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はじめに
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2.3

本研究では，ユーザーから提供された話題が，背景

話題候補語群

背景的知識内の主題語が出現している文章内から，

的知識の内容に対する話題として適合しているか否か

名詞・形容詞を抽出し，これを話題候補語群とする.

を判断する，話題の適合性判断システムを構築する.

これは，話題は「主題語の話題語」の形で表すことが
できるため，主題語が出現している文章内の単語は，

提案手法

2

本システムは，ユーザーから話題の入力を受け取り，
話題から主題語と話題語を取得する．その語を元に，
背景的知識から話題となりうる語を抽出し，話題候補

背景的知識内の他単語に比べて話題になり得る可能性
が高いと考えるためである.
評価実験

3

語群とする．更に，主題語と話題語，話題候補群を用

本研究では，話題の適合性を判断する手法，適合性

いて話題の適合性を判断する．図 1 に本研究のシステ

判断方法を提案する. また，適合度計算の他に，主題

ムの構成図を示す．

語と話題語の決定方法を提案する.
評価方法

4

システムの評価実験は，3 種類の背景的知識から作
成した，以下の 4 種類の話題で行う.

1. 文章中の単語を含めた、文章に確実に関係がある
話題

2. 文章中の単語から連想できる単語を含めた、文章
に関係がある話題

3. 文章中の単語から連想した単語から、更に連想で
きる単語を含めた文章には関係がない話題

図 1: システムの構成図

2.1

4. 文章に全く関係がない話題

背景的知識

林は，会話の背景に存在する膨大な知識を「背景的

この 4 種類の評価データにおいて，1，2 の話題は背

知識」と呼称している [1]．本研究では，ある文章を

景的知識に対する話題としてふさわしい話題，3，4 の

一定量の知識と見立て，人間の知識の代わりに利用し

話題は背景的知識に対する話題としてふさわしくない

た. 背景的知識に利用した文章の種類は, ニュース，コ

話題とする．前者を適合，後者を不適合として評価実

ラム，教科書の 3 種類である.

験を行う．

2.2

主題語・話題語

4.1

野田らはある主題語 p の話題となる語 t は，
「p の t」

主題語と話題語の決定方法

話題を形成する単語が 3 つ以上である場合の主題

の形で用いる傾向にあると述べている [2]. よって, 本

語と話題語の決定方法について提案する. 評価データ

稿での話題は，
「主題語の話題語」という形式，もしく

から名詞と形容詞を取得し, 取得した順に A,B とアル

は日常会話でよく使用される「形容詞＋名詞」の形で

ファベットを割り当てる.

表されるものとする.

パターン I
パターン I では，B を主題語，C を話題語とする．
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パターン II
パターン II では，それぞれ A-B，B-C，A-C の共
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起度を計算し, 結果値から動的に主題語，話題語を決
定する.
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適合性判断手法 A

ただし，ここに示すデータはコラム [3] から抜粋し

3.1 節で示した評価用データの作成条件に基づいて
適合性の判断基準を設定した手法である.

た文章を使用している.
図 2 に，評価データの種類別の正答率を示す.

適合性判断手法 B
適合性判断手法 A の，類似語を含む話題を不適合
と判断する問題点を考慮した判断手法である.

A では，背景的知識内の主題語，話題語の出現非出
現を重要視しているため，主題語と話題語に関連する
単語が出現していない話題は不適合と判断した. しか
し，不適合と判断された話題には，以下のような傾向
が見られた.

• X:主題語が背景的知識内に出現，話題語が非出現

図 2: 各適合性判断手法における話題種類別正答率

かつ，背景的知識内の名詞に話題語の兄弟 (X’)
が含まれる.

5

• Y:主題語が背景的知識内に非出現，話題語が出現
かつ，背景的知識内の名詞に主題語の兄弟 (Y’)
が含まれる.
X，Y に該当する話題における X’，Y’ は，主題語と
話題語の類似語である傾向にあった. ここで，兄弟語
はシソーラスにおいて，同じノードを親に持つリーフ
同士を指す.
以上の問題を考慮し，適合性判断手法 B では兄弟
語を使用した. 単に兄弟語が存在すれば適合と判断す
ると，適合判断の許容範囲を広げるだけになる. X で
は話題語と X’ の，Y では主題語と Y’ の関連度計算を
行い，関連度がしきい値以上だった場合，適合と判断
した.

4.2

考察
パターン II では主題語と話題語の選択を動的に行

うことで，I に比べ正確な話題を選択できた. 正しい
話題を使用し, 関連語を多く抽出できたことで, 適合の
許容範囲が広くなったため，不適合のデータに対する
正答率が低くなった結果, パターン I に比べ全体の正
答率が低い. しかし, ユーザーの話題が 2 語で構成さ
れるとは限らないため，適合性判断において主題語と
話題語の動的決定は重要である. 以上から，パターン
II の精度を向上させることで，適切な適合性判断が行
えると考える.
適合性判断手法 B では，表 2 のように,A では適正
な判断ができなかった話題対して正しい判断を行え
た. また, 表 1 から,IA の正答率 68.9% に比べ，IB は

71.8%と約 3%の差異が確認できた. 適合性判断手法 B
結果

は，A に比べ適切な適合判断が行える手法であるとい

パターン I で主題語と話題語を選出し，適合性判断
手法 A を用いた判断手法を IA，他も同様に，IB，IIA，

IIB とする. 表 1 に各手法の正答率を示す．
適合性判断手法

正答率 (％)

IA
IIA
IB
IIB

68.9
66.6
71.8
68.2

える．

6

まとめ
本稿では，背景的知識に対する，話題の適合性判断

手法について評価を行った. 今後の課題として，人間
の考える一段階連想，二段階連想の違いを明確にし，
適切な連想範囲で適合判断を行える手法を確立する必
要がある.
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判定 主題語 話題語
A
B
成功

母親

団体

不適合

適合

失敗

母親

集まり

不適合

不適合
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