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比較文集約に基づくエンティティ間の
順序関係推定による補間エンティティの発見

1. は じ め に
近年，検索エンジンは必要とする情報を得るうえで欠かせないツールとなってきている．
検索エンジンの進歩にともない，ユーザが明確な検索意図を持っており，的確なクエリを作
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本研究では，比較文のマイニングによってエンティティ間の順序関係を明らかにし，
ある観点で見た場合に 2 つのものの間にあてはまるエンティティ（補間エンティティ）
およびその系列の発見をする手法に取り組む．本稿では特に，“この店よりはおいし
くて，あの店よりはリーズナブルな店を見つけたい”，“2 つの本の間にあてはまるよ
うな難しさを持つ本を見つけたい”，といった，主観的評価における補間エンティティ
を発見する手法を提案する．提案手法では，検索エンジンを用いて比較文を発見，集
約し，
（評価対象，比較対象，評価，極性）の組を抽出し，それに基づきグラフを生成
する．そして，得られたグラフより補間エンティティおよびその系列を発見する．本
稿ではグラフから補間エンティティおよびその系列を発見する手法として 3 つの手法
を提案し，評価を行った．

ることができれば，ユーザは自分の求める情報へ容易にたどり着くことができるようになっ
た．しかし依然として，明確な検索意図を持っているにもかかわらず，的確なクエリを思い
つくことができなければ，求める情報へたどり着くことは困難である．このような状況はさ
まざま考えられるが，その中でもクエリをキーワードとして表現することが困難である状況
が存在する．たとえば以下のような場合がある．

• 戦国時代の出来事といえば，“桶狭間の戦い” と “本能寺の変” があった．しかし，その
間に何があったかを思い出すことができない．この 2 つの出来事の間にあった出来事を
知りたい．

• 世界最長の川といえばナイル川であることは覚えており，黄河も相当長いことを覚えて
いる．そこで，長さの観点でナイル川と黄河の間にくるような川は何か調べたい．

• 両親を夕食に誘いたい．大学の近くにはたくさん飲食店がある．○○レストランでは安
いがまずくて両親は満足しないだろう．しかし，××レストランだとおいしいが高すぎ

• 友達に宮部みゆきの本を 5 冊貸してもらい，最初と最後に読むべき本を勧めてもらっ
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見つけたいと考えている．このような検索は補完検索の一種であると考えられる．しかし，

We propose a method of detecting intermediate entities or sequences between
two examples by detecting order of entities based on comparative sentences. We
focus on ﬁnding intermediate entities based on subjective evaluations. For example, “I want to ﬁnd a restaurant that is better than this restaurant but is
cheaper than that one.” and “I want to ﬁnd a book that is intermediate level
between two books.” The main idea of our proposed method is collecting comparative sentences with entities. First, it collects comparative sentences with
particular expressions and extracts comparative relations from them and generates a directed graph of their relations. Finally, it ﬁnds an optimal path from
the graph. We proposed three methods to rank nodes and paths and evaluated
their eﬀectiveness by conducting the experiments.
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る．前者よりはいいが，後者よりは控えめといったようなレストランを見つけたい．

Finding Intermediate Entities by
Detecting Order of Entities Based on
Aggregation of Comparative Sentences

た．その 2 冊の間だと，どういう順番で読むのがベストか知りたい．
これらの状況では，ユーザはすでに分かっている 2 つのエンティティの間にあたる何かを
従来の検索エンジンではこうした情報を直接的に得ることは困難である．現在の検索エンジ
ンは，文書が指定されたキーワードを含むかどうかという基準で結果を返すが，この状況に
おいてユーザは知りたいものの名前をそもそも知らないため，直接その名前を用いてクエリ
を生成できない．結果として，ユーザは欲しい情報に直接到達できない．また，適当なクエ
リが得られ，情報が載っているページへたどり着けても，今度はページ内から必要な情報を
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探し出し，判断する必要がある．そのため，このような情報を得るためにはクエリを工夫し

最適なパスを発見することで，補間エンティティおよびその系列を発見する．本稿では推移

たり，似たようなクエリを何度も作ったりして，多くのページを閲覧する必要がある．

律を考慮した手法，枝の重みを重視した手法，枝の類似度を重視した手法の 3 つを提案し，

この問題を解決するため，我々はこれまでに既知の 2 つのエンティティをクエリとして受
け取り，ある観点でエンティティを順序づけた場合に，その 2 つのエンティティの間に存在
するようなエンティティ（本研究ではこれを補間エンティティと呼ぶ）をユーザに提示する

それぞれの手法に関して実験，評価を行った．

2. 関 連 研 究

検索手法を提案してきた．ある観点における補間エンティティを発見することは，エンティ

比較は一般的に同位語関係にある語どうしで行われる．同位語とは，“トヨタ” や “日産”

ティ検索において特定の観点での順序を考慮した検索で有用であると考えられる．ここでい

に対する “ホンダ”，“ダイハツ” といった共通の上位語を持つ語のことである．比較対象集

うある観点とは，先の例であれば，時間，長さ，品格，おもしろさといったものになる．こ

合に含まれる語は同位語関係になる可能性が高い．この同位語を発見する研究について多

れらの観点は客観的なものと主観的なものに分けることができる．たとえば，先述の 4 つの

数行われている．Ghahramani ら3) の Bayesian Sets では，語の共起テーブルのような大

例のうち，最初の 2 つの例の場合，時間や長さという観点であり，こうしたものは客観的事

規模なデータに対し，ベイズ推定を用いることで同位語を取得する．我々のグループ4) は，

実であるため，誰が並べても同じ順番が得られる．一方，後の 2 つの例の場合，品格やおも

検索時において同位語どうしでは似たようなクエリが用いられることに注目し，クエリロ

しろさといった観点であるため，人によって並べる順番が変わるような主観的なものである

グから同位語を発見する手法を提案している．Lin 5) の提案では，係り受け解析が行われて

といえる．つまりこのように観点は客観的評価と主観的評価に基づくものに分類することが

いる大規模コーパスを用いて，類似する語のクラスタを発見する．Shinzato ら6) の提案で

できる．我々はこれまで客観的事実における補間エンティティの抽出に取り組んできた1),2) ．

は，HTML 構造を用いて同レベルに記述されている語を同位語の候補として取得し，相互

しかし，その手法では発見したい順序と文書上での記述順序が一致するという仮定をおいて

情報量，共起度が高いものを同位語として評価する．我々のグループ7) は同位語が記述さ

いたため，求めたい順序と記述する順序がほとんど一致しない “おもしろさ” や “難しさ”

