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引用箇所の間隔に基づいた共引用の検討
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あらまし 類似論文検索に用いられる代表的な類似度指標の一つに，共引用の関係を利用するものがある．ただし，従

来の共引用の指標は，引用論文の本文の内容とは無関係に「一つの引用論文で示された共引用関係にある論文同士は

全て等しく類似している」と仮定され，本文中の引用のされ方による被引用論文間の関係の違いが考慮されていない．

そこで，共引用関係にある２論文間の関係を引用箇所に基づいて「非同一段落」「同一段落」「同一文」「列挙」に分け，

この順に間隔が短いと定義する．本稿では，引用箇所の間隔が短くなるほど被引用論文間の類似性が強くなるという

仮説を設定し，その検証のために各種類の共引用関係にある論文間の類似度を算出・比較する実験をおこなった．実験

の結果，間隔の長さに応じて共引用関係にある論文間の類似度が段階的に変化することがわかり，仮説が検証された．
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1. は じ め に

1. 1 共 引 用

類似論文検索をおこなうには，論文間の類似度を表す指標が

必要となる．これまで提案された指標の中で，代表的な一つに

共引用 [1]がある．共引用の類似度指標値は，算出対象の論文

のペアが同一の論文から共に引用される回数をもとに求められ

る．これは，同一の論文によって引用される論文同士には類似

性があるという前提によるものである．たとえば図 1の場合，

類似度の算出対象は論文 Aと論文 Bであり，一般に Aと Bを

共に引用している論文の数によって指標値が求まる．Aと Bを

共に引用している論文の数が多ければ類似度が高くなり，少な

ければ類似度は低くなる．
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図 1 共 引 用

共引用は，論文データーベースであるCiteSeer [2]やWeb of

Science [3]などの実用システムで用いられており，その有用性

は高いと言える．また，Web ページ [4] や特許 [5] などの分野

にも応用され成果を上げている．

なお，共引用は類似度指標以外にも「ある論文がそれ以前の

二つの論文を同時に引用している現象（図 1）」自体も指す言葉

である．これらを厳密に使い分けるとすれば「共引用の類似度

指標値は，一定数の論文群を調査し，対象のペアを共引用する

現象が何回生じたかによって算出される」となる．

1. 2 共引用を利用した従来類似度指標の限界

従来の共引用では，引用している論文の文脈を無視し，現象

が出現するか否かのみに基づいて類似度が算出される．すなわ

ち，本文における引用のされ方，どのような意味において二つ

の被引用論文は共引用関係にあるのかは考慮されず，「一つの

引用論文で示された共引用関係にある論文間の類似度は全て同

じ」と仮定されている．そのため，たとえば，「引用論文の冒頭

で引用された論文と末尾で引用された論文間の類似度」は「同

一文中で引用された論文間の類似度」と等しい値になる．しか

し，被引用論文間の関係は, 引用論文の本文における引用のさ

れ方によって違い，それによって類似性の強弱も異なっている

はずである．たとえば，実験の方法を述べている場所で引用さ

れている被引用論文同士は強く類似し，反対に，実験方法を述

べている場所で引用された論文と理論的背景を述べている場所

で引用された論文はあまり類似していないと推測される．従来

の共引用では，そのような関係の違いに関する情報を削ぎ落と

した形で類似度が算出されている．

単なる共引用関係を超えて，より精密な類似度の指標を考え

ようとした場合，引用論文の本文における引用のされ方の情報

を利用することは有効であると思われる．論文は，順を追って

議論が展開しているため，一般に近くの箇所で引用された論文

同士の方が，遠くの箇所で引用された論文同士よりも内容的に

類似していると推測できる．引用箇所の近さを用いて，被引用

論文間の内容の類似性の強弱をとらえることができれば，それ

に基づくことで共引用の指標を精密にでき，類似論文検索シス

テムの高度化につながると考えられる．そこで，本稿では，引

用論文の本文を解析して被引用論文間の関係の違いを考慮する，



従来の共引用の拡張手法について提案をおこなう．

以下，本稿ではまず 2章で，引用を扱う際に引用論文の本文

の利用を試みている先行研究についてふれる．次に 3 章では，

