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概要：従来のユーザコンテキストを考慮した情報提供に関する研究では，コンテキストとして主に行動時
のユーザの状況を対象としており，行動前についてはあまり考慮されていない．しかし，登山や観光など
の外出行動をする際には，必要な持ち物や目的地への行き方など外出前に得ておきたい情報がある．こう
した外出行動の事前情報は Web 上に散在しているため，既存の Web 検索を用いてそれらをピンポイント
で探すのは容易ではない．そこで本論文では，外出行動前のユーザに有用な情報を提供することを目的に，
事前に入手すると役立つアドバイスを Web から獲得する手法を提案する．本手法では，アドバイス文か否
か，および，アドバイス文が外出行動前に参照しておきたいものか否かを機械学習を用いて判定すること
により獲得する．評価実験により提案手法の有効性を確認した．本論文ではまた，提案手法に基づいて実
装した事前情報提供アプリについて述べる．
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Abstract: Conventional context-aware recommendation systems do not provide information before user action, although they provide information considering user’s ongoing activity. However, users want to know
prior information such as how to go to their destination or get necessary items when they plan to do outdoor
activities such as climbing and sightseeing. It takes time to collect the prior information since it is not so
easy to appropriately find them. This paper proposes a method for extracting prior advices from the Web
with a machine learning technique. The method first identifies whether a given sentence is an advice or
not. Then the method identifies whether the sentence is a prior advice or not if the sentence is identified as
advice. In this paper, we show the availability of the proposed method through our experimentation. We
also developed a system for providing prior information using the proposed method.
Keywords: advice, collective intelligence, user’s context, text mining, navigation

1. はじめに
近年，スマートフォンなどのモバイル機器の発達にとも
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ない，屋外でネットにアクセスし，情報を得る機会が増加
している．そのため，ユーザコンテキストを考慮して振る
舞うシステムに関する研究がさかんに行われており [1]，な
かでも，ユーザの状況に応じた情報推薦に関する研究が注
目されている [2], [9], [13], [15]．ただし，これらの研究の
主眼は主に状況の推定技術にあり，提供する情報の選定は
ユーザの位置のみに基づくものがほとんどである．しか
し，ユーザの状況とは，位置のみにとどまらない．今後は，
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より精度の高い情報提供の実現を目指し，多様な観点から

ス文の獲得手法について述べる．6 章では提案手法の評価

ユーザの状況をとらえることについて検討する必要がある．

実験の結果とその考察を示す．7 章では，提案手法を用い

登山や観光などの外出行動をする場合には，必要な持ち

た事前情報提供アプリについて説明する．8 章で本論文の

物や目的地への行き方など，外出前に知りたい情報がある．
たとえば，富士山で登山する際には，富士山への交通手段
や必要な登山用品は出発する前に知りたい情報である．こ