れる際の助詞に着目し，検索エンジンの返すタイトルやスニペットを利用して巨大なコー

といったような主観的な評価における補間エンティティを発見することができなかった．

パスを持たなくても同位語のコンテキストを考慮しながら同位語を発見する手法を提案し

そこで本稿では，主に主観的評価における補間エンティティの抽出に取り組む．現在，ブ

ている．Talukdar ら12) は自動的にトリガとなる言葉を発見し，ブートストラップ的手法で

ログや Twitter，コミュニティ型の Q&A サービスなどを通して Web 上に自分の意見を発

抽出パターンを発見する手法を提案している．Wang ら9) は，同位語はたとえば “＜li＞〜

信することが容易になっており，「○○より××の方がおもしろい」のような主観的評価を

＜/li＞” といったような同じような記述に囲まれていることが多いという性質を利用し，複

表す記述が Web 上には多く出現していると考えられる．提案手法では，Web から比較を表

数の Web ページから同位語を発見する手法を提案している．Web から同位語を発見する研

す文を取得し，比較文に含まれる比較関係からエンティティ間の順序を推測する．比較文で

究には，KnowItNow 10),11) といったような研究もある．Web サービスとしては，複数の語

は客観的事実に基づく比較に限らず，2 エンティティに対する主観的な評価が記述されてい

を与えることで同位語の集合を返す Google Sets 8) がある．本稿では，比較文に現れる構

る場合もあり，これらを集約することによって，主観的評価におけるエンティティ間の順序

文パターンを利用して比較対象集合の拡張を行っている．

を発見することが可能であると考えられる．

また，商品のレビュー記事などから主観的な評価をマイニングする研究とも本研究は関連

実際には，まず与えられた 2 エンティティと比較されうる語集合である比較対象集合（与

が深い．Liu ら13) はポジティブ，ネガティブが分離されて記述されているようなレビュー

えられた 2 エンティティを含む）を与える．そして，得られた比較対象集合に含まれる語

記事から商品の属性とそれに対する評価を抽出し，商品に対する評価を可視化する手法を提

と比較文に特有な構文パターン（「〜より」「〜のほうが」など）を組み合わせてクエリを

案している．Liu らの手法は個々の商品に対しての評価を求めており，他の商品との比較に

生成し，Web からの比較文の抽出を行う．最後に，得られた比較文から（評価対象，比較

は基づいていない．

対象，評価，極性）の組を抽出し，それらを集約することによって，ある観点におけるエン

比較文取得に関する研究もさかんに行われている．Jindal ら14),15) は，言語パターンに

ティティ間の評価を表すグラフを生成する．そして，生成したグラフから与えた 2 点間で

注目し，Class Sequential Rules とナイーブベイズ分類器を用いて文書中から比較文を発見
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し，比較関係の抽出も行っている．Kurashima ら16) はブログから言語パターンを用いて比
較関係を抽出し，グラフを生成して，リンク解析をすることでエンティティ間のランキング
を行っている．我々も比較文，比較関係を Web 文書から抽出し，グラフを生成しているが，

2 つのエンティティの間の経路を求める点で Kurashima らの目的と異なる．
佐藤ら17) は，言語パターン，センタリング理論を用いることでブログから比較表現，比
較関係を抽出している．

3. Web からの比較文マイニングとエンティティ間のランキング
3.1 概

要

本章では，Web から比較文をマイニングし，エンティティ間の順序を明らかにする手法
について述べる．

図 1 手法の流れ
Fig. 1 Flow of our method.

比較文とは，「プラズマテレビの輝度は，液晶テレビと比べて，おおよそ半分程度だ」，
「コーヒーより紅茶のほうが好きだ」といったような 2 つのものをある観点での比較を述べ
ている文である．本稿では，比較文を構成する要素として，比較関係（評価対象，比較対象，

(4)

評価）の組を考える．“比較対象” を基準として，“評価対象” がある観点において評価され
る．たとえば，先ほどの例だと評価対象は “プラズマテレビ”，“紅茶”，比較対象が “液晶
テレビ”，“コーヒー” になり，評価はそれぞれ “半分程度である”，“好きだ” になる．また，
各評価はポジティブとネガティブの極性を持つ．“半分程度である” だと，ネガティブな意

得られた比較文に含まれる評価対象，比較対象，評価の極性を求め，極性に基づいた
グラフを生成する．

(5)

グラフより 2 点間のパスを求め，得られたパスのランキングを行い，補間エンティ
ティおよび系列を提示する．

本稿では，( 2 ) の入力からの比較の対象となる集合は手動で与える．なお，比較対象集合

味になり，“好きだ” はポジティブな意味になる．評価対象および比較対象は必ずしも比較

獲得の自動化については 5 章で述べる．以下の節で，( 3 )，( 4 ) のそれぞれについて詳細に

文に明示的に記されるわけではなく，省略されている場合がある．たとえば，「…Android

述べる．

携帯に興味がある．しかし，iPhone と比べると UI は洗練されていない．…」といった文

3.2 Web からの比較文マイニング

章の場合，評価対象は “Android 携帯” であるが比較文では省略されている．また，厳密に

得られた比較対象集合 C を用いて，Web からの比較文の抽出を行う．Jindal らによれ

は評価は評価対象，比較対象のある属性に対して行われる．プラズマテレビと液晶テレビの

（2）Equative，
（3）Superlative，
（4）
ば，比較文の種類には，
（1）Non-Equal Gradable，

例の場合だと，それぞれの輝度について言及しており，コーヒーと紅茶の場合，それぞれの

Non-Gradable の 4 種類が存在する15) ．本研究では，これらの比較文の中でも，比較文中

味に関して評価が行われている．本稿では簡単のため，エンティティの属性までは考慮に入

に明示的に複数の比較対象が出現しやすいと考えられる，ある観点で複数の対象の優劣をつ

れない．

けた比較文である Non-Equal Gradable な文に着目し．Non-Equal Gradable な比較文を

提案手法では，以下のようにして比較文のマイニングとエンティティ間のランキングを行

Web から抽出する．Non-Equal Gradable な比較文には，“○○より××の方が大きい” の

う（図 1）．

ように，
「〜より」
「〜と比べ」
「〜のほうが」といった特有の表現が出現すると考えられる．

(1)

補間エンティティを求めたい 2 エンティティを入力として与える．

本研究では，表 1 に示す Non-Equal Gradable な比較文に典型的に出現するであろう 6 種

(2)

得られた入力と比較の対象になりうる語の集合（比較対象集合）を求める．

類の表現を著者らが用意し，1 つのエンティティに対しこれら 6 種類の表現を用いて 6 種

(3)

得られた語集合と比較文特有の表現を用いて，Web から比較文のマイニングを行う．

類のクエリを作成する．「t より」「t と比べ」「t に比べ」「t と比較」のクエリの場合，t は
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表 1 作成するクエリ（t ∈ C ）
Table 1 Generated query.

t は比較対象

t は評価対象

“t
“t
“t
“t
“t
“t

表 2 観点 “おいしい” に対応する辞書
Table 2 Dictionary of the aspect “delicious.”