引用論文の本文を用いて共引用を拡張する提案手法について述

べる．4章では提案手法を検証するために，引用箇所の間隔の

長さに応じて共引用関係にある論文間の類似度が段階的に変化

するかを調べる実験をおこなう．そして，5章で本稿のまとめ

をおこない，6章で今後の課題について言及する．

2. 先 行 研 究

引用論文の本文は，被引用論文に関わる多くの情報をもって

いると考えられる．しかしながら，近年まで，大規模論文群を

対象にした場合，本文の内容に依拠した形で引用が利用される

ことはあまりなかった．その原因は，機械可読形式の論文が少

なかったことや機械処理で引用を解釈することが難しかったこ

とにあると思われる．しかし，現在は，機械可読形式の論文が

増え，本文の内容に依拠した引用を取り扱うことが可能になっ

てきている．そして，引用論文の本文の内容を使って引用から

多くの情報を取り出し，検索などに利用する研究もおこなわれ

はじめている．ここではそのような試みについてふれ，本文を

解析して得た情報と引用を結びつけることの意義や有用性を確

認する．

2. 1 引用文章に含まれる語を利用する研究

「引用文章（引用箇所の周辺の文）に含まれる語は，被引用

論文の内容を説明する」という発想をもとにいくつかの研究が

おこなわれている．Webページのアンカーテキストを利用する

研究 [6]に近い．

この種の研究の初期的なもので，引用文章に含まれる語を単

純にキーワードとして被引用論文に付与することで検索性能を

向上させる研究が，O’Conner [7] によっておこなわれている．

その後，多くの引用文章で用いられる語に強い重みづけをする

研究が Bradshaw [8] によって，引用文章の中で被引用論文に

関する語と無関係な語を区別する研究が Ritchie [9]らによって

おこなわれている．

また，検索以外に引用文章に含まれる語を利用するような研

究として，自動的なシソーラス構築を目指すもの [10]や，デー

タマイニングに適用するもの [11]がある．

2. 2 引用の役割を自動分類する研究

また，論文群の高度な組織化を目的として，論文間のつなが

りである引用をいくつかのカテゴリに自動分類する研究もおこ

なわれている．これらの研究の多くは，それ以前に提案されて

きた引用の役割カテゴリ ( [12]など)への分類を目的としてい

る．すなわち，ここで挙げる研究は，より一般的には，教師あ

りの自動分類の研究に相当し，引用文章の特徴とその引用が属

するカテゴリを学習して未知の引用に対して自動的に正解カテ

ゴリを付与する研究であるといえる．

この研究に関して，引用文章に含まれる語や句を手がかりとし

て，引用を分類する試みが，Garzonら [13],難波ら [14],Teufel

ら [15]によっておこなわれている．また，システムと人間との

間でインタラクティブにやりとりしながら分類ルールを作成し

ていく手法が Phamら [16]によって，有限オートマトンを用い

た機械学習による手法が Leら [17]によって提案されている．

2. 3 類似論文検索への応用

2. 2で挙げた難波らは，引用をカテゴリに分類するだけでな

く，それを利用して書誌結合を拡張する手法を提案している．

書誌結合とはKessler [18]によって，共引用よりも前に提案され

た論文の類似度指標である．書誌結合の類似度指標では，図 2

で示すような論文間の関係をもとに，論文 Aと論文 Bがどれ

だけ同じ論文を引用しているかによって，引用論文間の類似度

が算出される．

難波らの手法では，書誌結合の類似度を算出する際に，それ

ぞれの引用のカテゴリを考慮する．そして，二つの引用論文が

同一のカテゴリで被引用論文を引用している（たとえば，論文

A と論文 B が同じ「問題点の指摘」カテゴリで被引用論文を

引用している）回数をもとに類似度を算出する．難波らの方法

は，引用論文本文の内容に依拠することで書誌結合を精密化す

るものであり，本研究のアイデアに極めて近いものといえる．
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図 2 書 誌 結 合

2. 4 共引用文脈分析

本稿がとりあげている共引用の観点から引用と被引用論文の

関係をとらえるものとして，共引用文脈分析 [19]と呼ばれるも

のがある．この研究は，論文集合を組織化するために，その集

合を引用している論文の本文を利用する研究である．具体的に

は，人間が引用論文を読むことにより，そこで引用された被引

用論文同士がどのような関係にあるかをとらえ，それをもとに

被引用論文集合を組織化する手法である．

このような研究が存在することからも明らかなように，(1)