まとめと今後の課題について述べる．

2. 状況に応じたアドバイス提供システム

うした外出行動前において有用となる情報は，多くの人々

本研究で実現目標とするシステムについて説明する．本

によってブログなどに記述され，Web 上に蓄積されてお

システムでは，ユーザが外出行動を円滑に遂行できるよう

り，そのような情報を参照するために Web を集合知として

に，ユーザの状況に応じて適切なアドバイス文を提供する

活用することが考えられる．しかし，外出行動の事前情報

ことを目的とする．たとえば，富士山で登山する場合，登

は Web 上に散在しているため，既存の Web 検索ではこれ

山をすることが決まった日から登山当日までの間に必要な

らを含むページのみを検索するのは容易ではない．また，

持ち物などの情報を提供し，当日には登山の注意事項など

事前情報を含む Web ページには行動時の情報もあわせて

の情報を提供する．

掲載されていることが多く，該当のページから事前情報を
探すのは効率的でない．

2.1 アドバイス文とは
本論文では，アドバイス文を以下のように定義する．

そこで本論文では，外出行動をするユーザに有用となる
情報を含む文（以下，アドバイス文）のうち，外出行動前

定義：アドバイス文とは，外出行動をするユーザの行為に
影響を与える情報が記された文である．

に参照しておきたい情報を含む文（以下，行動前アドバイ
ス文）*1 を

Web から獲得する手法を提案する．テキストか

表 1 に富士山での登山に関するアドバイス文の例を示

らの知識獲得に関する研究として，体験などを表す文の自

す．これらは「富士山 登山」をクエリとして，Yahoo!検

動獲得手法が提案されているが [4], [7], [8], [10], [11]，獲得

索 Web API *2 を用いて獲得した上位 50 の Web ページか

した文がいつ，どのような場面で利用できるかは考慮され

ら人手で収集したものである．表 1 の 3 列目（A）はアド

ていないため，従来手法によって上述の目的を実現するこ

バイス文か否かを表し，アドバイス文である場合は 1，そ

とは難しい．

うでない場合は「-」で記す．例文 1〜3 の交通や天候，持

本手法では，場所名と行動名をクエリとした Web 検索

ち物などに関する情報や例文 4 や 5 の外出先に関する情報

により得た HTML 文書中の各文に対して，アドバイス文

などは，事前の準備や当日の行動などのユーザの行為に影

か否か，および，行動前アドバイス文か否かを機械学習を

響を与える（たとえば，例文 2 に対して，持ち物に上着を

用いて判定することにより，行動前アドバイス文を獲得す

追加する，など）情報であるため，これらはアドバイス文

る．本研究では，Web から収集したアドバイス文を分析

である．一方，例文 6〜8 の歴史的な事実や個人に特化し

し，分析により獲得したアドバイス文の特徴に基づき，機

た情報や感想などはそれらに対応するための行為が生じな

械学習の素性を定めた．

いため，アドバイス文ではない．

評価実験により，提案手法の判定性能を評価した．設定

アドバイス文にはそれぞれ利用できる状況が存在する．

した各素性の有効性を評価するため，提案手法と提案手法

想定できる状況は外出行動の種類によって様々であるが，

から各素性を除去した手法とを比較した結果，すべての素

本論文では外出行動に共通した汎用的な状況を考慮するた

性が性能の向上に寄与していることが分かった．従来手法

め，外出行動前と外出行動時（目的地までの移動を含む）

では考慮されていない，獲得した情報が外出前あるいは外

の 2 種類の状況を想定し，アドバイス文を行動前アドバイ

出時のいずれの場面で利用できるかを判別したところ，行

ス文と行動時アドバイス文に分類する．本論文ではこれら

動前アドバイス文か否かの判定について精度 75%，再現率

を以下のように定義する．

81%を達成し，本手法の有効性を確認した．

定義：行動前アドバイス文とは，アドバイス文のうち，ユー

また，提案手法の利用可能性を示すために事前情報提供

ザがその文に記された情報の影響を受けてある行為を

アプリを実装した．本アプリは，場所名と行動名を入力と

遂行するためには，それを外出行動前に参照しておく

して受け取り，行動前アドバイス文をユーザに提供する．

必要がある文である．行動時アドバイス文とは，行動

本論文の構成は以下のとおりである．まず，2 章では，

前アドバイス文以外のアドバイス文である．

目標とする状況に応じたアドバイス提供システムについて

これらは，アドバイス文に記された情報への対応を，外

述べる．3 章で関連研究について述べる．4 章ではアドバ

出行動前にする必要があるか否かによって区別される．す

イス文の特徴について分析を与え，5 章で行動前アドバイ

なわち，外出行動前にしか対応できない情報を含んだアド

*1

アドバイス文，および，行動前アドバイス文の本論文での定義は
2.1 節で与える．
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表 1

