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概念体系を用いた概念抽象化手法と
語義判定におけるその有効性の評価
平

川

秀

樹†,☆ 木

村

和

広†,☆

概念抽象化は，概念をより上位の概念にマップする操作であり，与えられた概念を適切な粒度の概念
に抽象化する操作は，様々な意味処理タスクで利用可能である．本稿では，均等深度法（ Flat depth
method ）
，均等サイズ法（ Flat size method ）
，均等クラス確率法（ Flat probability method ）の
3 つの概念体系を用いた概念抽象化手法について，EDR 概念辞書を利用して種々のパラメータで概
念抽象化を実現し，これを概念タグ付きの EDR コーパスを用い，単語の曖昧性解消タスクに対して
適用することにより，それぞれの抽象化手法の評価を行った．この結果，均等クラス確率法がこの対
象タスクに対して最も有効であるという結果を得た．また，人間の直感的判断に基づいて作成した概
念抽象化データとも予備的な実験による比較を行った結果，人間の判断と最も類似した判断を行った
手法は，均等サイズ法であった．

Concept Abstraction Methods Using Concept Classification
and Their Evaluation on Word Sense Disambiguation Task
Hideki Hirakawa†,☆ and Kazuhiro Kimura†,☆
The relation between the degree of abstraction of a concept and the explanation capability
(validity and coverage) of conceptual description which is the constraint held between concepts is clarified experimentally by performing the operation called concept abstraction. This
is the procedure that chooses a certain set of lower level concepts in a concept hierarchy and
maps the set to one or more upper level (abstract) concepts. We took the flat depth method,
the flat size method, and the flat class-probability method for the degree of abstraction. By
taking these methods and degrees as a parameter, we applied the concept abstraction to the
EDR Concept Classifications and performed word sense disambiguation test. The test set and
the disambiguation knowledge were extracted as a co-occurrence expression from the EDR
Corpora. Through the test, we found that the flat probability method gives the best result.
We also carried out an evaluation by comparing the abstracted hierarchy with that of human
introspection and found the flat size method gives the most similar results to human.

1. は じ め に

雑な意味概念を表現するという方法をとることが一般

自然言語処理システムをより高度にするためには，

意味的なプリミティブをどのようにするかという重要

的である．Schank の CD 理論1)に代表されるような

意味処理や知識処理を本格的に導入し，意味的に正し

な議論はあるが，現在，実世界レベルで適用可能な規

く，一般知識や専門知識に即した解釈や振舞いができ

模を持ち，コンピュータ利用が可能である意味の表現

るようにすることが必須である．このためには，言語

体系としては，いわゆる概念体系と呼ばれる形態が一

の意味的な記述，知識の記述や利用方法を確立し，ま

般的になっている．概念体系は，意味の単位として，
「概念」を想定し，概念の間の関係が記述される☆☆ ．概

た，膨大な量になると想定されるこれら言語知識を収
集・管理する仕組みを確立する必要がある．意味記述，

念の上位下位関係（ isa 関係）が最も代表的な関係で

知識記述のベースとして，通常，意味的なプリミティ

あり，いわゆる概念階層，概念シソーラスを構成する．
単語（表層記号列）から概念への対応関係は，1 対多

ブを想定し，それを組み合わせることにより，より複

であり，単語辞書などで定義される．
† 株式会社東芝研究開発センター
Toshiba R&D Center
☆
現在，知識メディアラボラトリー
Presently with Knowledge Media Laboratory

☆☆
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角川書店の類語国語辞典2) ，国立国語研究所の分類語彙表3) の
ような分類体系もあるが，計算機処理を前提としたものでなく
本稿の対象としていない．
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具体的な例とし て，日英機械翻訳シ ステム ALTJ/E 4) への応用を想定して開発された約 3,000 の意味

念分類が詳細であること，概念タグが付けられたコー

分類カテゴ リを持つ☆ NTT シソーラス5),6) ，英語の汎

パスが存在することから，EDR の概念体系を実験対

用シソーラスであり約 9 万の synset（同義語の集合で

象として選択した．また，どの抽象化手法がより人間

あり「 概念」に相当）を持つ WordNet

7),8)

，日本語

tion，以後 WSD と略記）とし，概念体系としては概

による抽象化（あるいは認知）に近いかといった認知

と英語をつなぐ 中間言語として設計され約 40 万の概

的側面も興味深く重要であると考えており，認知評価

念ノード を持つ EDR 概念体系9)などがあげられ，い

を指向した予備的な評価実験もあわせて行った．

ずれも人手により 80 年代から開発されてきたもので
ある．すでに述べたように，こうした概念体系は，言
語表現の意味記述，知識の記述やそれらを用いた意味

2. 概念抽象化
意味に関する用語は，たとえば「概念」という言葉

的な推論や判断に利用することが可能であり，今後の

1 つをとっても人により解釈が異なる場合もあるため，

意味処理・知識処理のベースとして重要である．

概念抽象化の議論に入る前に，本稿で用いる用語の説

概念体系を利用する際にしばしば利用される処理に
概念抽象化がある．概念抽象化とは，概念体系の下位
の概念（概念粒度が小）を上位の概念（概念粒度が大）

明を最初に行う．

2.1 用語の定義
本稿では EDR の概念体系を対象としているため，

にマッピングする操作であり，複数の概念からなる意

これら用語は，EDR の用語にほぼ準じている．

味記述や意味表現パターンを抽象化するベースにも

概念：1 単語に対し 1 つ以上割り当てられた意味的オ

なっている．たとえば，概念抽象化は，統計ベースの

ブジェクトであり，1 つの意味の単位（概念ノード

言語処理におけるデータスパースネスの問題に対処す

として表現）である．1 つの単語は，1 つ以上の概

るためのデータ抽象化10),11) ，事例ベース翻訳や翻訳

念を表現することができ，また，1 つの概念には，

規則作成に利用可能な表現パターンの獲得12) ，テキ
ストタギングなどで利用される適切な粒度のトピック

1 つあるいは複数の単語が対応付けられる．表記
上では， 馬  のように，単語を「  」と「  」で括っ

ラベルの作成13) ，コーパスからの名詞概念属性の抽

て表現する．EDR 辞書で用いられている 16 進数

14)