共引用の関係が一種類のみのものではなく，(2)本文を用いる

ことで被引用論文間の関係をとらえる情報を引き出すことがで

きることがわかる．しかし，たとえ本文から有用な情報を引き

出せるとしても，人間でなければできない共引用文脈分析を，

検索が必要となる大規模な論文集合に対して適用することは不

可能である．類似論文検索を考えた場合，機械処理を念頭にお

いた共引用文脈分析が必要となる．本研究は，従来の共引用文

脈分析を，類似論文検索に適用可能な形でおこなうことを目指

すものととらえることもできる．

3. 引用箇所の間隔に基づいた共引用

3. 1 本文の内容に依拠した共引用

1. 2でも述べたように，従来の共引用の限界を克服するには，



論文の構成を考慮し，本文の内容に依拠した共引用を考えてい

くことが望ましい．また，2章でも述べたように，実際に引用

論文の本文の情報を用いることで成果を挙げているような研究

も多く存在する．そこで，本稿では本文における被引用間の関

係をとらえる新たな共引用の尺度を提案する．そのような共引

用の尺度を用いて被引用論文間の類似度を算出することで，共

引用に基づく類似度指標を引用論文が示す被引用論文同士の関

係をより反映したものへと拡張することができる．

1. 2でも述べたように論文は体系立てて記述がおこなわれる．

そのため，意味的に近い内容のものはまとまって述べられると

考えられる．そして，「同じ意味のまとまり内で引用された被引

用論文同士」と「異なる意味のまとまりで引用された被引用論

文同士」では，前者の方が強く類似していると想定することが

できる．すなわち，1. 2で挙げた「同一文中で引用された論文

間の類似性」と「冒頭で引用された論文と末尾で引用された論

文間の類似性」を比較した場合，前者が後者よりも強いことが

予想される．

本稿では，この意味のまとまりをとらえるために，段落や文

といった論文の構造に着目する．論文では，同じ意味のまとま

りが，一つの構造を形成して表現されると考えられるためであ

る．同一の構造内で引用されているか否かを調べることで，同

じ意味のまとまりで引用されているか否かをとらえることがで

きる．

以上のことから，引用箇所の構造を調べることによって，被

引用論文同士の類似性の強弱を推測できるのではないかと考え

られる．たとえば，図 3のような引用をおこなっている場合，

論文 b と論文 c は同じ構造内で引用されているため強く類似

し，論文 aと論文 dは異なる構造で引用されているため，弱く

類似していると判断される．もしこの推測が正しければ，引用

論文の本文を構造の視点から解析することで，被引用論文間の

類似性の強弱を判別できることになる．

[b,c][b,c]

[a][a]

[d][d]
図 3 引用論文本文の例

そこで本稿では，論文の構造をとらえた共引用の尺度が被引

用論文間の類似性の強弱を適切に反映できるものであるかにつ

いて検証をおこなう．なお，詳しくは 3. 3で述べるが，本稿で

はどの構造単位内で共引用されているかを「引用箇所の間隔の

長さ」で表す．そして，同一文内で共引用された場合と同一段

落内で共引用された場合では，前者の間隔は後者の間隔よりも

短いと表現する．

引用箇所の間隔の長さを用いて，検証事項を理論仮説として

定義すれば，「引用箇所の間隔が短くなればなるほど共引用関係

にある論文間の類似性は強くなり，間隔が長ければ長いほど共

引用関係にある論文間の類似性は弱くなる」となる．この理論

仮説が検証されれば，引用箇所の間隔を用いて共引用関係にあ

る論文間の類似性の強弱を推測できるため，それを用いること

で共引用の関係を利用した類似度指標をより精密なものにする

ことができる．

3. 2 論文の構造

3. 1でも述べたように，本稿で提案する手法は，段落や文と

いった論文の構造に着目するものである．ここでは，この論文

の構造に関して詳細に述べる．

論文における一般的な構造の単位として，「章」「節」「段落」

「文（一文）」の四つを挙げることができる．ただし，このうち

「章」「節」は，論文によって，著者によって，まとまりの意味

合いが大きく異なることが多い．この二つは構造の単位として

不安定であるため，引用箇所の間隔をとらえるのに利用するの

に不適当と判断した．

さらに，引用の観点からとらえた構造の単位であり，「文」よ

りもさらに小さな構造単位として「列挙」を用いる．「列挙」と

は，同一箇所で複数の論文を並列に列挙した引用 (図 4， [20]