アドバイス文の例

Table 1 Examples of advices.
ID
1

（A） （B）

文
昭和 39 年に開通した富士スバルラインの終点に位置し、

1

1

麓の国道 139 号線から約 1 時間。

2

ふもとと山頂付近の気温差は約 20 度もあります。

1

1

3

上着は防寒用にウインドブレーカがお 薦め。

1

1

4

6 合目に安全指導センターがあります。

1

0

5

七合目から八合目は本八合目も含めて距離が長く、

1

0

傾斜も急なので大変キツイと思います。

6

富士山は約 1 万年前に起きた 3 度目の噴火によってできたといわれています。

-

-

7

ほぼ毎年富士山を訪れているが、2009 年も 8 月 1 日に富士に登っ た。

-

-

8

富士山は見る山であって、登る山ではないとよく言われますが、

-

-

1

0

今回初めて登ってみて、登っても案外面白い山でした。

9

登山にあたっては、落石の恐れがありますので、十分ご注意 ください。

10

年末年始に富士山に登って、初日の出を拝めるのでしょう か？

-

-

11

ゆっくり歩いて、長時間休まないのが、楽 に登るコツですね。

1

0

12

積雪時は岩場の通行は 困難 になります。

1

0

13

また、残雪や転石がある箇所がありますので、

1

0

足元にもお 気をつけ ください。

14

私がお 薦め するルートがあります。

-

-

15

トレッキングシューズ、軽登山靴など、靴底がしっかりした

1

1

1

1

1

1

ハイカットのものがお すすめ です。

16

砂や小石が入り にくく、下山時に足首をしっかり包むので
捻挫 の 危険 を減らしてくれます。

17

靴底の薄いスニーカーなどは滑り やすく、
小石を踏んだときに穴があくことがあります。

18

ただし、お盆休み近辺は マイカー 規制で入れません。

1

1

19

万一、天候の急変により危険を感じたら最寄の山小屋に避難しましょう。

1

0

20

八合五勺から九合目、山頂と傾斜はますます急になってくるので

1

0

足場に注意しながら 進ん でいきましょう。

バイス文を行動前アドバイス文とし，外出行動時でも対応

最後に，ユーザの状況に応じてアドバイス文を提供する．

できる情報を含んだアドバイス文を行動時アドバイス文と

センサ情報などからユーザの状況を推定し，その状況に適

する．表 1 の 4 列目（B）は行動前アドバイス文か否かを

したアドバイス文をユーザに提供する．

表し，行動前アドバイス文である場合は 1，行動時アドバイ

本論文では，図 1 の「状況に応じたアドバイス文抽出」

ス文の場合は 0 で記す．アドバイス文でない文に関しては

を実現するための手法を提案する．外出行動はユーザがク

「-」としている．たとえば，表 1 の例文 1〜3 は外出行動

エリとして与えることを想定し，状況としては外出行動前

前に対応する必要があるため行動前アドバイス文である．

と外出行動時の 2 種類を考える．ユーザから与えられた外

一方，例文 4 や 5 は外出時でも参考になる（たとえば，例

出行動に関するアドバイス文を獲得し，獲得したアドバイ

文 5 は，現地でのペース配分の参考になる）ため，行動時

ス文を外出行動前と外出行動時に分類する．

アドバイス文である．

2.2 システム構成

3. 関連研究
Web から知識を獲得する研究がいくつか行われている．

実現目標とするシステムの構成を図 1 に示す．本システ

De Saeger らは Web からトラブルを表す文を抽出する手

ムでは，まず，ユーザの外出行動を抽出する．ここでは，

法 [11] を，Yin らは Web からノウハウを獲得する手法 [14]

ユーザが登録したスケジュールから場所と行動を抽出す

を，また，Inui らや Park らは Web から個人の経験を獲得

る．次に，抽出した外出行動に対するアドバイス文を抽出

する手法 [4], [10] を，それぞれ提案している．しかし，これ

する．すなわち，場所と行動をクエリとして Web 検索を行

らの研究ではトラブルやノウハウなどが文中に含まれてい

い，その結果から外出行動に対するアドバイス文を抽出す

るか否かのみに着目しており，獲得した情報がいつ，どの

る．抽出したアドバイス文を参照すべき状況に分類する．

ような場面で利用できるかについては考慮されていない．

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 1 状況に応じたアドバイス提供システム

Fig. 1 Context-aware advice system.

表 2

一方，ユーザの状況を考慮した情報抽出に関する研究も

分析データの規模

Table 2 Size of the development data.

