (k=3のときのｋ-照

応組み合わせ部分木)を構造の素性とした場合，照応組み合わ

表 6 k-照応組み合わせ部分木における実験結果

例題 1 例題 2 例題 3 例題 4

精度 77.0% 78.9% 69.3% 75.0%

k=2 再現率 48.1% 69.2% 91.7% 54.8%

F 値 59.2% 73.7% 74.9% 63.3%

精度 75.4% 77.6% 69.3% 75.0%

k=3 再現率 46.2% 68.6% 91.7% 54.8%

F 値 57.3% 72.8% 74.9% 63.3%

精度 72.1% 78.0% 69.3% 75.0%

k=∞ 再現率 49.3% 72.0% 91.7% 54.8%

F 値 58.6% 74.9% 74.9% 63.3%

表 7 学習手法における実験結果

例題 1 例題 2 例題 3 例題 4

精度 72.1% 78.0% 69.3% 75.0%

最大エントロピーモデル 再現率 49.3% 72.0% 91.7% 54.8%

F 値 58.6% 74.9% 74.9% 63.3%

精度 97.4% 85.3% 63.3% 88.0%

木カーネルを用いた SVM 再現率 30.6% 61.2% 83.3% 30.4%

F 値 46.6% 71.3% 719% 45.2%

せ部分木そのまま (k=∞)を構造の素性とした場合による照応

解析の比較実験を行った．学習機械は最大エントロピーモデル

を用いた．また，素性は，文書構造と自然言語的な素性を用い

る．表 6はその実験結果である．

例題 3，例題 4においては，深さ 3以上の照応組み合わせ部

分木が存在していなかったため，全て同じ評価を得た．例題 1，

例題 2において，k=2と k=3のときの k-照応組み合わせ部分

木による照応を比較すると，k=2 のときの方が精度，再現率

ともに良い結果を得ている．素性の削減を行わず，そのままの

照応組み合わせ部分木を構造の素性とした場合の照応 (ｋ=∞)

は，精度は低いが再現率が 3つの中で最も高いという結果を得

た．F値は，例題 1では k=2，例題 2では k=∞が高くなって
おり，どちらがより良いか判断できない．しかし，照応組み合

わせ部分木そのままを構造の素性として用いると，文書が複雑

になるにつれ素性の個数が莫大になってしまう．また，汎用性

を失い，他の文書に適用できないという問題が生じる．そのた

め，素性の個数を削減できるという点で，今回は k=2の k-照

応組み合わせ部分木を採用する．

4. 3. 3 学習手法における比較実験

学習機械を最大エントロピーモデルまたは木カーネルを用い

た SVM とした場合の照応解析の比較実験を行った．素性は，

文書構造と自然言語的な素性を用いた．学習手法の比較を行う

ため，ともに照応組み合わせ部分木そのままを文書構造の素性

とした．実験結果は表 7の通りである．

全ての例題において，木カーネルを用いた SVM に比べて，

最大エントロピーモデルによる学習の方が F値の値が高いこと

が分かる．例題 3以外においては，木カーネルを用いた SVM

による照応は，最大エントロピーモデルと比較して精度が高く，

再現率が低いという結果を得た．木カーネルを用いた学習手法

は，正解と判定したものが正解である確率は高いが，全体的に



正解と判定した個数が少なく，正解とすべきものを不正解と判

定することが多かった．カーネル法では特徴空間での表現が暗

黙的であるため，この要因を解明することは困難であると考え

られる．木カーネルは部分構造同士のカーネル関数によって再

帰的に定義されている．しかし，正解と不正解の木構造で共通

部分を持つ場合もある．そのため，最大エントロピーモデルと

比較して，正解と不正解の判定が困難になったと推測する．

5. お わ り に

本論文では，XML文書における構造の素性を用いた照応に

より，人物検索の精度を向上することを行った．構造の素性と

して，k-照応組み合わせ部分木を提案し，XMLなどの構造文

書において，文書構造の素性を用いた照応が有効であることを

確認するため，Wikipediaの XML文書を題材として 4つの例

題を作成し，実験を行った．

実験の結果，自然言語的な素性のみによる照応解析と文書構

造と自然言語的な素性による照応解析の F値を比較すると，全

ての例題において，文書構造と自然言語的な素性による照応が

良い結果を得ていた．そのため，文書構造の素性が構造文書の

照応に有効であることが言える．また，文書構造の素性として

どの k-照応組み合わせ部分木が望ましいか，k-照応組み合わせ

部分木のｋの値を様々に変えて比較実験を行った．評価結果に

大きな差は見られなかったが，素性の個数が削減できるという

点から，今回はｋ=2のときの k-照応組み合わせ部分木を採用

した．最後に，最大エントロピーモデルと木カーネルを用いた

SVMによる照応の比較実験を行ったところ，最大エントロピー

モデルを用いた学習手法の F値がより高いという結果を得た．

今後の課題として，正負例の偏りの問題を解消し，再現率の

向上を行うことが挙げられる．また，例題を増やして，他の

Wikipediaの記事やその他の HTML文書においても実験を行

い，本手法の有効性を確認したい．実際に本手法を適用した検

索システムを実装することも重要な課題である．さらなる発展

として，人物だけでなくその他の固有表現の照応解析も行い，

人物検索だけでなく，エンティティ検索に本手法を適用するこ

とが考えられる．
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