より)をとらえた構造単位である．筆者のこれまでの研究によ

り，列挙形式の引用で引用された論文間の類似度は，その他の

形式で引用された論文間の類似度よりも高い値になることが明

らかになっている [21]．   A very few recent papers address techniques that adapt to dynamic environment[Zell90,Pang93,Brow92,Brow93,Meht93b]. 
図 4 列挙形式の引用の例

以上のことから，引用箇所の間隔を求めるのに利用する構造

単位として，「段落」「文」「列挙」の三つを用いることとした．

3. 3 論文の構造を用いてとらえた引用箇所の間隔

「段落」「文」「列挙」の三つの構造単位を用いることで，非

同一段落共引用，同一段落共引用，同一文共引用，列挙共引用

の 4種類の共引用から成る尺度を設定することできる．たとえ

ば，図 5左のような本文があった場合，それぞれの種類の共引

用は図 5右で示したものとなる．構造の単位が小さいほどそこ

で述べられる意味のまとまりが強いと考えらため，4種類の共

引用はここで示した順に引用箇所の間隔が短くなると考える．

なお，構造が包含関係を持つため，小さな構造単位の共引用は

大きな構造単位の共引用に含まれる (たとえば，列挙共引用は，

同一段落共引用に含まれる)ともいえるが，一つの共引用は最

も小さな構造単位の種類の共引用にのみ属すると考える．

この引用箇所の間隔は構造単位を基準とするため，必ずしも

表層的な距離の縮尺とは一致しない．たとえば，図 5において，
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図 5 間隔に基づいた共引用の例

a-fと f-gの間の表層的な距離は，前者の方が後者よりも長い．

しかし，aと fは，段落という同じ構造内に含まれるが，fと g

は異なる構造に含まれる．引用箇所の間隔の観点では，同じ構

造内にあるもの同士の間隔の方を短いととらえるため，a-f の

方が f-gよりも間隔は短いと考える．

同様に，c-d間と h-k間では，表層的な距離は h-k間の方が

長い．しかし，構造の観点からみた場合，h と k は同一「文」

内で出現し，cと dは「文」よりも大きな同一「段落」内で出

現する．小さな構造で出現する場合の方が間隔は短いととらえ

るため，間隔の長さは h-k間の方が短いと考える．

なお，引用論文の本文において，被引用論文が出現する回数

は１回とは限らない．そのため，ある特定の論文ペアに対して，

複数の引用箇所の間隔が存在する場合がある．場合によっては，

特定のペアが，ある段落では「列挙共引用」であり，別の段落

では「同一文共引用」であることもある．一つの引用論文にお

いて，特定のペアに複数の間隔が存在する場合は，その中で最

も間隔の短い種類の共引用にのみ分類することとする．

3. 4 作 業 仮 説

3. 3で定義した引用箇所の間隔に基づいた共引用を用いると，

3. 1で述べた理論仮説「引用箇所の間隔が短くなればなるほど

共引用関係にある論文間の類似性は強くなり，間隔が長ければ

長いほど共引用関係にある論文間の類似性は弱くなる」は作業

仮説「共引用関係にある論文間の類似度は，非同一段落共引用・

同一段落共引用・同一文共引用・列挙共引用の順に高くなる」

に具体化される．ここで類似度について次のように考える．

仮説を検証するためには，各種類の共引用関係にある論文間

の類似性の強さを求めて，それらを比較する必要がある．そ

こで，本稿では各種類の共引用関係にある論文間の類似性の

強弱を，従来から用いられており一定の評価がなされている

tf∗idf/cosineなどの論文の類似度指標を用いて算出する（指標

の詳細については，4. 4で述べる）．もし類似度の値が間隔の長

さに応じて段階的に変化すれば，仮説が検証されたことになる．

そこで仮説を検証するために，引用論文の本文を解析し，そ

れぞれの共引用を引用箇所の間隔に基づいて分類し，各種類の

共引用関係にある論文間の類似度を算出・比較する実験をおこ

なった．その詳細について，次章で述べる．

4. 実 験

4. 1 実験で用いたデータ

実験には，CiteSeer が公開しているデータセット CiteSeer

Metadata [22]を利用した．このデータセットには，約 57万件

分の論文の書誌事項，論文の引用関係に関する情報，論文全文

を入手するための URLなどが含まれている．

4. 2 引用論文集合の作成

データセット内の論文の中から，タイトルかディスクリプタ

に語「database」を含む論文を選び，その全文のダウンロード

を試みた．ダウンロードできた 13,551 件の中から，本文の解

析をプログラムで処理し易い，引用記号が

• 　大括弧に囲まれている

• 　括弧内が数字とアルファベットの組み合わせ

該当例 ・・・[CACS94] [Bon97b]