行われており，ブログから地名やランドマークに関する体
験を抽出する手法が提案されている [8] ものの，状況とし

場所

行動

文数

アドバイス文数

行動前アドバイス文数

ては位置に関する情報のみが考慮されているにすぎない．

富士山

登山

2,581

899

638

また，Kurashima らはブログから経験情報を獲得する手法

穂高岳

登山

4,144

360

132

を提案しており [7]，経験の背景となる状況を時間と空間か

合計

6,725

1,259

770

ら構成されるとして定義している．ただし，時間としては
ブログの RSS 配信時間が用いられており，これはユーザ

ジの HTML テキストを収集した．アドバイス文は外出行

がブログを投稿した時間であるため，情報がいつ提供でき

動と関連のあるページに含まれることが予想されるため，

るかを表しているとはいえない．

クエリには外出行動のみを用い，外出行動とより関連度

本研究では，情報が提供されるべきユーザの状況を考慮

の高いページを収集した．次に，各 HTML テキストから

するため，アドバイス文であるか否かだけでなく，参照さ

本文を抽出し，それを文に分割した．最後に，各文に対し

れるべきタイミングが事前であるか否かも判定することに

て，アドバイス文か否かの判定，および，アドバイス文で

よりアドバイス文を獲得する．すなわち，獲得したアドバ

ある場合には，行動前アドバイス文か否かの判定を人手に

イスが外出行動前あるいは外出行動時のいずれの場面で利

より行った．ただし，対象の 1 文のみで判断できない場合

用できるかを考慮している点が異なる．

は，前後の文を参照して判定した．構築したデータの規模

4. アドバイス文の特徴分析

を表 2 に示す．
アドバイス文か否かの判定は人によって揺れる可能性が

提案手法では，アドバイス文か否か，および，行動前ア

あるため，複数人による判定を行った．
「富士山 登山」で検

ドバイス文か否かを機械学習により判定する．このため，

索して得た上位 50 ページからランダムで選択した 5 ペー

学習に用いる素性を決定する必要がある．分類のための素

ジに含まれる 249 文について，2 名の作業者によりアドバ

性として，頻出語や特徴語がよく用いられるが，これらは

イス文か否かの判定を行い，その一致度を測定した．判定

文の話題を表すものであり，アドバイスか否かの判定に有

結果の一致の度合いを示す kappa 統計量は 0.677 であり，

用であるとは限らない．そこで本章では，機械学習に用い

かなりの一致が見られた．

る素性を決定するため，アドバイス文を観察することによ
り，アドバイス文の特徴を分析する．

4.2 アドバイス文の特徴
アドバイス文の特徴を調査するため，分析データを観察

4.1 分析データの構築
アドバイス文の特徴を分析するためのデータを構築し

した．分析データは登山ドメインに関するものになってい
るが，調査では登山ドメインに依存しない汎用的な特徴を

た．まず，Yahoo!検索 Web API を利用して HTML テキ

とらえるように分析した．その結果，以下の 5 つの特徴が

ストを収集した．具体的には，クエリとして「富士山 登

観察された．

山」と「穂高岳 登山」の 2 つを用い，それぞれ上位 50 ペー

c 2012 Information Processing Society of Japan
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A. 文末機能語

線部は評価表現もしくは手がかり表現を表す．この例

アドバイス文は丁寧な文体で記述されていること（表 1

のように，アドバイス文の前後の文にも評価表現や手

の例文 9）が多く，過去の事実について記された文（例

がかり表現が含まれやすい傾向があった．

文 7）や疑問文（例文 10）で表現されることは少ない
という傾向があった．表 1 の例文 7 や 9，10 の下線部

4.3 状況に即したアドバイス文の特徴

のように，文末の機能語は，丁寧な文であるかあるい

行動前および行動時アドバイス文の特徴をとらえるた

は疑問文であるかなどを表しやすいため，機能語の種

め，分析データを観察し調査したところ，以下の 4 つの特

類によってアドバイス文になりやすさが異なる傾向が

徴が見られた．

存在した．

H. 手がかり表現

B. 評価表現

行動前アドバイス文に含まれやすい 457 表現を人手に

アドバイス文には肯定あるいは否定の極性を持つ表

より収集し，それらを意味ごとに 17 クラスに分類し

現，すなわち，評価表現が含まれることが多いという

た．同様に，行動時アドバイス文に含まれやすい 109

傾向があった．表 1 の例文 11 と 12 は評価表現が含ま

表現を収集し，それらを意味ごとに 9 クラスに分類し

れるアドバイス文である．なお，評価表現に下線を記

た．収集した手がかり表現の一部を表 4 と表 5 に示

している．

す．表 1 の例文 18 と 19 は下線部に行動前または行動

C. 手がかり表現
アドバイス文に含まれやすい表現を手がかり表現とし

時を表す手がかり表現を含んでいる．

I.