と比べ”
に比べ”
と比較”
より”
のほうが”
の方が”

評価語

極性

美味しい
おいしい
良い
うまい
美味い
旨い
まずい
不味い

ポジティブ
ポジティブ
ポジティブ
ポジティブ
ポジティブ
ポジティブ
ネガティブ
ネガティブ

次に，比較文に含まれる評価について説明する．評価は “難しい”，“おいしい”，“きれい
だ” といったような形容詞や形容動詞で表されている場合もあれば，“興味ある”，“目立つ”
といったように動詞で表されている場合，“逸材”，“難攻不落” のように名詞で表される場
合もある．また，これらはポジティブ，ネガティブの 2 つの極性に分類することができる．
本稿では，特定の観点における評価のみを抽出するために，それぞれの観点ごとに，その観
点に関する評価を表現する際に用いられるであろう語，およびその極性を著者らの主観によ

Fig. 2

図 2 評価対象および比較対象が比較文で省略されていた場合
The case of skipping evaluated target or compared target in a comparative sentence.

り用意した．辞書には，それぞれの観点に対応する評価を表す語とそれに対応する極性（ポ
ジティブ，ネガティブのいずれか）を記述している．たとえば，“おいしい” という観点に
対応する辞書は表 2 のようになる．この辞書とのマッチングによって，比較文に含まれて

比較対象となり，「t の (ほう | 方) が」のクエリの場合，t は評価対象となる．Yahoo Web

いる求めたい観点における語句の極性の判定を行う．なお，比較文中に助動詞の「ない」が

Search API 1 を用い，それぞれのクエリに対して，上位 k 件を取得し，それぞれの Web

含まれている場合は，その比較文は否定文であると判断し，極性を反転する．これにより，

ページをダウンロードする．そしてそれぞれのページにおいて，そのページを取得したクエ

比較関係（評価対象，比較対象，極性）の組を得ることができる．比較関係（評価対象，比

リの正規表現を用いて，比較を表している文を抽出する．このとき，クエリに含まれている

較対象，極性）の組の集合を，R = {(v, w, p)} とし，v を評価対象，w を比較対象，p は

t は確実にその比較文に含まれているが，t に対する評価対象および比較対象が抽出した文

positive または negative のいずれかをとるとする．

に含まれているとは限らない．そこで，抽出した比較文に評価対象および比較対象のいずれ
かが発見できなかった場合は，t に対する評価対象および比較対象は比較文の直前に現れる
可能性が高いと仮定し，比較文より前の文に現れている要素 t ∈ C （ただし，t = t）を評
価対象および比較対象として扱う．たとえば，図 2 の場合では，比較文では比較対象が省

3.3 比較関係グラフの構築
得られた比較関係集合 R を用いて，C に含まれるエンティティをノードとした有向グラ
フ G = (V, E) を作成する．ノード集合 V は V = C ，枝集合 E は

E = {(v, w)|((w, v, positive) ∨ (v, w, negative) ∈ R}

(1)

略されてしまっている．そこで，比較文より前を探索し，そこに比較対象となる “Perl” を

となる．つまり，比較文に含まれている評価がポジティブの場合，比較対象を表すノードか

発見したので，“Perl” を比較対象として扱う．

ら評価対象を表すノードへの有向枝を張る．逆に，比較文に含まれている評価がネガティブ
の場合，評価対象を表すノードから比較対象を表すノードへの有向枝を張る．ノード v か
ら w に向けての枝が張られている場合，何らかの観点で v より w のほうが優っていること

1 http://developer.yahoo.co.jp/
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を表している．sf (v, w, p) を (v, w, p) を満たす比較文の数であるとすると，ノード v から

3.4.1 重み重視手法

w に向けての枝の重み weight(v, w) は，

多くの比較文で言及されている関係，つまり重みの大きい枝は信頼できるのではないか，

weight(v, w) = sf (w, v, positive) + sf (v, w, negative)

(2)

と仮定する．これは多くの人に支持されている関係のほうが信頼できるという考えからきて
いる．たとえば，“A より B の方が良い” と言及している人が 50 人存在し，“B より A の方

と表される．
次に，枝の特徴ベクトルを定義する．これは比較文はさまざまなコンテキストで述べられて

が良い” と言及している人が 10 人しか存在しないとすると，A より B の方が良いという関

いるため，複数の比較文を集約する際にはなるべく同じようなコンテキストであるようにする

係を表す枝をより重視する．さらに，短い経路ほど信頼できると仮定する．これは，枝の基

ことが必要だと考えられるからである．まず，各比較文において，比較文とその前後の 25 文

となる R はさまざまな人の意見から構成されているため，経路が長くなればなるほどさまざ

字をあわせた文字列を M eCab

1

によって形態素解析し，名詞と名詞句，動詞を抽出し，各単

まなコンテキストを含みやすくなり，経路の信頼性が下がると考えられるからである．これ

語の出現頻度で特徴ベクトルを作成する．枝 (v, w) を構成する k 番目の比較文の特徴ベクト

らの仮定にのっとり，始点から終点までに通るノードの数を可能な限り少なくし，かつ，重

ルを tfk (v, w) としたとき，枝 (v, w) の特徴ベクトル vector(v, w) を以下のように定義する．

みの大きい枝を通るような経路を探索する．これは，経路に含まれる枝の重みの逆数の和を



最小にする問題といい換えることができる．ただし，生成されたグラフ G = (V, E) は閉路を

weight(v,w)

vector(v, w) =

tfk (v, w)

(3)

含むことがあるため，経路を探索する際には，すでに通ったノードは 2 度通らないものとす
る．始点 s1 から終点 sn へのある経路 pathk を pathk = (s1 , s2 ), (s2 , s3 ), · · · , (sn−1 , sn )

k=1

このように，各枝に重みおよび特徴ベクトルを付与したグラフ G = (V, E) を生成する．

としたとき，pathk のスコア Rankweight (pathk ) を次のように定める．

3.4 補間エンティティおよびその系列の発見
次に生成したグラフから補間エンティティを発見する手法について説明する．ユーザは挟

Rankweight (pathk ) =

i=1

みこみたい 2 つのエンティティを入力する際に，どちらがある観点で優れているかというこ
とを含めて入力する．たとえば，長さという観点でナイル川と黄河を与える際に，ユーザは

n−1


1
weight(si , si+1 )

(4)