出

，適切な抽象度を持った要約の作成

15)

など意味

概念を取り扱う種々の場面で利用可能である．こうし
た応用において，どのような基準で概念抽象化を行う
かは，アプ リケーションの目的によっても異なるが，

の ID である概念識別子を付与して  103c4d : 人
間  のようにも記述する．
概念体系：木構造または束構造で概念の上位下位関係
を記述した体系であり，上位概念の外延は下位概

何らかの基準により概念の粒度を変更して抽象化のレ

念の外延の和集合である．最も上位の概念，す

ベルを制御できることは有用である．

なわち，上位概念を持たない概念をルート 概念

概念抽象化の手法に関しては，すでに文献 14) にお
，均
いて既存手法を均等深度法（ Flat depth method ）
等サイズ法（ Flat size method ）に分類し，新たに均

（ルートノード ）と呼び，下位概念を持たない概
念をリーフ概念（ リーフノード ）と呼ぶ．
概念記述：複数の概念の間に成立する意味的制約を関

等クラス確率法（ Flat class-probability method ）を

係子とともに記述したもの．本稿では，関係子とし

提案し，単語属性の抽象化に適用した．しかしながら，

て深層格ラベル（ “agent”，“object” など ）を用

それぞれの概念抽象化手法について深い議論や評価が

いる．たとえば，
「馬が走る」は， agent,  馬 ,  走

行われていないため，概念抽象化の種々の応用の場面
でど ういった手法を利用すべきかといった点は必ずし
も明らかではない．
本稿では，概念抽象化によって概念体系の抽象度と
概念記述の説明能力（ =意味単位間に成立する種々の
制約の妥当性・被覆性）との関係を，上記 3 手法に対

る  のように記述する．
概念抽象化：特定の概念をより上位の概念にマッピン
グすること．たとえば， サラブレッド  を  馬 
や  動物  に抽象化することである．
概念具象化：概念抽象化の逆の操作で，上位の概念を
その下位概念にマッピングすること．

して実験的に明らかにする．実験対象タスクは，単語

概念記述の抽象化：概念記述中の概念に概念抽象化を

語義の曖昧性解消の問題（ Word Sense Disambigua-

施すこと．たとえば，概念記述  agent,  サラブ

☆

意味分類カテゴ リは，
「 概念」ではなくいわゆる格マーカに相当
する「意味属性」であるが，ここでは「意味属性」は，それがま
とめる概念集合全体に相当する概念を表現すると想定している．

レッド ,  走る  は， agent,  馬 ,  走る  の
ように抽象化可能であり，“サラブレッド ” 以外の
馬にも適用しうる知識として一般化される．ただ
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な概念体系を仮定すると，リーフ概念からの距離が一
定になるような概念抽象化の手法となるとも考えられ
る．これは，ルート概念からの距離が一定となる均等
深度法と対象的である．ただし，抽象化概念を決定す
るパラメータは，距離でなく概念集合のサイズである
ので，均等深度法に比べて比較的細かな概念粒度の設
定が可能である．
Fig. 1

図 1 3 種の概念抽象化手法
Three concept abstraction methods.