動作動詞

て人手により収集した．470 表現を収集し，それらを

行動時アドバイス文には行動に対する注意やアドバ

意味ごとに 35 のクラスに分類した．収集した手がか

イスが記述されていることが多いため，行動や動作を

り表現の一部を表 3 に示す．表 1 の例文 3 と 13 は下

表す動詞が含まれていることが多い傾向にあった．実

線部に手がかり表現を含むアドバイス文である．

際，表 1 の例文 20 の行動時アドバイス文には，動作

D. 文末情報
評価表現や手がかり表現の出現位置によってもアドバ

動詞である「進む」が含まれている．

J.

文末情報

イス文へのなりやすさが異なるという傾向が見られ

末尾の内容語が行動前を表す手がかり表現である場合

た．たとえば，表 1 の例文 3 のアドバイス文では手が

は行動前アドバイス文，行動時を表す手がかり表現も

かり表現「薦め」が文末にあるのに対し，アドバイス

しくは動作動詞の場合は行動時アドバイス文である傾

文ではない例文 14 では「薦め」が含まれているもの

向が観察された．

の，文末に位置していない．このように，文の末尾の

K. 文脈情報

内容語が評価表現もしくは手がかり表現である場合，

アドバイス文はまとめて記述される傾向があるため，

アドバイス文になりやすい傾向があった．

行動前アドバイス文の前後の文には行動前を表す手が

E. 文脈情報

かり表現が，行動時アドバイス文の前後の文には行動

アドバイス文は Web ページ中でまとめて記述される
表 4 行動前アドバイス文を表す手がかり表現

ことが多い．たとえば，表 1 の例文 15〜17 は同一の

Web ページ中に連続して記述されていた文であり，下
表 3 アドバイス文の特徴を表す手がかり表現

Table 3 Clue expressions which represent characteristics of
advices.
クラス

手がかり表現

推薦

薦め，勧める，推奨，方が良い，と良い，など

注意

気を付ける，注意，留意，心掛ける，用心する，など

準備

用意，準備，仕度，持参，所持，携行，備える，など

禁止

禁止，禁物，厳禁，避ける，NG，ダメ，違反，など

必要

必要，必須，必需，不可欠，要する，欠かせない，など

計画
混雑

Table 4 Clue expressions which represent prior advices.
クラス

手がかり表現

交通

車，電車，高速道路，バス，駅，国道，など

準備

用意，準備，仕度，持参，所持，携行，備える，など

事前

事前，予め，前もって，未然に，先立って，など

天候

天気，天候，気温，晴れ，雨，暑い，寒い，など

不可能

不可，できない，出来ません，られない，など

表 5 行動時アドバイス文を表す手がかり表現

Table 5 Clue expressions which represent action advices.
クラス

手がかり表現

計画，工程，スケジュール，ルート，プラン，など

慎重

慎重，きちんと，しっかり，ていねい，丹念，など

渋滞，混雑，空く，人混み，満員，空席，など

コツ

コツ，ポイント，仕方，方法，対策，など

営業

営業，開店，開場，閉店，閉鎖，開始，終了，など

緊急

万一，万が一，いざというとき，非常時，もしも，など

場合

場合，際，とき，状況，時，に際して，場面

注意

気を付ける，注意，留意，警戒する，用心する，など

緊急

万一，万が一，いざというとき，非常時，もしも，など

可能

可能，出来る，できる，れる，られる，など

c 2012 Information Processing Society of Japan
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時を表す手がかり表現や動作動詞が含まれやすい傾向
があった．