非該当例 ・・・1),(1),[1],(CACS94) ,[Bon]

であるものを条件として抽出をおこない，引用論文集合とした．

その数は，1,468件となった．

4. 3 被引用論文集合の作成

データセットが持つ引用関係の情報をもとに，引用論文集合

が引用している論文を収集した．これを被引用論文集合とする．

被引用論文集合の数は，4,592件となった．なお，引用論文集

合と被引用論文集合には重なりがある．また，詳しくは 4. 4で

述べるが，共引用関係にある論文間の類似度を算出する方法の

一つとして，語の共出現数 (tf∗idf/cosine)を用いるため，被引

用論文についても全文のダウンロードを試みた．

4. 4 類似度の算出に用いる指標

類似度を算出する指標として，多くの先行研究や実用シス

テムで利用されており，一定の評価がなされていると判断さ

れる「tf∗idf/cosine」「書誌結合」「従来の共引用」を用いる．

「tf∗idf/cosine」は語の共出現頻度 (図 6) を用いて，「書誌結

合」は同じ論文を引用している数 (図 7)によって類似度を算出

する指標である．「従来の共引用」は，図 8 のように CiteSeer

Metadata の約 57万件の論文から，何回共引用されているかを

求める（ここで，「従来の共引用」を用いて類似度の算出をおこ

なうことは，提案尺度で 4種類に分類した被引用論文ペアの類

似度を，従来の共引用指標で算出することを意味する）．

なお，「書誌結合」と「従来の共引用」については，コサイン

係数で正規化処理をおこなった指標も用いる．この正規化処理

は，「書誌結合」では引用数を「従来の共引用」では被引用数を

補正するためのもので，先行研究でも用いられているものであ

る [23]．以上示した五つの類似度指標で算出をおこなうことで，

多様な類似性の観点から検証し，実験の信頼性を高める．

各指標の類似度の具体的な算出は次のようにおこなった．こ

こでは，求める類似度を S，類似度の算出の対象となる論文を

P1，P2 とし，P が引用している論文集合を citing(P )，その数

を count(citing(P ))，P を引用している論文集合を cited(P )，

その数を count(cited(P ))とする．



算出対象算出対象

含まれる語に着目

図 6 「tf∗idf/cosine」による評価

算出対象算出対象
図 7 「書誌結合」による評価

論文集合論文集合((約約5757万件万件))

CiteSeerMetadataCiteSeerMetadata

算出対象算出対象
図 8 「従来の共引用」による評価

「tf∗idf/cosine」

S =
−→
P1 ·

−→
P2

|−→P1| · |
−→
P2|

ここで，ベクトル −→
P 中の各要素（語）に対する重み

Wは以下のように求める．

W = log(
その語の出現回数

P の延べ語数
+ 1) ∗ (log(

総文書数
出現文書数

) + 1)

ただし，全文をダウンロードできた全ての論文 (引用論

文集合＋被引用論文集合)（15,713件）を総文書とする．

また，各語をPOSTaggerソフトMontyLingua [24]を

用いて原型に変換してから，計算をおこなった．

「書誌結合」

S = count(citing(P1) ∩ citing(P2))

「正規化書誌結合」

S =
count(citing(P1) ∩ citing(P2))√

count(citing(P1)) × count(citing(P2))

「従来の共引用」

S = count(cited(P1) ∩ citied(P2))

「正規化共引用」

S =
count(cited(P1) ∩ citied(P2))√

count(cited(P1)) × count(cited(P2))