2.2.3 均等クラス確率法
コーパスから単語出現確率が得られるが，Resnik
は，これを概念に拡張しコーパスにおける概念の出現

し，抽象化された概念記述の知識としての正しさ

確率をクラス確率（ class probability ）として語彙の

は保証されない．

類似度判定などに利用した16),17) ．均等クラス確率法

概念記述の具象化：概念記述の抽象化の逆で，概念記

は，概念のクラス確率が一定値となる上位レベルまで

述中の概念に概念具象化を施すこと．属性継承が

下位概念を抽象化する概念抽象化手法である．Resnik

正しくなされていれば，知識としての正しさは保

は，階層全体の概念のクラス確率の和が 1 となるク

証される．
2.2 概念抽象化の手法

ラス確率の計算手法を提案したが，ここでは，
「 上位

概念の抽象化を行うためには，各々の概念に対して，

概念の直下の概念のクラス確率の和とする」という，

概念のクラス確率は，その概念自体の出現確率とその

どの上位概念まで抽象化するかを決定する必要がある．

ルート概念のクラス確率が 1 となる Li ら 18) ，Kimura

シソーラスを利用した概念抽象化の手法には，
「 均等深

ら 19) ，McCarthy 20),21) の手法を採用した．

度法」
，
「 均等サイズ法」
，
「 均等クラス確率法」
（ 本稿で

均等クラス確率法において，EDR 概念体系の中間

は「均等確率法」とも略記する）の 3 手法があり，本

ノードは，上と同じように，概念粒度の調整という役

稿ではこれらの比較を行う．図 1 にこれらの手法の概

割を果たしている可能性がある．均等クラス確率法は，

要を示す．

コーパスと概念体系の両者を利用するという点で他の

2.2.1 均等深度法

2 手法と異なっている．この手法は，概念の出現頻度

図に示すように，均等深度法は，ルート概念からの

が概念粒度に比例するという仮定に基づいている．一

深さが定数 N 以上である概念を，その上位概念で深さ

般知識を扱うには，バランス良いコーパスが必要であ

N に位置するものに抽象化する．均等深度法は，処理
が容易であるというメリットがあるが，
「 深さ」という

ると考えられるが，逆に抽象化の概念粒度を，与える
コーパスによって変更できるため，分野適応を積極的

ディスクリートで粗いパラメータでのみ抽象化レベル

に行うというアプローチが可能と考えられる．

を設定するため，概念粒度のきめ細かな設定ができな
いという問題がある．概念抽象化の観点から見ると，

2.3 概念抽象化における多重継承の扱い
概念体系には，木構造のものと束構造のものがある．

この手法は，深さと概念粒度がプロポーショナルであ

後者は，ある概念に対し複数の上位概念の存在を許し，

るという仮定にのっとっていると考えられる．概念の

それら上位概念の属性を継承（多重継承）する．たと

分化という観点からは，EDR の概念体系には，表層

「 動物としての馬」
，
「 乗り物と
えば，単語 “馬” には，

単語と直接対応関係がない概念（中間ノード ）の存在

しての馬」
，
「 食用肉としての馬」など 多くの概念が対

が許されており，これにより概念体系の作り方，概念

応するが，束構造の体系では，これらの多義の一部も

の分化の仕方が，他の概念体系に比べてより均等性を

し くは全部を同一概念  馬  で表現し ，それを  動

持っている可能性がある．

物  や  乗物  など複数概念の下位概念とする．概念

2.2.2 均等サイズ法
均等サイズ法は，ある概念が支配する概念数（子孫
となる概念数）が一定値 S となるように子孫概念を祖

抽象化を考えるうえでは，この多重継承の扱いを決定
は，両方に抽象化するという 2 つの方法があるが，前

先の概念に抽象化する13) ．均等サイズ法は，個々の概

者は，片方の親の属性を捨ててしまうという問題があ

する必要がある．どちらか一方に抽象化する，あるい

念の概念粒度が一定であるという仮定にのっとってい

り，後者は，本来どちらか一方に抽象化されるべき概

る．通常，概念体系のリーフ概念側から均一に概念ク

念記述を両方に抽象化してしまうという問題がある．

ラスタを成長させるため，全体的に子概念の数が一様

本稿では，前者の問題がより深刻であると考え，後者
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図 2 概念体系の多重継承の扱い
Treatment of multiple inheritances in concept classification.

の手法を採用する．基本的には，図 2 に示すように，

概念体系では，未分類概念（ 体系化済みでない概念）

束構造を木構造に展開して考え，同一概念をルート概

が，体系の上位レベルに配置されておりこれらも削除

念からのパスによって別概念と見なす．たとえば，概

することとした．実際，EDR 概念体系 Ver.1.5 では，

念  30f 6b0 : 人間  は， 30f 6af : 生命体  としての

深さ 2 に英語単語由来の未分類概念（すべてリーフ概

人間と， 3aa911 : 人間または人間と似た振舞いをす

念）が 10,023 個，深さ 3 には，日本語単語由来の未分

る主体  としての人間の 2 つの親を持つが，これは，

類概念（すべてリーフ概念）が，819 個存在した．日

図 2 の右側の構造であると解釈する．

本語体系化のアルゴ リズムを以下に示す．

3. EDR 概念体系を用いた概念抽象化の実装

step1：英語由来概念および未分類概念のリーフノー

3.1 EDR 概念体系とその日本語化

step2：Delete の全要素の直上の親ノードの集合を集

ド 集合を集合 Delete に格納する．

EDR 概念体系は，他の EDR 辞書群（単語辞書，対
訳辞書，共起辞書・コーパス）と概念識別子と呼ばれ

合 N ext に格納する．
step3：N ext が 空集合となるまで step4〜5 を繰り

る 16 進数を媒介として，相互に関連付けられている．

返す
step4：集合 Current に N ext を代入し，N ext を空
集合とする．

日本語単語辞書および英語単語辞書は，単語（ 表層）
情報と概念情報との対応を与え，概念情報は，原理的
には言語依存性（日本語・英語の別）を持っていない．

EDR 概念体系は，1 つのルートノード と，11,480 個
の中間ノード，376,432 個のリーフノード から構成さ
れている．また，2.3 節で述べた多重継承を認めてお
り，約 40 万概念のうち，2 万超の概念が多重継承ノー

step5：Current の各要素に対し，直下の子ノードが
すべて Delete に含まれていれば ，その要素を
Delete に加えるとともに，その要素の直上の親
ノード の集合を N ext に格納する．1 つでも子
ノードがある場合は，そのままとする．

概念抽象化方式の実装にあたっては，まず，体系の

step6：Delete の全要素とこれにかかわる上位下位関
係リンクを概念体系から削除する．

日本語化を行った．EDR 概念体系は，日英共通の概

このアルゴ リズ ムを 適用し た 結果，ノード 数は

ドである．

念体系であるが，途中まで日英個別に開発されてきた
経緯もあり，英語単語辞書のみに関連するような概念

199,245 となった．
3.2 概念抽象化マップの作成

ノードが存在する．この種の概念ノード（英語由来概

概念抽象化は，抽象化マップと呼ばれる表を定義す

念と呼ぶ）は，均等サイズ法や均等確率法において副

ることで規定される．抽象化マップは，概念識別子に

作用をもたらす可能性がある．このため，英語由来概

対して抽象化後の概念識別子（複数可）を与える対応

念を除去し ，体系の日本語化を行った．また，EDR

表である．

Vol. 44

No. 2

概念体系を用いた概念抽象化手法と語義判定におけるその有効性の評価

425

図 4 均等サイズ法による抽象化概念ノード 数
Fig. 4 Number of abstracted concepts in Flat Size
Method.