この Rankweight の値が小さい経路から上位にランキングしていく．

ナイル川のほうが黄河より長いということを指定して入力する．つまり，グラフ中での始点

3.4.2 類似度重視手法

と終点は分かっているという状態となる．よって，グラフより補間エンティティを見つける

重み重視手法は，比較関係の言及回数でエンティティの系列をランキングする手法であ

ということは 2 点間の最適な経路を求めることにほかならない．このとき，システムの最終

り，その比較関係がどのようなコンテキストのもとで述べられているかを考慮していない．

的な出力としては 1 つの補間エンティティである場合もあれば，補間エンティティの系列と

たとえば，“好きな順” という観点で SMAP のメンバを比較する場合，あるユーザは “中居

なる場合もある．たとえば，システムが求めた最適な経路の長さが 3（経路が始点のノード

正広よりも木村拓哉の方がかっこいいので好き” と比較し，別のユーザは “稲垣吾郎よりも

→ sk → 終点となる場合）の場合，出力されるものはノード sk となり，これは 1 つの補間エ

中居正広の方が面白いので好き” と比較する場合も考えられる．このように，“好き” とい

ンティティである．一方で，経路の長さが 4 以上（経路が始点 → sk → · · · → sk+l → 終点

う観点にも “かっこよさ” や “面白さ” といったさまざまなコンテキストが存在する．この

となる場合）の場合，出力されるものは始点と終点を除いた 2 点間の経路 sk → · · · → sk+l

とき，できるだけ “かっこよさ” というコンテキストで好きかどうかを比較している比較関

となる．この場合，システムの出力は補間エンティティの系列となる．

係だけを利用したり，“面白さ” というコンテキストで比較している比較関係だけを利用し

本稿では，枝の重みに着目した手法，枝の特徴ベクトルに着目した手法，推移律に着目し
た手法の 3 つの手法を提案する．

たりすることでエンティティの系列をランキングする方が，コンテキストを考慮せずにエン
ティティの系列をランキングするよりも，“かっこよさ” や “面白さ” という一貫したコンテ
キストでのエンティティの順序を得ることができる．

1 http://mecab.sourceforge.net/
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る枝のコンテキストが似ていれば似ているほど，その経路の一貫性は保たれると仮定し，枝
の特徴ベクトル vector(v, w) を利用した手法を考える．特徴ベクトル v1 ，v2 のコサイン類似
度を Sim(v1 , v2 ) としたとき，経路 pathk に対する類似度を用いたスコア Ranksim (pathk )
を次のように定める．

Ranksim (pathk )
=−

n−1




log Sim

i=2





vector(sj , sj+1 ), vector(si , si+1 )

(5)
図 3 3 点の場合の推移律を考慮した枝の重み配分
Fig. 3 Distribution of weights of edges considering transitive law in the case of three nodes.

j=1
i−1


ただし，Sim



i−1




vector(sj , sj+1 ), vector(si , si+1 ) = 0 となるときは，

j=1
i−1


log Sim



vector(sj , sj+1 ), vector(si , si+1 )


= −100

j=1

とする．今まで通ってきた経路の特徴ベクトルの和と次に進む枝の特徴ベクトルとの類似度
を足していったものをこの式は表している．この Ranksim の値が小さい経路から上位にラ
ンキングしていく．

3.4.3 推移律を考慮した手法
グラフ G = (V, E) から得られる順序は，半順序である．半順序とは，反射律，反対称律，
推移律を満たすものである．ここで，推移律に注目する．推移律とは，a ≤ b，b ≤ c ならば
図 4 推移律を考慮した枝の重みの再計算の擬似コード
Fig. 4 Calculating new weights of edges with transitive laws.

a ≤ c が成り立つことをいう．いま，リンゴ，みかん，ぶどうという 3 つのエンティティ集
合の比較関係を考え，リンゴよりみかんが好きという関係をリンゴ→みかんで表すとする．
このとき，リンゴ→みかんと考えているユーザが 50 人，みかん→ぶどうと考えているユー
ザが 30 人，リンゴ→ぶどうと考えているユーザが 40 人いるとする．次に，リンゴ→みか

元の weight(A, B) と weight(B, C) の関係をある程度維持するため，weight(A, B) と

ん，みかん→ぶどうという系列に着目したとき，この両方の系列がどのユーザにとっても正

weight(B, C) の比に応じて weight(A, C) を分配する．経路の長さが長くなった場合も

しいとするのならば，リンゴ→みかん，みかん→ぶどうという 2 つの比較関係は，リンゴ→

同様にして，経路に対するすべての推移律を満たす枝の重みを経路に含まれる枝に分配して

ぶどうという比較関係も暗に支持していると考えられる．重み重視手法と類似度重視手法で

いく．

は，このような推移律については，考慮できていなかった．そこで，本項では，推移律を考

図 4 はこの手法の擬似コードである．あるグラフ G の 2 ノード (s1 , sn ) 間のすべての系
列 path = <(s1 , s2 ), . . . (si , si+1 ), . . . (sn−1 , sn )> について，図 4 に示した擬似コードを適

慮した手法について説明する．
図 3 のように経路 (A, B), (B, C) が存在するとき，(A, C) はこの経路の推移律を

用し，系列内に推移律を満たす枝が存在する場合（図 4 の 3 行目）は，枝の重みを更新す

満たす．よって，(A, C) は経路 (A, B), (B, C) を支持する要素となりうる．そこで，

る．ある系列 pathk 内の 2 ノード (v, w) 間の枝の最終的な重みを weight (v, w) としたと

(A, C) の重み weight(A, C) を weight(A, B) と weight(B, C) に配分することを考える．

き，次式に基づいて pathk のスコアを計算する．
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Ranksliding (patht ) =

n−1

i=1

テストセットに対してそれぞれのユーザが決めた順位から平均の順位を求め，それを正解

1
weight (si , si+1 )

(6)

解となる補間エンティティおよび系列を含むようにして正解順序から 2 つの要素をすべて

この Ranksliding (patht ) の小さい系列から上位にランキングしていく．

4. 実

の順序とした．次に，自動的に正解，不正解を判定するために，少なくとも 1 つ以上の正
組み合わせてクエリを生成し，それぞれのクエリで補間エンティティ系列の精度評価を行っ
た．たとえば，正解系列が A → B → C → D → E であるとき，(A, C)，(A, D)，(A, E)，

験

(B, D)，(B, E)，(C, E) という 6 クエリを作成し，それぞれのクエリで手法の精度を評価

提案手法の精度を評価するために実験を行った．実験はユーザアンケートに基づくものと

する．そして，提案手法がランキングした各系列について，与えられたクエリ間の正解系

一般的な回答に基づくものの 2 種類行った．ユーザアンケートに基づく実験では，6 人の被

列の部分系列となっていれば正解，そうでなければ不正解と判定する．たとえば，先の例で

験者にアンケートをとって，各テストセットで順位をつけてもらい，そのアンケート結果か

クエリが (A, D) のとき，正解系列は B → C となり，この部分系列は B，C，B → C の 3

ら得られるテストセットを用いて手法の精度を評価した．一般的な回答に基づく実験では，

種類となる．今回の実験では，このような正解となる部分系列を 1 つでも発見することが，

Web 上で行われている投票や，ある機関が行っている調査による結果に基づき，正解セッ

実際にどの程度の精度で可能なのかどうかに着目して手法を評価する．そこで，系列のラ

トを作成し，どの程度の精度で抽出できるかを確認した．用意した辞書はそれぞれ好きな順

ンキングの評価尺度には平均逆順位（MRR）を用いる．MRR は以下の式 (7) で表される．

に関する辞書には 8 語，値段の安い順に関する辞書には 3 語，難しさ順に関する辞書には

K はクエリ数，ri は i 番目のクエリにおいて，適合する系列が出現した最上位の順位であ

10 語登録されている．

る．ただし，i 番目のクエリにおいて，適合する系列が存在しない場合は

4.1 ユーザアンケートに基づく精度評価
提案手法がどの程度有効かを調べるために，まずユーザアンケートを行い，正解セットを

M RR =

作成した．6 人の被験者に対し，表 3 に示す 13 個のテストセットを用意し，それぞれに対
して指定した観点で用意した要素を 1 位から順に順位付けを行ってもらった．その後，各