4. 5 各種類の共引用の類似度集計方法

実験は，引用論文の本文から得られた引用箇所の間隔の情報

が類似性の強弱を判別できるか調べるためにおこなうものであ

る．そのため，以下のように引用論文を単位とした方法で各種

類の共引用に分類される論文間の類似度を集計した．この集計

方法は，全 5指標において共通である．

まず，引用論文毎に算出対象の種類に該当する共引用のペア

の類似度を平均する．この結果を St(P )とする．tは，「列挙共

引用」「同一文共引用」「同一段落共引用」「非同一段落共引用」

のいずれかである．次に，当該種類の共引用が存在した引用論

文のすべての類似度を平均する．したがって，各共引用の類似

度の集計値 S̃ は次式で求まる．ただし，nは当該種類の共引用

を含む引用論文の総数である．

S̃ =

∑n

k=1
St(Pk)

n

tを列挙共引用，算出指標を tf∗idf/cosineとした場合の類似

度集計過程は図 9のようになる． 

tftf**idfidf/cosine/cosine
[a,b][e,f][c,d] 0.1160.1160.1550.1550.3350.335 平均平均 0.2020.202e fe fc dc da ba b
引用論文引用論文 PP11 被引用論文被引用論文

)(PS 1列挙共引用=

平均平均 「「tftf**idfidf/cosine/cosine」」･･････
0.2020.354引用論文引用論文(n=317)(n=317)

[a,b][e,f][c,d] 0.332S列挙共引用 =~

引用論文引用論文 PP11 被引用論文被引用論文
aabb 「「tftf**idfidf/cosine/cosine」」で類似度を算出で類似度を算出[a,b][e,f][c,d]