図 3 均等深度法による抽象化概念ノード 数
Fig. 3 Number of abstracted concepts in Flat Depth
Method.

出して☆ 記録する．

3.2.1 均等深度法による抽象化マップ作成
均等深度法では，抽象化マップは，深さ優先で概念

step2：体系を深さ優先でたど りながら，支配ノード
数が指定値を下回るノード n を発見した時点で，

体系をたどりながら，深さが指定値を下回るノード n

ノード n 以下全支配ノードを n の直上ノードに

を発見した時点で，ノード n 以下の全支配ノード を

抽象化するように対応付ける．
step2 において，多重継承を持つ概念ノード を C ，

n の直上ノードに抽象化するように対応付けることで
実現できる．EDR 概念体系では最深深度の概念ノー

その親を P 1，P 2 とした場合に，P 1，P 2 の間に上

ドは深さ 16 であるため，深さ 1 から 15 までの 15 種

位下位関係が成立する場合，たとえば P 1 が P 2 の祖

類の抽象化マップを作成した．深さと抽象化後の概念

先である場合は，より下位の P 2 に C およびそれ以

ノード 数の関係を図 3 に示す．抽象化概念数は，2〜
6 段で，50，1,005，6,623，19,790，51,153 とかなり

より上位（祖先）の親ノード P 1 に対応付ける方式も

の幅を持って増加しており，たとえば，抽象化概念数

考えられ，上位融合方式と呼ぶ．

3,000〜4,000 の概念粒度に設定するなどの操作はでき
ない．

下の概念を対応付ける（下位融合方式と呼ぶ）
．また，

本アルゴ リズムにより，size = 1 から 50,000 まで
の 15 段階について，抽象化マップを作成した．概念

また，多重継承を持つノードについては，すでに述べ

集合のサイズと抽象化後の概念ノード 数の関係を図 4

たように複数の抽象化概念にマップされる．たとえば，

に示す．均等サイズ法は，集合サイズの指定により抽

図 2 の概念  103c4d : 人間  は，均等深度法で深さ 2

象化概念数を比較的自由に設定することが可能である．

に抽象化する場合， 30f 6b0 : 人間  と  444d86 : も

ただし，EDR の概念体系では，リーフノードの親ノー

の  の 2 つに抽象化されることになる．

ドが多数の下位ノード を持っているという特徴を持っ

3.2.2 均等サイズ法による抽象化マップ作成

ており，概念集合サイズを 2 にすると，抽象化概念数

Hearst らは，均等サイズ法の抽象化概念の計算ア

は約 8,300 まで一気に減少する．このため，たとえば，

ルゴ リズムとして概念クラスタの上界値と下界値をあ

1 万以上という粒度の抽象化概念数を得たい場合には，

たえ，これらを調整して，ここでいう抽象化マップを

均等サイズ法は適切でない．この問題は，概念体系の

作成する方式を提案した13) ．この手法では，多重継承

構造が変ることにより避けられる可能性があり，均等

があった場合に，どの概念に組み込むかといった制御

サイズ法の問題であるとは一概にいえない．抽象化の

ができないという問題があり，word similarity 計算に

中間の領域では，概念集合サイズが 50 で約 2,000 の

概念抽象化を利用する Hearst らの研究では問題ない

抽象化概念数，概念集合サイズが 10 で約 5,000 の抽

が，本研究では目的に沿わないため採用しなかった．

象化概念数となっている．

均等サイズ法については，以下のアルゴ リズムで抽象
化マップを作成した．

step1：体系上の全ノード に対し ，支配ノード 数を算

☆

前節で述べた木構造展開の考え方から，多重継承は 2 重にカウ
ントする．
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4. 意味的曖昧性解消タスクによる評価
4.1 WSD タスク
すでに述べた概念抽象化の手法の評価として，EDR
コーパスを利用し た WSD タスクの実験を行った．

EDR コーパスでは，各単語は，概念識別子によりタグ
付けされており，また，概念間の意味関係も付与され
ている．このため，EDR コーパスからは，概念記述，
すなわち 2 つの概念とその間の関係が抽出可能であり，
これを利用して WSD を行うという方式を実験では採
用した．基本的には，EDR のタグ付きコーパスから
図 5 均等確率法による抽象化概念ノード 数
Fig. 5 Number of abstracted concepts in Flat Class
Probability Method.