1
ri

K
1  1
K
ri

= 0 とする．
(7)

i=1

推移律を考慮した手法，重みを重視した手法，類似度を重視した手法の 3 手法について，

API での Web ページ取得件数を 50 件，100 件，200 件，500 件と変化させながら，それ
表 3 アンケートで用いたテストセット
Table 3 Test sets used in the questionnaire.
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カテゴリ

並べる観点

要素数

コンビニ
音楽家
お菓子
季節
天気
科目
鉄道
大学
牛丼屋
牛丼屋
ハンバーガー屋
ハンバーガー屋
SMAP

好きな順
好きな順
好きな順
好きな順
好きな順
好きな順
好きな順
難しい順
美味しい順
安い順
美味しい順
安い順
好きな順

6
7
7
4
4
5
6
7
4
4
4
4
5
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ぞれの場合での MRR を求めた．ベースライン手法として，それぞれのグラフ G から得ら
れるすべての経路の中からランダムで経路を選択して並べるという手法を用いる．全経路の
中での正解数を nans ，全経路の数を N とすると，ランダム選択した場合の逆数順位の期待
値 RRrandom は

RRrandom =

nans
+
N



N −nans +1

k=2



k−2
 N − nans − l 
1
nans
·
k N − (k − 1)
n−l

(8)

l=0

となる．よって，K をクエリ数とすると，ランダム選択手法の MRR は

M RRrandom =

1
RRrandom
K

(9)

と表される．
図 5 は API での Web ページ取得件数を変化させた場合の各手法の精度を表したグラフ，
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図 5 ユーザアンケートでの各手法の精度
Fig. 5 The experimental result based on user questionnaires.

図 7 ユーザアンケートでのテストセットごとの各手法の精度（API での取得件数 500 件）
Fig. 7 The experimental result based on user questionnaires for each test set (The number of
obtained Web pages using API is 500).
表 4 各テストセットで抽出された比較文の数
Table 4 The number of obtained comparative sentences for each test set.
カテゴリ

図 6 ユーザアンケートでのテストセットごとの各手法の精度（API での取得件数 100 件）
Fig. 6 The experimental result based on user questionnaires for each test set (The number of
obtained Web pages using API is 100).

図 6，図 7 は API での Web ページ取得件数をそれぞれ 100 件，500 件とした場合の各手法
の精度をテストセットごとにまとめたグラフである．また，表 4 は 6 つの比較表現から生成
されたクエリで検索された Web ページから得られた比較文の数，および，その比較文のう

コンビニ
音楽家
お菓子
季節
天気
科目
鉄道
大学
牛丼屋（美味しい順）
牛丼屋（安い順）
ハンバーガー屋（美味しい順）
ハンバーガー屋（安い順）
SMAP
平均

50 件
709
1,271
838
1,041
841
1,062
1,035
1,217
778
794
775
780
806
919.0

得られた比較文の数
100 件
200 件
1,140
1,689
1,929
2,672
1,301
1,790
2,052
3,821
1,524
2,658
1,846
2,787
1,768
2,673
1,928
2,553
1,316
1,926
1,339
1,948
1,404
2,259
1,413
2,264
1,295
1,807
1,558.1 2,372.8

500 件
1,876
2,997
1,840
5,338
3,582
3,100
2,900
2,667
2,007
2,022
2,613
2,619
1,828
2,726.1

評価語辞書とマッチした比較文の数
50 件 100 件 200 件 500 件
95
140
187
202
194
308
409
438
111
195
265
276
111
220
434
675
186
349
649
938
118
215
323
356
105
185
293
304
46
90
113
116
150
254
384
401
106
172
273
285
152
292
472
546
83
150
243
281
141
236
317
319
122.9 215.8
335.5
395.2

ち，用意した評価語辞書の評価語を含んでいる比較文の数を，API での Web ページの取得
件数ごとにまとめたものである．また，実際にシステムが抽出した比較文の例を表 5 に示す．

比較文を抽出することができなかったのではないかと考えられる．表 4 から，取得件数が 50

図 5 を見てみると，すべての手法において，Web ページ取得件数が 50 件の場合に最も低

件の場合に実際にランキングに利用された比較文の数は平均すると 122.9 件であり，取得件

い精度となることが分かる．この理由として，Web ページ取得件数が 50 件では十分な数の

数が 100 件の場合は 215.8 件であり．約 1.75 倍に増加している．API での取得件数を 200
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表 5 得られた比較文の例
Table 5 The examples of obtained comparative sentences.
カテゴリ

実際に取得できた比較文の例

牛丼屋

すき家よりやわらかくておいしかったです！
すき家よりも値段が多少安いので，気軽に鰻の味を楽しめる．

SMAP

やっぱり中居よりつよぽんのが好き．
初めは慎吾のファンだったけど，最近，吾郎のほうが大好きになりました．

鉄道

わたしは阪急のほうがすきだ．
やはり電車的に京阪のほうがいい．

表6

ユーザアンケートに基づくテストセット “SMAP” でのクエリ（“稲垣吾郎”，“香取慎吾”）における各手法
の比較（太字は正解の系列を表す）
Table 6 The examples of query (“Goro Inagaki”, “Shingo Katori”) in test set “SMAP”.
手法
重み重視手法
類似度重視手法
推移律考慮手法

出力例

1 位：中居正広→木村拓哉，2 位：木村拓哉，3 位：中居正広→草なぎ剛
1 位：草なぎ剛，2 位：木村拓哉，3 位：草なぎ剛→中居正広
1 位：木村拓哉，2 位：中居正広→木村拓哉，3 位：中居正広