5. 行動前アドバイス文抽出

• ストップワード（投稿，アカウント，ブラウザ，Adobe，
JavaScript，スパム，コメント，など）を含まない．
5.2 アドバイス文抽出

図 2 に行動前アドバイス文抽出の流れを示す．まず，場

Support Vector Machine（SVM）[3] を用いて，アドバ

所名と行動名をクエリとして Web 検索を行い，タイトル

イス文か否かを判定する．SVM の素性には 4.2 節の分析

に場所名を含む HTML テキストを獲得する．Web 検索に

により得たアドバイス文の特徴を利用する．以下にアド

は Yahoo!検索 Web API を利用した．アドバイス文の抽出

バイス文抽出に用いる素性を示す．素性 a〜e はそれぞれ

対象をクチコミサイトや SNS などに限定することも考え

4.2 節で述べた特徴 A〜E に対応する．

られる．対象を絞ることにより，アドバイス文の出現密度
が高まり，抽出性能の向上が見込まれるものの，抽出の網

a. 文末の助動詞が以下のいずれであるか
「ぬ，ん，ない」
，
「べし」
，
「だ」
，
「たい」
，
「た」
，
「う」
，

羅性は低下することが予想される．本手法では，より多く

「です」，
「ござる」
，
「ます」，
「らしい」，その他

の外出行動を抽出できるように一般の Web サイトを対象

b. 評価表現（4 クラス（肯定表現（用言），否定表現（用
言）
，肯定表現（体言）
，否定表現（体言）
）
，13,590 表

とした．
次に，取得した HTML テキストに対して前処理を行い，

現）の各クラスの頻度

文集合を抽出する．そして，抽出した各文に対して，機械

評 価 表 現 に は 日 本 語 評 価 極 性 辞 書（ 用 言 編/体 言

学習を用いてアドバイス文か否かを判定した後，アドバイ

編）[5], [17] を用いる．

ス文と判定された文に対して，行動前アドバイス文か否か

c. 手がかり表現（35 クラス，470 表現）の各クラスの頻度

を判定する．

d. 末尾の内容語（名詞，動詞，形容詞，副詞）が評価表現
もしくは手がかり表現の各クラスの表現であるか否か

5.1 前処理

ただし，末尾の内容語が以下のいずれかの場合は，そ

HTML テキストから以下の手法により文を抽出する．ま

の直前の内容語を調べる．

ず，HTML タグの id 属性もしくは class 属性に以下のいず

下さる，くださる，思う，おもう，する，いる，く

れかの文字列を含むタグ内の本文を抽出する．

れる，できる，出来る，おく，れる，られる，の，こ

content, entry, main

と，もの

該当するタグが存在しない場合は，body タグ内の本文を

e. 対象の前後 2 文における素性 b〜d

抽出する．ただし，HTML タグの id 属性もしくは class 属

f. 形態素数

性に以下のいずれかの文字列を含むタグ内の本文は対象外

g. 文の形態素数に占める各品詞の出現割合

とする．

たとえば，下記の文

head, foot, menu, copy, list, comment
次に，抽出した本文を文分割し，各文に対して MeCab [6]
により形態素解析を行った後，以下の条件を満たす文を抽

• 休んでも体調が良くならず、どうしても無理だと感じ
た場合は、ただちに下山することをお勧めします
からは，文末の助動詞「ます」
（素性 a）
，
「良い」が属する

出する．ストップワードは Web 閲覧に関するアドバイス

肯定表現（用言）の頻度 1 および「無理」が属する否定表

を除去するために用いる．

現（体言）の頻度 1（素性 b）
，手がかり表現「お薦め」が属

• 形態素数が 6 以上．

する「推薦」クラスの頻度 1 および「場合」が属する「場

• 動詞，副詞，形容詞，助動詞のいずれかを含む．

合」クラスの頻度 1（素性 c），文末の内容語「お薦め」が
「推薦」クラスの手がかり表現であること（素性 d），前後

2 文（前文「疲れたら無理をせずに、座って休んでくださ
い。たいていはしばらく休めばまた回復してきて登山を続
けられるはずです☆」
，後文「基礎体力を積まれてから、ま
た来年挑戦してもいいじゃないですか？！富士山は逃げた
りしませんから：）
」
）における素性 b〜d（素性 e）
，文の形
態素数 30（素性 f），各品詞の割合（素性 g），が素性とし
て用いられる．

5.3 アドバイス文の状況分類
図 2 行動前アドバイス文抽出の流れ

Fig. 2 Flow of prior advice acquisition.
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評価では，より多くの Web ページを取得し，使用するこ