概念記述をとりだし，そこから可能な概念記述を生成
し ，それぞれの概念記述に対する知識ベース（ EDR
コーパス）での生起頻度を計算し，最も高い頻度を持

3.2.3 均等確率法による抽象化マップ作成

つ概念記述を，与えられた入力文の表す概念記述と判

均等確率法は，各概念のクラス確率を必要とし，通

定するという方式である． agent, 猫 1, 走る 3  とい

常，テキストコーパス中の単語が指し示す概念を同定

う概念記述からは，オリジナルの表層 “猫” に対して，

する，すなわち，WSD を行う必要がある．WSD 自

概念  猫 1 ， 猫 2  があり，“走る” に 3 つの概念が

体が重要な研究課題であるが，本稿の主目的ではない

あるとすると，6 つの概念記述  agent, 猫 1, 走る 1 ，

ため，すでに人手により概念タグ（概念識別子）でタ

 agent, 猫 2, 走る 1 ，...， agent, 猫 2, 走る 3  が候

グ付けされた EDR コーパスを利用してクラス確率を

補として生成される．

求めている．次に均等確率法による抽象化マップの作

図 6 は，本実験の概要を示している．EDR コーパ

成アルゴ リズムを示す．

スから抽出された概念記述は，評価のためのテスト

step1：EDR コーパスに出現した自立概念（自立語の
概念）の出現頻度をカウントする．

セットと知識ベースの 2 つの部分に分割される．テ

step2：データスパースネスへの対処として，GoodTuring discount 法22)を適用し，頻度の調整を行

その文の解釈を表した概念記述よりなっている．知識

う☆ ．

ストセットのエントリは，名詞と動詞からなる文と，
ベースの構造は，テストセットと同じエントリに，さ
らに，コーパス中の頻度情報を加えたものであり，さ

step3：体系上の全ノードに対し，ボトムアップに，概

らに後に述べるスコア（図に記述しない）が付与され

念頻度を算出（支配ノード の頻度を合算し，多継

る．今回は，テスト事例と知識ベース用事例とがおお

承の場合は親の数で均等に分配する ）して記録

むね 1 : 9 の比率になるように無作為に分割した結果，

する．

約 5.6 万のテスト事例と約 50 万の知識ベース用事例

step4：深さ優先で体系をたど りながら，上記頻度が
指定値を下回るノード n を発見した時点で，ノー

が得られ，この中より，“agent”，“object” 関係のみ

ド n 以下全支配ノードを n の直上ノードに抽象

知識ベース事例を得た☆☆ ．テスト事例中の各々の単語

化するように対応付ける．多重継承については，

の持つ多義性（この場合，名詞の語義の多義と動詞の

下位融合方式を適用する．

語義の多義の組合せ）を計算すると，1 つのテスト事

をさらに抽出し，1.4 万のテストセットと約 16 万件の

本アルゴ リズムにより，クラス確率が 0.00001 から
0.2 までの 17 段階について，抽象化マップを作成し

例あたり平均 16.4 の解釈の曖昧性があった．

た．出現確率と抽象化後の概念ノード 数の関係を図 5

その妥当性を表現しているともいえ，表層表現から生

知識ベース中の概念記述に付与された頻度情報は，

に示す．抽象化マップは，比較のため，Good-Turing

成可能な解釈（概念記述）の中から適切な解釈を選択

discounting を行わない場合も用意した．

する際の指標として利用することができる．WSD の
決定ファクタとして，この頻度情報を直接利用するこ
☆☆

☆

観察されなかった事象（非出現概念）には，頻度 0.16，確率換
算 0.00000009 が割り当てられた．

EDR 共起辞書には全体で約 113 万のデータがあるが，ここで
は，単語辞書とリンクのない概念識別子を有したり，概念識別
子がアサインされていないデータは除去している．
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図 6 EDR 共起辞書を利用した WSD 実験
WSD experiment using EDR co-occurrence dictionary.

とも考えられるが，本稿では，概念記述の持つ頻度は，
その概念記述の具象概念に分配するという方式をとり，

WSD の決定ファクタとして，知識ベースの概念記述
に次のスコアを設定した．
f req( rel, c1, c2 )
score( rel, c1, c2 ) =
dom(c1) dom(c2)
(1)

measure ）を用いる23) ．被覆率 C は，WSD 全問題の
うち回答できた問題の割合，正解率 A は，回答できた
問題に対して正解を出した割合，F 尺度 F は，後に示
すように C と A を総合評価した値である．また，評
価のベースラインとしては，概念抽象化を行わない場
合の性能を採用した．また，今回の実験では，多義の
展開は，名詞と動詞の両方で行うが，概念抽象化の対

ここで，f req( rel, c1, c2 ) は，概念記述  rel, c1, c2 

象は名詞のみとし，動詞の抽象化は行わないこととし

の観測頻度とその概念記述の具象化概念記述の観測頻

た．次に示す評価実験のプロセスは，ベースラインの

度の総和である．ただし，具象化概念記述により加わ

評価と，3 章に述べた抽象化条件 64 通（ 均等深度法

る観測頻度は，その具象化概念記述が多重継承により

15 条件 + 均等サイズ法 15 条件 + 均等確率法 17 × 2

n 通りの抽象化概念記述を持つ場合，その具象化概念
記述の頻度 s に対し，s/n とする☆ ．また，dom(c) は
概念 c により支配されている概念，すなわち子孫概念

条件）に対し行った．

の総数（ c 自身も含む）である．分母の項は，抽象概
念間の概念記述の頻度を具象概念間の共起性のテスト
に用いる際の調整項である．抽象概念間の共起は，必
ずしもそれらの具象概念間の共起を保証するものでは
ないので，一具象概念間の共起性の強さの判定におい
ては，1/dom(c1) ∗ dom(c2) に減じられるとした．

Step1 ［知識ベースの抽象化］
：抽象化マップを用い，
知識ベースを抽象化して抽象化知識ベースを得る．
抽象化された概念記述は，式 (1) のスコアを持つ．
j = 1 とする．

Step2 ［ スコアの計算］
：j 番目のテスト事例（ 全体
で N 個）のテスト文に対し可能な解釈（ 概念記
述）を EDR 単語辞書を用いて生成する．それぞ
れの概念記述  rel, c1, c2  に対し ，c1，c2 自身