件，500 件としたときの比較文の数も見てみると，API での取得件数と得られる比較文の数
が単純な比例関係にはなっていないが，この理由としては 2 つ考えられ，API の取得件数
を増加させることで異なる比較表現でのクエリでも同一の Web ページが検索される可能性
が高くなることや，ランキング結果の下位にはクエリとして入力した比較表現を含んでいな
い Web ページも存在してしまう場合があることなどが原因だと考えられる．取得件数が 50
件の場合に精度が低くなってしまう一方で，取得件数を 100 件から 200 件，500 件と増加さ
せても各提案手法の精度は大きく変化しないことが分かる．これは，取得件数を 100 件とす
ることである程度十分な量の比較文が得られるため，取得する比較文をそれ以上増加させた
としても，すでに取得したエンティティ間の比較関係の分布と同様な分布しか得られないた
め，補間エンティティ系列のランキングに大きな影響を与えないのではないかと考えられる．
また，図 5 が示しているとおり，3 つの提案手法すべてでベースライン手法の MRR を
上回っていることが分かる．これは，提案手法を用いることでユーザの主観的な観点に基づ
く補間エンティティの系列がある程度の精度で得られることを示している．提案手法の中で
は，類似度考慮手法や推移律考慮手法が重み重視手法よりも高い精度を示していた．たと

図 8 SMAP のメンバで好きな順で生成されたグラフ
Fig. 8 The graph of member of SMAP on an aspect of favorite.

えば，API での Web ページ取得件数が 100 件の際の各手法の MRR は，重み重視手法が

0.53，類似度考慮手法が 0.58，推移律考慮手法が 0.59，ランダムな手法が 0.39 であった．

ラフは図 8 のようになっている．このグラフでは稲垣五郎→木村拓哉への枝の重みは小さ

まず，推移律手法が重み重視手法より高い精度となった理由について考えてみる．図 6

い値になっているため，重み重視手法では正解となる補間エンティティを 1 位にランキング

や図 7 から分かるように，たとえば，推移律考慮手法が高い精度となったテストセットに

できなかったのではと考えられる．しかし，推移律考慮手法では，稲垣吾郎→中居正広や草

“SMAP” がある．表 6 はテストセット “SMAP” でのクエリ（“稲垣吾郎”，“香取慎吾”）

なぎ剛→中居正広といった枝の重みが稲垣吾郎→木村拓哉の枝の重みの再修正に利用される

における，API での取得件数を 100 件とした際の各手法の出力結果を載せたものである．こ

ため，最終的に正解となるエンティティを 1 位にランキングできたのではないかと考えられ

のクエリのもとでの正解系列は “木村拓哉” であったが，表 6 を見てみると，推移律考慮手

る．このように，推移律考慮手法では対象となる枝の重みが低い場合でも，推移律を考慮す

法でのみ正解系列を 1 位にランキングできていることが分かる．このテストセットに関し

ることで重み手法よりも良いランキングが可能となる場合があることが分かる．

て，API での Web ページの取得件数を 100 件としたときの Web から得られた比較関係グ
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ユーザアンケートに基づくテストセット “天気” でのクエリ（“雨”，“曇り”）における各手法の比較（太字は
正解の系列を表す）
Table 7 The examples of query (“rain”, “cloud”) in test set “weather”.
手法
重み重視手法
類似度重視手法
推移律考慮手法

出力例

1 位：晴れ，2 位：雪→晴れ，3 位：雪
1 位：雪，2 位：晴れ，3 位：晴れ→雪
1 位：晴れ，2 位：雪→晴れ，3 位：雪

ストセットについて類似度重視手法は高い精度となっていたことが分かる．表 7 はテスト
セット “天気” でのクエリ（“雨”，“曇り”）における各手法の出力結果を載せたものである．
このクエリのもとでの正解系列は “雪” であったが，重み重視手法や推移律考慮手法では，

表 8 用いたテストセットと利用した大規模アンケート
Table 8 Used test sets and large-scale questionnaires.
カテゴリ

要素数

コンビニ
音楽家
季節
科目
牛丼屋
フルーツ
AKB48
飲み物
お酒
偉人

6
7
4
5
4
7
5
6
7
6

利用したデータ
http://getnews.jp/archives/15676
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008
ベネッセ 第 4 回学習基本調査報告書・国内調査 中学生版
http://getnews.jp/archives/81459
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008
AKB48 選抜総選挙結果
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008
NHK 放送文化研究所世論調査部「日本人の好きなもの」2008

年
年

年
年
年
年

“晴れ” が 1 位にランキングされていた．これは，“晴れ” は他の天気と比べて Web 上によ
く記述され，“晴れ” と他の天気について言及している比較文が多いため，“晴れ” を含む系
列が上位にランキングされやすくなってしまったのではないかと考えられる．一方で類似度
重視手法では “雪” を 1 位にランキングすることができていた．このときの “雨” → “雪” や

“雪” → “雨” の枝の特徴ベクトルを見てみると，“視界” や “路面” や “滑る” という単語が
多く出現していた．これは，どの天気が好きかを述べる際にはさまざまなコンテキストが考
えられるが，“雨” や “雪” や “曇り” について比較する場合，今回の実験では視界の悪さや
路面の状態などについて述べているような比較文が多く抽出され，そのコンテキストに基づ
いて天気のランキングをしたために，重み重視手法や推移律考慮手法では上位にランキング
できなかった “雪” を正しく上位にランキングできたのではないかと考えられる．このよう

図 9 大規模アンケートでの各手法の精度
Fig. 9 The experimental result based on large-scale questionnaires.

に，類似度重視手法ではどのエンティティが Web 上で言及されやすいということにあまり
依存せずに補間エンティティをランキングできるという特徴があると考えられる．

に関する投票は，一般の人の意見を集約したものであると考えられる．そこで本節では，そ

表 4 より，平均すると，API での取得件数を 100 件とした場合得られた比較文は 1,558

れらの結果を一般的に認識されている順序と考え，正解順序として用いる．用いたテスト

件，そのうち，評価語辞書とマッチする比較文は 215 件程度であり約 13%の比較文を実際

セットのカテゴリと正解順序を定めるために利用した大規模アンケートは表 8 のとおりで

の補間エンティティのランキングに利用しているということが分かる．この数値が示すよう

ある．前節と同様にそれぞれのテストセットで，API での Web ページ取得件数を変化させ

に，現状では限られた比較文しか補間エンティティのランキングに利用できていないことが

ながら各手法の MRR を求めた．

分かる．より大規模な評価語辞書を構築し，より多くの比較文をランキングに利用すること

図 9 は大規模アンケートでのテストセットのもとで，API での Web ページ取得件数を

で提案手法の精度が向上するのではないかと考えられる．今後はより大規模な評価語辞書で

変化させた場合の各手法の精度を表したグラフ，図 10 および図 11 は API での Web ペー

の実験をする予定である．

ジ取得件数をそれぞれ 100 件，500 件とした際の各手法の精度をテストセットごとにまと

4.2 大規模アンケートに基づく精度評価

めたグラフである．図 9 より，前節の実験と同様に，API での Web ページ取得件数が 50

ある機関が行っている大規模なアンケートによる調査や Web 上で行われているある事柄

件の場合に各手法とも最も低い精度となっており，提案手法が十分な精度を得るためには少
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表9

大規模アンケートに基づくテストセット “科目” でのクエリ（“社会”，“数学”）での各手法の比較（太字は正
解の系列を表す）
Table 9 The examples of query (“society”, “mathematics”) in test set “subjects”.
手法
重み重視手法
類似度重視手法
推移律考慮手法

出力例

1 位：国語，2 位：理科，3 位：国語→英語
1 位：英語，2 位：国語→理科，3 位：理科
1 位：理科，2 位：国語，3 位：英語

ンケートでは一般的なユーザの興味が正解となるため，エンティティをランキングするうえ
で比較文中での言及回数が前節のテストセットよりも重要になり，これらの手法の精度が高
図 10 大規模アンケートでのテストセットごとの各手法の精度（API での取得件数 100 件）
Fig. 10 The experimental result based on large-scale questionnaires for each test set (The number
of obtained Web pages using the API is 100).

