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word2vec を用いた同義語辞書自動作成手法の提案と適用評価
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1.

要求仕様書の例

はじめに

著者らの研究グループでは，自然言語で記述された要求
仕様書の高品質化のために，あいまい表現となる同義語を
自動的に指摘するツールの開発を試みてきた[1][2]．その
開発過程において，エンタープライズ系のあるドメインに
特化したシステムの要求仕様書を分析し，当該分野の同義
語辞書を作成した．同義語辞書の作成にあたり，著者らは
実際の要求仕様書から設計要素用語を抽出し，それらを手
作業により整理分類して同義語の候補を洗い出す作業を
行った．膨大な量の要求仕様書から，人手による同義語辞
書の抽出は，多大な開発コストがかかることや，同義語と
するかどうかの判断にはノウハウが必要であり初級の技
術者には困難であるという課題がある．
そこで，本課題に対し著者らは，同義語辞書の作成作業
を，単語のベクトル表現化ツールである word2vec[3]のサ
ポートによって負荷を軽減する手法の開発を試みた．同義
語が各ページに渡り複数回出現する要求仕様書に，単語の
関連度を出力する word2vec を組み合わせることで，見落
としや正誤の判断ミスのリスクを抑え，コスト軽減が可能
だと考えられる．
以下，本稿は次のように構成する．2 章では同義語辞書
の自動作成にあたり前提知識となる，同義語と要求仕様の
一貫性検証支援ツールについて説明する．3 章では，
word2vec を用いた同義語辞書自動生成手法を提案する．4
章にて同義語辞書自動生成手法を提案する．5 章では，提
案手法の考察を述べる．6 章で本稿のまとめを示す．

2.

要求仕様書における同義語と同義語表現

2.1 同義語について
同義語とは，意味は同じだが表現が異なる用語である．
実際の要求仕様書で使用されていた同義語の例を図 1 に
示す．「格納」「保管」「保存」「書き込む」は，一般的
には異なる意味を持つが，実際の要求仕様書中で同一の意
味で使われていた．このように同一の意味で使われていた
としても，読み手の違いにより，a)～d)をすべて違う表現
だと解釈する可能性がある．
2.2 要求仕様の一貫性検証支援ツール
著者らの研究グループでは，自然言語で記述された要求
仕様書の高品質化のため，要求仕様書の一貫性検証支援ツ
ール（以下，一貫性検証支援ツールとする）を開発した[1]．
これは，要求仕様の品質特性である「一貫性」に着目し，
「アクター」「データ」「画面」「振る舞い」の設計要素
が，要求仕様書で一貫した定義で記述されているかを支援
する．
一貫性検証支援ツールの開発過程において，人手により
要求仕様書を分析して同義語辞書を作成した．人手による
同義語辞書の作成には，多大な開発コストがかかることや，
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図 1 要求仕様書のあいまい表現と解釈
同義語とするかどうかの判断にはノウハウが必要であ
るため，初級技術者にはそのような辞書の作成は困難であ
ると考えられる．

3.

同義語辞書自動生成手法の提案

word2vec を用いて同義語辞書を作成する手順は以下の
通りである．
(1) 同義語辞書作成の素材となる振る舞い用語を抽出す
るため，一貫性検証支援ツールで分析を行い，振る舞
い用語を抽出する．
(2) 振る舞い用語をベクトル表現化するため，word2vec
に要求仕様書の学習データをインプットする．
(3) 近い単語を検索するプログラムファイル Distance に
(1)で抽出した振る舞い用語を入力し，ベクトル表現
化された振る舞い用語の関連語を出力する．
(4) 同義語には，類似している振る舞い用語を登録する
ため，出力した振る舞い用語の関連語でベクトル計
算を行い，振る舞い用語のグループ間の類似度を抽
出する．
(5) 各用語グループごとに，類似度が高い用語グループ
を紐づけし同義語候補とするため，対象とする用語
グループに対し，グループ間の類似度の閾値が 0.4 以
上の用語グループを同義語候補として抽出する．
(6) 対象となる用語グループに紐づけされた用語グルー
プに紐づけされた用語グループまでを抽出し，同義
語とする．
(7) (6)の作業を繰り返し行い，全ての用語グループに対
して処理を行ったものを同義語辞書とする．
上記（1）～（7）の手順に従い，同義語辞書を作成した．
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図 2 同義語辞書作成の手順

4.

結果

同義語辞書を作成した対象はエンタープライズ系シス
テムの要求仕様書[4]（26 ページ，24,783 文字）のシナリ
オ記述を分析して抽出した，振る舞い用語である．なお本
研究では，振る舞い用語の中でもサ変接続の名詞の単語の
みを取り扱う．振る舞い用語の抽出は，MeCab を形態素エ
ンジンとしている一貫性検証支援ツールを用いた．同ツー
ルによる抽出の結果，振る舞い用語としては，延べ 2,026
件，正味 205 件を特定した．
表 1 に作成した同義語辞書の抜粋を示す．本同義語辞書
は，同義語の種類としては 24 件，同義語用語数 181 件で
ある．
表 1 振る舞い用語の同義語辞書（抜粋）
No.

同義語

1 依頼，通知，登記，報告
2 格納，登録，保管，保存，バックアップ
3 証明，背系，送付，納付，返却

タを変更することで調整できる可能性があるため，今後，
継続して改善を行う．

6.

まとめ

本研究では，振る舞い用語の同義語辞書の作成方法に焦
点を当て，自動作成手法の提案と適用評価を行った．提案
手法により，手作業による同義語辞書作成では見落として
いた用語を自動抽出するという効果があった．今後は，同
義語辞書の内容の精度向上のために，同義語グループを判
断するための閾値の調整，学習用データの拡張を行い，提
案手法を改善する．
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