4.2 WSD 評価実験のプロセス

とその上位概念すべての組合せで抽象化概念記述

本 節では WSD 評 価実 験のプ ロセ スを 述べ る ．

を生成し，それぞれに対して抽象化知識ベースを

WSD の性能評価基準には，正解デ ータに対する被
，正解率（ Accuracy ）
，F 尺度（ F覆率（ Coverage ）

検索する．その中でマッチした概念記述すべての
スコアの総和を計算し，その解釈のスコアとする．
知識ベース中に対応する概念記述が存在しない場

☆

たとえば，図 6 で  agent, 馬 2, 走る 3  : 40， agent, 猫 1, 走
る 3  : 20， agent, 牛 1, 走る 3  : 10 から  agent, 動
物 1, 走る 3  の頻度を計算する場合， 猫 1  は 2 つの抽象化
概念を持つため，40/1 + 20/2 + 10/1 = 60 となる．

合は，スコアをゼロとする．最大のスコアを持つ
解釈（概念記述）を WSD の結果として選択する．
複数の解釈が同スコアで選択される場合もあり，
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その数を M (M ≥ 1) とする．選択がなされた場

象化なしの事例による曖昧性解消であることを考慮

合は，曖昧性解消できたテスト事例となり，この

するとかなり低いといえる．これは，知識ベースがス

事例数をカウンタ c で数える．データベース中に

パースのため曖昧性解消知識が足りず，また，EDR

マッチする事例が存在しない場合は，WSD 不能

単語辞書では，単語に対して比較的多数の概念が登録

の事例となり，j + 1 番目の事例を試みる．

されている（語義数が多い）ため，本来は事例が存在

Step3 ［個別正解率の計算］
：Step2 で選択された解
釈（概念記述）が M 個とすると，その中に正解解

せずに曖昧性解消不能となるべき事例が誤った事例で

釈があれば，1/M を，この j 番目のテストデー

考えられる☆ ．たとえば， object, 犬 1, かわいがる 1 

タに対する個別正解率 aj とする．すべてのテス

曖昧性解消され，結果的に正解率が低くなっていると
という概念記述がテスト部にあり，WSD としては，

ト事例が処理された場合は，Step 4 に進む．それ

「犬」は「動物の犬」
「
，かわいがる」は「愛でる」とい

以外は，j = j + 1 として，Step 2 に進む．
Step4 ［正解率，被覆率，F 尺度の計算］
：下記の式

スには正解の意味の「動物の犬を愛でる」に相当する

う解釈が正解の場合を考える．このときに，知識ベー

により，正解率 A，被覆率 C ，F 尺度 F を求

概念記述が存在せず，代わりに「警察官をいためつけ

める．

る」 object, 犬 2, かわいがる 2  という概念記述が存


j

A=

aj

c

c
C=
N

在すると，テスト事例に対して，この概念記述が正解

(2)
(3)

2

F =

(β + 1) C A
β2A + C

(4)

ここで，定数 β は正解率 A に対する被覆率 C の相

と計算され，曖昧性解消誤りとなる．また，抽象化は，
観察された知識を拡大解釈する操作であるため，基
本的には抽象度が高い（抽象化概念数が少ない）ほど
正解率は低下する．ただし，均等深度法では，深さが

11〜14 の区間でベースラインを若干上回る結果を得
た．最大の正解率は，深さ 13 での抽象化を行った際

対的重要度である．β = 1 では両者の重要度が同等で

の 33.9%であり，ベースラインに対して 0.3%の改善

あり，今回の評価では，β = 1 で算出している．

があった．この区間では，抽象化によりスパースネス

4.3 評価実験の結果
概念抽象化の 3 手法ならびにベースラインに対する

の問題が緩和され，誤り事例とマッチングしていたテ

正解率，被覆率，F 尺度を求め，それぞれを比較のた

ことにより改善が起こったと考えられる．他の手法で

めグラフで示す．各抽象化手法の違いを見るため，横

は，こうした事例は観察されず，均等深度法が唯一正

軸には抽象化されたときの概念ノード 数をとっている．

解率を向上させた手法であった．均等確率法では，正

また，ベースラインの値は 3 つのグラフ線が収束する

解率は，抽象化概念数がベースラインに近づくにつれ，

最右点である．

スト用例が本来の正解事例とのマッチングも成立する

正解率も滑らかにベースラインに近づいていく．均等

4.3.1 正 解 率
図 7 は，概念抽象化ノード 数と正解率の関係を示し

サイズ法では，すでに述べたように約 8,300 以上の抽

ている．正解率のベースラインは，33.6%であり，抽

れないため，抽象化が適用されたとたん正解率は，一

象化概念ノード 数を有する粒度の抽象化マップは得ら
気に 17.7%に低下する．
抽象度を上げる（抽象化概念ノード 数を下げる）こ
とに対してできるだけ性能を劣化させない結果を得る
という点も重要なファクタである．この点では，均等
確率法，均等サイズ法，均等深度法の順に優れている．
たとえば，30% の正解率のポイントでは，均等確率法
は約 1.3 万の抽象化概念ノード まで抽象化されている
のに対して，均等深度法では，約 12 万の抽象化概念
ノードが必要であり，抽象化の度合いは大幅に異なっ
☆

Fig. 7

図 7 概念抽象化ノード 数と正解率
Number of abstracted concept nodes and accuracy.