くなったのではないかと考えられる．
図 10 や図 11 から，重み重視手法や推移律考慮手法はテストセット “科目” において高い
精度となっていることが分かる．表 9 はテストセットに “科目” でのクエリ（“社会”，“数
学”）における各手法の出力結果を載せたものである．このクエリでの正解系列は “国語” で
あるが，重み重視手法では 1 位，推移律考慮手法では 2 位にランキングできていたが，類
似度重視手法では正解エンティティを上位 3 件以内にはランキングできていなかった．一
方で，前節の “天気” のように類似度重視手法が有効に働くテストセットも存在する．今後
は，どのようなクエリについて類似度重視手法が有効に働くのかを，より多様なテストセッ
トで詳細に分析していきたい．

4.3 PageRank 手法との精度比較評価
Kurashima ら16) は比較関係を表すグラフに対して PageRank アルゴリズム的な手法を
適用することで，エンティティ間のランキングを行っている．本稿でも同様に，今回の手法
で得られたグラフに対してオリジナルの PageRank アルゴリズムを適用することで，エン

Fig. 11

図 11 大規模アンケートでのテストセットごとの各手法の精度（API での取得件数 500 件）
The experimental result based on large-scale questionnaires for each test set (The number
of obtained Web pages using the API is 500).

ティティ間のランキングをすることができる．そしてそのランキング結果を用いて補間エン
ティティの系列を発見することが考えられる．そこで．本稿で提案している手法と，本稿で
得られたグラフに対して PageRank アルゴリズムを適用して補間エンティティの系列を発
見する手法との比較実験を行った．

なくとも 100 件程度の Web ページを各比較表現ごとに取得する必要があることが分かる．

PageRank を用いる手法では，3 章で述べた手法で生成した有効グラフ G に対して Page-

また，API での Web ページ取得件数が 100 件の場合での各手法の MRR は，重み重視手

Rank アルゴリズムを適用し，最終的に得られた各ノードの PageRank 値から得られたラ

法が 0.57，類似度重視手法が 0.49，推移律考慮手法が 0.57，ランダムな手法が 0.28 となっ

ンキングにおいて，与えた 2 つのクエリの間に位置するエンティティあるいはその系列を出

ており，提案手法はベースラインよりも高い精度を示している．また，全体的に提案手法の

力するものとする．たとえば，得られたランキングが 1. いちご，2. ぶどう，3. メロン，4.

中では，重み重視手法や推移律考慮手法が高い精度であることが分かる．これは，大規模ア

みかん，5. 桃であった場合に，クエリがぶどうと桃であれば，メロン，みかん を出力す
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図 12 PageRank 手法との比較実験結果
Fig. 12 Experimental result of comparison with PageRank method.

る．この PageRank アルゴリズムを用いる手法は，複数の系列に対してスコアを付与する

図 13 音楽家に関して作成したグラフ
Fig. 13 The generated graph about composers.

ものではなく，手法の出力は 1 つの系列である．そこで，本稿で提案した推移律考慮手法，
重み重視手法，類似度重視手法のそれぞれにおいては，上位 1 件の出力で比較を行う．上位

るため，4.1 節で述べた実験で用いたテストセットで得られた比較文とその比較文が含まれ

1 件での用意したカテゴリにおけるクエリの正解率を@1 と表す．

ていた Web ページを無作為に 50 件抽出し，前方から抽出したエンティティが本来の比較

結果は図 12 のようになった．なお，ここでの提案手法の API の取得件数は 100 件であ

文の比較（評価）対象として適合していたかどうかを調査した．その結果，52%（50 件中

る．平均を見てみると，提案手法は PageRank を用いる手法と比べると精度が出ているこ

26 件）の比較文では前方のエンティティが本来の比較文での比較（評価）対象となってい

とが分かった．

たことが分かった．本来の比較（評価）対象が抽出できなかった原因として最も多かった原

5. 考

因は，本来の比較（評価）対象があらかじめ用意した補間エンティティ集合に含まれておら

察

ず，比較文とは関連のない誤ったエンティティを比較（評価）対象であると判定してしまう

4.2 節の結果より，提案手法は大規模な調査・アンケート結果とある程度の精度で一致が
見られた．これは，Web から比較文をマイニングすることにより，大規模な調査をしなく
ても，人々の主観的評価がある程度推測できる，ということであると考えられる．これは，

ものであった．今後は，このような問題点を解決し，より精度良く比較対象となるエンティ
ティを抽出していくことで，提案手法の精度向上が可能ではないかと考えられる．
次に，比較文の特性についての考察を行う．鈴木18) は「A は B より〜」型の比較文につ

なんらかのアンケート結果や表，ランキングがないような場合でも，ある観点における補間

いて，「B は参照点として機能していると考える．参照点とは，我々が，ある対象をとらえ

エンティティを抽出できることを示したと考えている．

ようとする際に手がかりとして用いる，よりとらえやすい，目標となる対象とは別の，認

今回は，比較（評価）対象を抽出する際，比較文中に候補となるエンティティが出現して

知的に際立った対象のことである」と述べている．実際に，我々が音楽家に関して比較文を

いない場合に前方文に出現するエンティティを比較（評価）対象と見なすというヒューリ

集約し，生成したグラフは図 13 のようになっており，“ベートーヴェン” や “モーツァル

スティックを用いていた．しかし，この方法で抽出されたエンティティが本来の比較文での

ト” といった有名なノードに枝が集中しているのが分かる．そして，比較的有名ではないマ

比較（評価）対象ではない可能性も十分に考えられる．そこで，この方法の精度を評価す

イナーなノードにはあまり枝が集まらない傾向にある．推移律を考慮したとしても，そも
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エンティティ集合を拡張することが考えられる．また，Kurashima らが提案している
ような16) ，“〜より…のほうが” といったような評価対象，比較対象が確実に同定でき
るような構文パターンを用いて比較対象集合を取得する手法も利用できると考えられ
る．同様に，よく比較される 2 エンティティが出現する文に頻出する構文パターンを抽
出することで，比較文に典型的に出現する比較表現を発見することも可能となると考え
られ，ブートストラップ的に比較すべきエンティティ集合と比較表現集合を拡張するこ
とが考えられる．より汎用性のある手法を実現するためには，このように比較すべきエ

Fig. 14

図 14 メジャー・マイナー関係が存在すると起こりうる現象
Phenomenon that occurs when there are major and minor entities.