以下にアドバイス文の状況分類で用いる素性を示す．素性

h〜k はそれぞれ 4.3 節で述べた特徴 H〜K に対応する．
h. 行動前を表す手がかり表現（17 クラス，457 表現）と

とが望ましいが，ページのランクによってページ内の文章
の質が大きく変わることは少なく，ランク上位の文書にも

行動時を表す手がかり表現（9 クラス，109 表現）の各

ブログなどのくだけた表現で記述されたものが含まれる．

クラスの頻度

このため，本評価では，上位 20 ページを対象とした．

i. 動作動詞（2 クラス，447 表現）の各クラスの動詞の頻
6.2 アドバイス文抽出実験

度
動作動詞には動詞項構造シソーラス [12] の中から「移

学習データとして 4.1 節で構築した分析データを，テス

動動作（物理）
」に属する 76 表現と「身体的動作」に

トデータとして評価データを用いた実験を行った．素性と

属する 371 表現を利用した．

しては 5.2 節に記した a〜g を用いた．SVM の学習には

j. 末尾の内容語が手がかり表現もしくは動作動詞の各ク

LibSVM *3 を，カーネルは線形カーネルを利用した．評価

ラスの表現であるか否か

指標には，精度と再現率，F 値を用いた．精度と再現率は

ただし，5.2 節の素性 d と同様に，一部の内容語につ

以下のように求めた．

いてはその直前の内容語を調べる．
精度 =

k. 対象の前後 2 文における素性 h〜j
たとえば，下記の文

正しく獲得されたアドバイス文数
システムがアドバイス文と判定した文数

再現率 =

• 体力に自信のない方は登山用ステッキを用意しま
しょう。

正しく獲得されたアドバイス文数
評価データ中のアドバイス文数

F 値は精度と再現率の調和平均として計算される．また，

からは，手がかり表現「用意」が属する「準備」クラスの頻

ベースラインとして，形態素 uni-gram を素性として用い

度 1（素性 h）
，文末の内容語「用意」が「準備」クラスの

る手法を設けた．

手がかり表現であること（素性 j）
，前後 2 文（前文「特に

実験結果を表 7 に示す．表 7 の 4〜8 行目は提案手法か

段差のある下りでは足の衝撃を和らげることができます。

ら各素性を用いずに学習，テストした場合の結果である．

金剛杖に焼き印（有料）を押してもらうのは記念になりま

たとえば 4 行目は，提案手法から文末機能語（素性 a）の

すが、やや重くかさばります。
」
，後文「金剛杖は山小屋で

みを取り除いて実験したときの結果を示している．9，10

売っています（1000 円〜1500 円ぐらい：高所ほど高い）。

行目は手がかり表現と文末情報のみを用いた場合の結果で

★すいすいと元気に登っていける健脚の人なら杖やステッ

ある．提案手法とベースラインを比較すると，精度，再現

キはなくても大丈夫ですが、私は毎回ひいひい言いながら

率ともに提案手法が上回っていることが分かる．また，提

登っているので必需品です。」）における素性 h〜j（素性

案手法から 4.2 節で述べたアドバイス文の特徴に対応する

k），が素性として用いられる．

素性 a〜e をそれぞれ除去した場合，すべてのケースにお

6. 評価実験

いて F 値が低下していることが分かる．なかでも，手がか
り表現と文末情報については取り除いた場合，ベースライ

本手法の性能および各素性の妥当性を検証するため，評
価実験を行った．

ンと比べても F 値が低くなり，特に，手がかり表現を除去
した場合には，すべての文がアドバイス文でないとして判
定された．その一方で，手がかり表現もしくは文末情報の

6.1 評価データ

みを用いる手法もまた，F 値においてベースラインを下回

実験のため，評価データを構築した．まず，Yahoo!検索
表 7 アドバイス文抽出の実験結果

Web API を用いて，「高尾山 登山」をクエリとして Web

Table 7 Experimental results for acquiring advices.