本実験は，1 つのデータベースを知識部とテスト部に分け，いわ
ばクローズドデータに対する評価となり，オープンデータでの
評価と比べて，スパースネスの問題の影響低下や知識にマッチ
した場合の高い正解率を期待したが，予想より低い値となった．
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図 8 概念抽象化ノード 数と被覆率
Number of abstracted concept nodes and coverage.

Fig. 9
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図 9 概念抽象化ノード 数と F 尺度
Number of concept nodes and F-measure.

ている．つまり，均等確率法は，他の手法に比べて抽
象化の度合いに対して，精度劣化が少ない手法である

標として，訳し分けのタスクに対して概念体系を構成

ということがいえる．

するノードは 3,000 程度が必要十分であるとの見解が

4.3.2 被 覆 率

ある5) ．この研究と本研究では，訳し分けと WSD と

図 8 は，概念抽象化ノード 数と被覆率の関係を示し

いうタスクの違いや動詞と名詞といった曖昧性解消対

ている．ベースライン被覆率は，11.4%である．図 8

象の違いはあるが，この両者で極大値を与えるノード

より，均等深度法では，ノード 数の減少に対して比較

数が比較的近い値となっている点は興味深い．

的ノード 数の多い領域で急激に被覆率が上昇するの

なお，均等確率法において，Good-Turing discount

に対して，均等クラス確率法では，ノード 数が 1 万

によるスパースネス対応の有無は，正解率，適合率，

以下になると急激に被覆率が上昇することが分かる．
がまとめられていくため，抽象化概念数が多いうちは

F 尺度に対して，特に有意な差を生まなかった．本実
験では，確率値を与えた元のコーパスと，評価に用い
たコーパスが，同じ分野（新聞・雑誌記事主体）であっ

コーパス頻度の少ない部分から抽象化される．このた

たため，頻度値より，知識の有無のみに意味があった

め，抽象化概念数が比較的小さくなるまで被覆率の上

ように考えられる．

均等確率法は，クラス確率の小さい部分から概念集合

昇が起こらないと考えられる．均等サイズ法の被覆率
は，他の 2 手法の間を比較的なだらかに上昇している．

5. その他の抽象化基準との比較実験

70%の被覆率を得るノード 数を比較すると，均等深度

前章では，WSD に対する性能比較という観点，い

法が，約 6 万，均等サイズ法が，約 2 万，均等確率法

わば計算機処理的基準での各方式に対する比較評価を

が，約 2,500 ノード となっている．

行った．概念抽象化というプロセスは，人間の認知プ

4.3.3 F

尺

度

図 9 は，概念抽象化ノード 数と F 尺度の関係を示し

ロセスでもあり，そうした面からの評価も今後の発展
方向を検討するうえで有用であると考えられる．たと

ている．F 尺度のベースラインは，17.0%である．抽

えば，
「グランドピアノ→ピアノ→楽器」
，
「 サラブレッ

象化手法は，被覆率を上げ，正解率を下げるが，総合

ド →馬→動物」という概念階層を眺めたときに，何ら

的に見れば，3 種類の抽象化手法すべてがベースライ

かの認知のレイヤといったものが想定される．認知に

ンを上回る結果を得た．F 尺度の極大値に関しては，

関する議論は，ここでの主課題ではないが，以下では，

均等確率法が最大値を与え，均等サイズ法・均等深度

人間の認知に基づく抽象化との比較という観点から，

法はほぼ同じであった．そのときのノード 数は，均等

NTT シソーラスを利用する方法と人手による直感を
利用する方法に対して 3 つの概念抽象化方式の比較を
行った．

確率法，均等サイズ法，均等深度法の順に大きくなっ
ている．WSD タスクに関して，最大の F 尺度を最も
確率法が，最も優れていた．実際の均等確率法の極大

5.1 NTT シソーラスとの比較
すでに述べたように NTT シソーラスは，機械翻訳

値は 29.6%でベースラインより 11.6%の改善になって

における訳し分けをターゲットとして人手により開発

いる．このときのノード 数は 3,583 であり，経験的指

され，約 3,000 の意味分類カテゴ リを有している．訳

少ない概念ノード 数で実現しているという点で，均等
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図 10 NTT シソーラスを基準とした比較
Fig. 10 Comparison using the NTT thesaurus.

し分けは，平均的に，ある認知的な概念レベルでの弁
別によりなされるとすれば，NTT シソーラスのリー
フの意味分類カテゴ リの集合は，1 つの概念粒度のレ
ベル（訳し分けに必要な認知・分類レベル ）を表して
いると考えられる．この仮説に基づいて，NTT シソー
ラスのリーフ意味分類カテゴ リの集合を正解として，

Fig. 11

図 11 選択されたプロトティピカル概念の例
Examples of the selected prototypical concepts.

3 つの抽象化手法による概念抽象化の結果を比較した．
具体的には，100 個の EDR のリーフ概念を任意に抽

5.2 人間の直感による抽象化との比較

出し，その各々に対して，その概念ノードからルート

人間の直感による抽象化との比較を行うため，人手

概念ノード に至るパス上の概念ノード の中で，NTT

により概念抽象化ノード を選択した正解集合との比

シソーラスのリーフ意味分類カテゴ リに対応すると判

較を行う予備的な実験を行った．抽象化のターゲット

断できる中間概念ノード を抽象化のターゲットとし ，

は，1 つの独立したオブジェクトとして認知される概

概念抽象化手法での結果との差異を算出した．

念（プロトティピカルな概念と呼ぶ）を想定した．実

図 10 がその結果をグラフ化したもので，縦軸には，
正解集合との平均的な差（ EDR 概念階層上の 1 つの
リンクが差 1 に対応）をとっている．正解集合と一
致すれば，差は 0 となり，差が少ないほど一致度が高
い．また，差のバラツキの度合いを見るため，分散も
計算した．図より，均等サイズ法と均等確率法の結果
はよく類似しているが，均等深度法は，かなり異なっ

