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概念ベースにおける属性傾向と属性集合の評価
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1. はじめに
コンピュータが人間と円滑にコミュニケーショ
ンを行うためには,コンピュータに人間と同じよ
うな連想体系(概念ベース)を持たせる必要があ
る.概念ベースは,概念とその概念を構成する概
念(属性)から構成されている知識ベースである.
概念ベースを n 次元の連鎖集合として定義する
ことができる.本論文では,概念ベースの連鎖集
合の深さを機械的に解析して,どの程度の次元数
で概念ベースが収束していくのかを検討し,各次
元における属性集合の特徴の評価について述べ
る.

念辞書は概念見出しと概念説明文より構成され
ている.日本語概念見出しを概念とし,概念説明
文を MeCab で用いて形態素解析行うことで,1 次
属性を抽出し概念ベースを構築した.この際に,
概念表記として定義されているもののみを属性
とした.また同じ概念見出しが複数存在するもの
に関しては,別の概念として辞書登録しているこ
とに意図があると判断し,それぞれ別の概念とし
て登録した.
このようにして,総概念数 221025，概念あたり
の平均属性数が約 3.32 の概念ベースを構築した.

2. 概念ベース

4. 評価実験

コンピュータと人間が円滑にコミュニケーションを行
うためには,人間と同じような連想体系を持たせる必
要がある.概念ベース[1]は,電子化された国語辞書な
どを機械的に解析して構築する.辞書の見出し語を
概念表記とし,各見出し語に付与されている説明文を
形態素解析することによって得られる自立語をその
概念を表す属性 ai とする.さらにそれら属性がそ
の概念にとってどの程度価値のあるものかを表
す重み wi の対の集合として定義する(式 1).

概念ベースに登録されている 221025 の概念の
うち，評価セットとして任意で 100 個の概念を
選出し，属性連鎖の評価を行う.選出した評価リ
スト例を表 1 に示す.属性連鎖の収束と属性の精
度を評価し,連鎖集合によって適切な属性が取得
されるかについて考察する.
表 1 評価セット例
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本研究では,特に属性の収集手法に関して報告を
行う,

3. 属性連鎖
概念ベースにおいて，概念に付与されている
属性を 1 次属性とすると,1 次属性からさらに 2
次属性を導くことができる.概念ベースに登録さ
れている概念は有限であるので,これを繰り返し
ていくことで属性の連鎖は n 次元で収束すると
思われる.
本研究では,概念ベースにおける属性の収束性
と各次元において抽出できる連鎖属性の有用性
についてそれぞれ評価していく.
属性連鎖の評価を行うにあたり,概念ベースを
EDR 概念辞書[2]と MeCab[3]から構築する.EDR 概
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各次元における属性は,連鎖属性と前の次元の
属性が付与されるため,連鎖が深くなる程,属性
数は増加していく.連鎖属性の取得を属性数が収
束するまで繰り返し,収束性について調査する.
また,取得された属性の内，関連属性として正し
い属性の割合を属性精度と定義し，属性精度の
評価を行う.属性精度の評価の際には,概念の持
つ属性が概念のみの場合には,常に精度が 1 とな
るため,93 の概念に着目し評価を行った.
評価セットに対し,属性数が収束するまでの各
次元の平均属性数と,各次元の属性に対して属性
精度の推移を図 1 に示す.評価セットにおける平
均属性数は,連鎖が深くなるにつれ増加してい
き,33 次属性において収束している. 属性精度に
ついて見てみると，次元が深くなる程減少して
おり,17,18 次元程度で収束することがわかる.平
均属性数も同様の次元で収束しはじめているの
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で，収束するまで展開した場合と,この時点まで
展開した場合の取得される属性の中で,正しいと
思われる属性はたいして変化しない.

表 2 属性連鎖によるトマトの属性
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図 1 平均属性数の推移
次に,解属性数の推移を図 2 に示す,属性精度や
平均属性数と同様に 17,18 次元程で収束してい
ることがわかる.このとき,正しいと思われる属性
の数は 33.76 であるが,概念ベースにおける属性
数の検討の研究 [4] により,概念ベースに持たせる
属性数として 30 が適切であることが実証されて
いる.故に,連鎖属性として 17,18 次程度が適切で
あることが属性数の観点からもわかる.

属性連鎖により取得した属性に比べ,相関関係に
より抽出した属性の方が,連想的なものであるこ
とがわかる.連鎖属性に相関関係による属性も加
えれば,概念ベースとしての質が向上するはずで
ある.

6. おわりに
本論文では,概念ベースにおける属性を概念と
して参照することで抽出できる連鎖属性につい
て評価を行った.総概念数 221025 個,平均属性数
3.32 個の概念ベースの連鎖属性を展開すると 33
次元で収束し,17,18 次元における連鎖属性が概
念ベースにおいて有用な属性が取得できると目
視実験により確かめた.また,概念に相関してい
る単語を属性として付与し,精錬する手法につい
て提案した.これらの手法は,いずれも人の手に
よる精錬を行っておらず,理論に基づいて概念ベ
ースの精錬を行っている.精度の高い概念ベース
を,機械的に構築することが今後の課題となる.
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図 2 正解属性数の推移

5. 相関属性
属性の精度概念ベースの連鎖属性を展開するこ
とで,概念ベースにとって有用な属性を精錬する
ことができた.しかし連鎖を辿るだけでは,概念
が取得する属性は意味的なものが多くなり,連想
的な単語が少なくなってしまう,概念 1 つ 1 つを
特徴付けるために十分な属性を取得するのは不
可能である.そこでテキストマイニングシステム
である IBM Content Analytics[3]に EDR 概念辞書の
データを入力し,単語間の相関関係より属性を取
得させた.ここではトマトという概念に対する 33
次の連鎖属性と相関関係から取得した属性の 1
例を表 2 と表 3 に示す.
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