列挙共引用のみを抽出列挙共引用のみを抽出
0.1160.116

図 9 類似度の算出・集計の例

4. 6 各種類の共引用の比較結果

4. 4で述べた指標，及び 4. 5で述べた方法を用いて類似度の

算出・集計をおこなった．算出・集計に用いた共引用関係にあ

る論文のペア数及び引用論文数は表 1で示すとおりである．な

お，引用論文集合中にページがページ番号の昇順に並んでいな

い論文などがあったため，利用することができたのは引用論文

集合中の 1,055件であった．



表 1 類似度算出・集計に用いたデータ数

非同一段落共引用 同一段落共引用 同一文共引用 列挙共引用

引用 共引用 引用 共引用 引用 共引用 引用 共引用

論文数 ペア数 論文数 ペア数 論文数 ペア数 論文数 ペア数

tf∗idf/cosine 772 14430 500 2670 264 813 317 827

正規化書誌結合 810 26254 564 4620 333 1298 411 1490

正規化共引用 892 34596 650 6013 392 1719 465 1870

書誌結合 892 34596 650 6013 392 1719 465 1870

従来の共引用 892 34596 650 6013 392 1719 465 1870

表 2 類似度集計結果

非同一段落 同一段落 同一文 列挙

共引用 共引用 共引用 共引用

tf∗idf/cosine 0.177 0.204 0.251 0.332

正規化書誌結合 0.094 0.129 0.163 0.232

正規化共引用 0.142 0.178 0.223 0.273

書誌結合 0.374 0.572 0.799 1.057

従来の共引用 5.676 7.820 12.449 17.028

0
0.1
0.2
0.3
0.4

非同一段落 同一段落 同一文 列挙引用箇所の間隔

類似度

tf*idf/cosine正規化書誌結合正規化共引用

図 10 各種類の共引用の類似度比較

なお，「tf∗idf/cosine」ではペアの一方の被引用論文の全文が

入手できなったもの，「正規化書誌結合」ではペアの一方の被引

用論文が引用数 0であったものについては，類似度の算出をす

ることが不可能なため，対象から除外した．このため，この二

つの指標は他の指標よりも算出対象数が少なくなっている．

算出の結果が表 2，図 10である．図 10は，類似度が 0 ～ 1

の範囲内で正規化される，「tf∗idf/cosine」「正規化書誌結合」

「正規化共引用」の三つをグラフ化したものである．この表 2，

図 10からも明らかなように，算出をおこなった「tf∗idf/cosine」

「正規化書誌結合」「正規化共引用」「書誌結合」「従来の共引用」

のどの指標においても，「非同一段落共引用」「同一段落共引用」

「同一文共引用」「列挙共引用」の順に類似度が高くなることが

分かった．なお，全指標毎に全ての共引用の種類間で，平均値

の差の検定をおこなったが，有意水準 1%で帰無仮説は全て棄

却された．

表 3 これまでの共引用の類似度算出・集計に用いたデータ数

引用論文数 共引用ペア数

tf∗idf/cosine 927 18740

正規化書誌結合 972 33662

正規化共引用 1055 44198

書誌結合 1055 44198

従来の共引用 1055 44198

4. 7 これまでの共引用の尺度との比較

本稿で提案した尺度は，これまでの共引用の尺度では一種類

しかなかったものを引用箇所の間隔に基づいて４種類に分ける

ものである．そこで，これまでの共引用の尺度と引用箇所の間

隔に基づいた共引用の尺度を比較する実験をおこなった．比較

は，前述の実験と同様 1,055件の引用論文を使い，4. 4の指標

を用い，4. 5の方法でおこなった．これまでの共引用は 4種類

の共引用を全て同一とみなすので，その算出となる共引用ペア

数は表 1における 4種類の共引用ペア数の合計したものになる

（表 3）．

これまでの共引用と引用箇所の間隔に基づいた共引用を指標

別に比較したものが図 11である．図 11で示されるように，こ

れまでの共引用では算出された類似度が高い共引用ペアと低い

共引用ペアをひとくくりにまとめているが，引用箇所の間隔に

基づいた共引用ではそれらを区別していることを確認できる．

4. 8 考 察

4. 6の実験結果より，算出をおこなったどの指標においても，

引用箇所の間隔の長いものほど共引用関係にある論文間の類似

性は弱く，間隔が短いものほど類似性が強いことが分かった．

このことにより，仮説は検証されたといえる．したがって，本

稿で提案した引用箇所の間隔の尺度によって，共引用関係にあ

る論文間の類似性の強弱を推測可能なことが明らかになった．

また，各指標によって算出された論文間の類似度の差は，

0 ～ 1の範囲で類似度が正規化される三つの指標に着目した場

合でも，極端に小さいものでないといえる．これは引用論文の

本文を解析して，被引用論文間の関係の違いをみる提案尺度の

有効性を示唆するものといえる．

そして，4. 7の実験結果より，これまでの共引用の尺度がと

らえていない類似性の強弱差を提案尺度がとらえていることを

確認できた．4. 7の実験は，これまでの共引用が引用箇所によ
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図 11 これまでの共引用の尺度との比較

る被引用論文間の関係の違いを考慮せず，全ての共引用関係を

ひとくくりにした粗い手法であることを数値的・視覚的に示し

たものである．

5. ま と め

本稿では以下のことをおこなった．(1)引用論文の本文の内

容に依拠した共引用として，論文の構造からみた引用箇所の間

隔を利用することを提案した．(2)これまでの共引用を引用箇

所の間隔の長さによって４種類に分けた．(3)実験をおこない，

引用箇所の間隔の長さに応じて共引用関係にある論文間の類似

度が段階的に変化するか否かを検証した．また，これまでの共

引用と引用箇所の間隔に基づく共引用との比較もおこなった．

(4)間隔に応じて類似度が段階的に変化することが分かり，引

用箇所の間隔で共引用の類似性の強弱を推測できることを明ら

かにした．また，これまでの共引用ではとらえられない類似性

の強弱差を提案手法がとらえられること確認した．

6. 今後の課題

本研究は，引用箇所の間隔に基づいた共引用を用いた類似論

文検索システムの構築を目指すものである．システムでは，引

用箇所の間隔に基づいた共引用の尺度を使って，論文間の類似

度指標値を算出することになる．その算出のためには，次の二

つの課題を解決していかなければならない．

一つ目は，重みの設定方法である．今回の結果から，引用箇

所の間隔が短ければ強い重みを設定し，引用箇所の間隔が長け

れば弱い重みを設定することが有効であることが分かった．た

だし，実際の検索システムにおいては，重みに実際の数値を与

えなければならない．そのため，各種類の共引用にどのように

重み設定するかについて検討する必要がある．

二つ目は，論文間の類似度の算出方法である．実際の類似論

文検索システムでは，たとえば図 12の論文 aと論文 bのよう

に，複数の論文から引用された被引用論文同士の類似度を算出

することになる．図 12は，aと bは一方の引用論文では列挙共

引用されており，もう一方の引用論文では非同一段落共引用さ
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[a,b][a,b]

[b][b]
[a][a]

引用論文引用論文 被引用論文被引用論文

図 12 複数の引用論文による評価

れている状態を示している．このような場合，論文 aと論文 b

の類似度をどのように計算するのかについて考える必要がある．

これらの課題に対処したうえで，最終的には「従来の共引用」

と「引用箇所の間隔に基づいた共引用」の間で類似論文の検索

性能比較実験をおこなう予定である．なお，この際には，ユー

ザーによる評価もおこない定性的な評価をおこなうことも検討

している．
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