際は，EDR 概念体系の 100 件のリーフ概念に対して
次の 2 つの基準を基に概念抽象化を行った．

(1) プロトティピカルな概念は，複合語や句でなく，
1 つの単語で表現される．
(2) プロトティピカルな概念は，その典型的な形や属
性を想像することができる．
(1) は，合成名詞や句で表現される概念は，複合的・

ていて，前者の 2 方式が比較的よく NTT シソーラス

詳細概念であり不適切であるという仮定に基づいてお

に類似した抽象化を与えるということがいえる．NTT

り，より下位の概念との区別を行うことを想定してい

シソーラスに最も近い抽象化を与えたのは，抽象化

る．たとえば ，
「 消防自動車」と「 自動車」の比較で

概念ノード 数 3,650 の均等サイズ法であり，平均差分

「自動車」が選択される．(2) は，上位の概念との区別

距離 0.55，分散が 0.43 になっていた．このレベルが

を行うことを想定している．たとえば， 衣服  とい

WSD テストにおいて最も良い F 尺度を与えた抽象化

う概念には，ズボン，シャツなど種々の形のものが含

概念ノード 数 3,583 とほぼ一致するという結果は，偶

まれ，プロトティピカルな形を思い浮かべられず，基

然であるかもしれないが，注目すべきであろう．均等

準 (2) に合致しないが，その下位概念である  スカー

確率法は，やや抽象度の低い所で最高の結果を出して

ト  という概念は，プロトティピカルな形が想像でき

いる．そこでは，抽象化概念数が 5,743 で，平均差分

るため基準 (2) に合致する．

距離 0.75，分散 0.41 となっている．この原因として

図 11 に実際にプロトティピカルな概念に指定され

は，EDR コーパスのデータ数が少ないというデータ

た例を示す．図中で最左の概念が EDR 概念体系のリー

スパースネスの問題や EDR コーパスの分野的な偏り

フ概念であり，右側に上位概念を示す．
［ ... ］で表現さ

が考えられるが，今後の課題である．

れた概念は，非語彙化概念と呼ばれる EDR 単語辞書
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化が適切であるかについて実験を行った．EDR の概念
体系ならびに EDR コーパスを実験材料とした WSD
タスクでは，均等クラス確率法が最も良い効果をあげ
た．また，人間の直感による抽象化との類似性という
予備的な実験では，均等サイズ法が最も類似するとい
う結果を得た．本実験では，それぞれの場合において，
抽象化概念数が 3,600 近辺の抽象化が WSD というタ
スクにおいて適切であるという結果が得られた．人間
の直感による抽象化との比較を見ると，単語の意味的
Fig. 12

図 12 人間の判断を基準とした比較
Comparison with the abstraction by our own
intuition.

な類似度と密接に関係のあると想定される基本的な認
知上の意味の単位は，より詳細なレベルであるように
も見受けられる．

に対応する表層語がない概念である．1) の「ジーン

今回の実験では，EDR コーパスのデータより，概念

ズ」や 5) の［ 教育組織内の役職でとらえた人間］の

確率の計算，概念間の関係知識の抽出を行った．EDR

例のように，上記の判定基準では判定できないものが

コーパスは，人手により概念タグが付与されており，

あるが，本予備実験では，選択は最終的には作業者の

比較的精度の良いデータとなっている反面，データ量

直感にゆだねた．今回の実験では，プロトティピカル

的には必ずしも十分であるとはいえない．十分な量の

概念は，階層の下位から 2 段に位置することが最も多

データを作成するには，人手に頼らない概念確率の計

かった．

算法を確立する必要があり，今後の重要な課題である．

図 12 は，プロトティピカル概念をターゲットとし
たときの各抽象化手法のパフォーマンスを示している．
全体に NTT シソーラスのリーフ意味分類カテゴ リを
ターゲットとした場合と同様な傾向を示しているが，
その差はより顕著になっている．良い結果を出したの
は均等サイズ法であり，抽象化概念数 6,710 と 8,332
で最も低い平均差分 0.41 を示し ，分散は，それぞれ

0.33 と 0.31 であった．また，均等確率法では，最も
マッチしたポイントは，抽象化概念数 5,743 と 10,068
で平均差分 0.52 を示し，分散は，それぞれ 0.41 と 0.39
であった．最も平均差分が低い結果を与える抽象化概
念数は，5,783 と 10,068 の間にあると想定される．均
等サイズ法と均等確率法ともに，同じような抽象化概
念数のレベル，すなわち概念数がおそらく 7,000 ない
しは 8,000 程度の抽象化レベルで最適なマッチを示し
ており，このレベルがプロトティピカル概念の抽象レ
ベルと考えられる．これは，NTT シソーラスとの実
験で得られた抽象化概念数 3,600 程度より，やや抽象
度が低くなっており，プロトティピカル概念の抽象レ
ベルと NTT シソーラスのリーフ意味分類カテゴ リの
抽象レベルとの差を示唆していると考えられる．

6. 結

論

本稿では，与えられた概念階層を利用して概念を抽
象化する均等深度法，均等サイズ法，均等クラス確率
法の 3 種類の方式について検討を行い，概念階層の適
用目的が与えられたときに，どの程度の粒度への抽象
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