ンティティ集合と比較文抽出のための比較表現の集合を自動的に拡張していくような手
法が必要になると考えられる．

• 2 つめは，より大規模な評価語辞書の構築である．今回は “おいしさ” や “好き” といっ
そも枝が張られていなければ経路をたどることができないので，マイナーなノードを発見

た特定の観点について著者らが手動でその観点に関連する評価語とその極性を用意し

することは困難となる．このように，エンティティ間にメジャーなものとマイナーなものと

た．より多様な観点でエンティティ系列のランキングを行うためには，より大規模な評

いった関係が存在すると，図 14 のようなメジャーなエンティティのノードに枝が集まり，

価語時書が必要となる．今後は，日本語 WordNet を用いて類義語を発見したり，単語

マイナーなエンティティ間にはそもそも枝がほとんど張られないといった現象が起き，う

の極性辞書19) などを利用したりすることで，この部分に関しても自動的に大規模な評

まく補間エンティティを発見することが困難となる．よって，比較を行うエンティティどう

価語辞書を構築できるのではないかと考えている．また，評価語の極性はその評価語が

しはなるべく対等な関係にあることが望ましい．4.3 節で行った PageRank 手法との比較で

用いられる文脈によって変わってくることがあると考えられる．より精度良く補間エン

は，PageRank 手法は提案手法に比べて平均すると低い精度となっていた．この理由とし

ティティの系列を発見するためには，文脈を考慮して動的に評価語の極性を判定するこ

て，PageRank 手法ではメジャーなエンティティに高い PageRank 値が付与されることに

とも必要となってくるだろう．

なるため，この問題が精度に大きく影響したのではないかと考えられる．
最後に，本研究で提案した手法をより汎用的に適用するために解決すべき問題点について

• 3 つめは，ランキング手法の計算量の効率化である．今回提案した 3 手法は，グラフ中
の 2 ノード間のすべての系列についてスコアを計算することで系列をランキングした
ため，グラフ中の系列の数に比例して手法の計算量が増加する．特に，3.4.3 項で提案

整理する．

• 1 つめは，比較対象となるエンティティ集合やクエリとなる比較表現の自動取得があげ

した推移律を重視したランキング手法は 2 ノード間の系列を再帰的に走査して枝の重

られる．今回は，比較対象となるエンティティ集合や比較文を抽出するための比較表現

みを更新するため，系列数が増加するにつれて指数関数的に手法の計算量が増加してし

を手動で用意した．しかし，本手法を利用するユーザが比較したいエンティティ集合を

まう．そのため，より大規模な数でのエンティティ集合を対象として系列のランキング

あらかじめすべて明示的に持っていないことも多いため，手法をより汎用的にするには

を行うためには，より効率的なランキング手法が必要となる．たとえば，重み重視手法

比較対象となるエンティティ集合をシステムが自動的に拡張することが必要になる．ま

はグラフの最短経路問題と類似した問題であり，ダイクストラ法などを利用することで

た，より多くの比較文を抽出してランキングに利用するためには，今回用意した 6 種類

効率的にランキング上位の系列を発見することが可能ではないかと考えられる．今後

の比較表現以外にもより多くの比較表現パターンを用いてクエリを作成する必要があ

は，このような既存のグラフ理論でのアルゴリズムを利用しながらより効率的なランキ

る．比較対象となるエンティティ集合は，ユーザが入力した 2 入力の同位語となる場合

ング手法についても考えていきたい．

が多いと考えられる．そこで，Ohshima らの手法

7)

のような，Web 検索エンジンのイ

ンデックスを用いて高速に同位語を発見する手法を用いることで，自動的に比較すべき
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（研究代表者：山本岳洋，課題番号 09J55302），グローバル COE 拠点形成プログラム「知

6. ま と め

識循環社会のための情報学教育研究拠点」によるものです．ここに記して感謝の意を表し

本稿では，Web からの比較文マイニングおよび比較文を用いた補間エンティティの発見
手法を提案した．提案手法では，与えられた 2 エンティティとそれらに対応する比較対象集
合を組み合わせ，比較文に特有な構文パターンを用いたクエリを生成し，Web からの比較
文の抽出を行う．そして，得られた比較文から用意した辞書とのマッチングを行うことで，
評価対象，比較対象，評価の極性を獲得し，グラフを生成する．そしてグラフから補間エン
ティティおよびその系列の発見を行う．我々はグラフから補間エンティティおよびその系列
を発見する 3 つの手法を提案し，実験によりそれぞれの有効性，特徴を確かめた．また，好
みやおいしさといった観点における補間エンティティおよび系列を比較文によって抽出でき
ることが示せた．今回の手法を用いることで，1 章で例としてあげた，レストランをおいし
さや良さといった主観的な観点から補間エンティティやその系列を発見するということがあ
る程度の精度で実現可能となる．しかし，今回用いた手法はユーザ側で用意しなければなら
ない情報が多いため，今後は 5 章で述べたような課題を解決し，より汎用的な手法を目指す
必要がある．
主観的な評価は地域や文化に大きく依存する場合も存在すると考えられる．今回は日本の

Web 文書を対象に実験を行ったが，日本の中でも特定の地域のユーザが記述した情報のみ
を対象に手法を適用したり，日本語，英語，中国語といったさまざまな言語で書かれたペー
ジ中から主観的評価を抽出したりすることで，そうした文化的・地域的な差を発見すること
ができるのではないかと考えている．
また，1 章であげた例のうち，本のリストをどのような順番で読むべきか知りたいという
問題に対しては，今回提案した Web から比較文を抽出する手法はあまり有用ではないと考
えられる．このような問題に対しては，実際にユーザが本をどのような順番で読んだのか
をブログや書籍のレビューサイトなどからマイニングすることが必要になると考えられる．
今後はこのような問題についても取り組んでいく予定である．
謝辞 本研究の一部は，特定領域研究「情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究」
計画研究 “情報爆発時代に対応するコンテンツ融合と操作環境融合に関する研究”（研究代
表者：田中克己，A01-00-02，課題番号 18049041），文部省科学研究費補助金若手研究（A）

“インタラクティブな再ランキング・再サーチを可能とする次世代検索に関する研究”（研究
代表者：中村聡史，課題番号 23680006），未踏 IT 人材発掘・育成事業 2009 年度上期未踏
ユース，科学研究費補助金特別研究員奨励費「ユーザインタラクションに基づく情報検索」
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