検索を行い，タイトルに「高尾山」を含む上位 20 ページを

精度

再現率

F値

uni-gram（ベースライン）

49.4%

26.2%

34.2

提案手法（素性 a〜g）

61.2%

35.7%

45.1

提案手法/文末機能語（素性 a）

56.4%

31.5%

40.5

提案手法/評価表現（素性 b）

56.5%

36.3%

44.2

-

0

0

提案手法/文末情報（素性 d）

43.4%

25.6%

32.2

提案手法/文脈情報（素性 e）

53.7%

34.5%

42.0

手がかり表現

45.5%

26.8%

33.7

文末情報

44.7%

20.2%

27.9

取得した．次に，各 Web ページに対して 5.1 節で述べた

素性

前処理を行い，文を抽出した．最後に，各文に対して，ア
ドバイス文か否かの判定，および，行動前アドバイス文か
否かの判定を人手により行った．評価データの規模を表 6
に示す．

提案手法/手がかり表現（素性 c）
表 6

評価データの規模

Table 6 Size of evaluate data.
文数

アドバイス文数

行動前アドバイス文数

1,335

172

107
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る結果となった．このことから，提案手法で用いたすべて

• 自動車 で来る場合は最寄りの高尾山薬王院祈祷殿

の素性がアドバイス文抽出において有効であることが示さ

駐車場、八王子市営高尾山麓 駐車場、京王高架下臨時

れた．

駐車場 などを利用しましょう。

「万が一」や「勧め」などの手がかり表現が一致すること

• 高野山ハイキングの 持ち物 ですが、昼食時にかかる

により獲得できたアドバイス文の例を下記に示す．下線部

ような時間帯に入山する場合は、お弁当を 用意 して

は手がかり表現を表す．

おきましょう。

• 高尾山では、そんなに天気はかわりませんし、万が一
の 場合 も、山頂にはお店がたくさんあって、なんと

駐車場の情報や持ち物の情報など，事前に知っておきた
い情報が正しく獲得できていることが分かる．

かなります。

• 可能であれば、下着は綿ではなく、吸汗速乾生地（ポ
リエステル加工生地）のものをお 勧め します。
いずれも高尾山での登山に関するアドバイス文として適

6.4 考察
アドバイス文抽出の誤りの原因について調査したとこ
ろ，以下の傾向が観察された．

• 目的の行動とは異なる行動のアドバイス文

している．

誤って獲得した 38 文の 42.1%にあたる 16 文には，対

6.3 アドバイス文の状況分類実験

象とした「高尾山 登山」とは異なる外出行動に対する

学習データとして分析データを，テストデータとして評
価データを，素性として 5.3 節で記した素性 h〜k を用い

以下のようなアドバイス文が獲得された．

– 高尾山山頂よりも見晴らしが良いかも！

た実験を行った．SVM の学習には LibSVM を，カーネル

この誤りは，本手法がアドバイス文の判定に汎用的な

は線形カーネルを利用した．評価指標には，精度と再現率，

素性のみを用いていることに起因する．この問題を解

F 値を用いた．

決するためには，ドメイン特有の表現を利用するなど，

精度 =

正しく獲得された行動前アドバイス文数
システムが行動前アドバイス文と判定した文数

再現率 =

正しく獲得された行動前アドバイス文数
評価データ中の行動前アドバイス文数

F 値は精度と再現率の調和平均として計算される．ベー

アドバイス文が場所と行動に関連しているか否かにつ
いても判定する必要がある．しかし，アドバイスを含
むか否かという観点では，精度が 77.6%と高い性能が
得られた．

• 手がかり表現の不足

スラインとして，形態素 uni-gram を素性として用いる手

正しく獲得できなかったアドバイス文は 108 文あり，

法を設けた．

その主な原因は手がかり表現の不足であった．108 文

実験結果を表 8 に示す．表 8 の 4〜7 行目は提案手法

のうち，手がかり表現を含まない文が 34 文，1 つしか

から各行に記されている素性を使用せずに学習，テストし

含まない文が 44 文あった．下記のように，作成した

た場合の結果である．提案手法とベースラインを比較する

手がかり表現とは異なる表層表現で記載される文も存

と，精度，再現率ともに提案手法が上回っていることが分

在した．このことから，手がかり表現が十分に網羅で

かる．また，提案手法から 4.3 節で述べた特徴に対応する

きていないといえる．そのため，分析データの規模を

素性 h〜k をそれぞれ除去した場合，すべてのケースにお

大きくする，または，類似の表現を辞書から獲得する

いて F 値が低下していることから，各素性の妥当性が示さ

などして，手がかり表現を拡充することが必要である．

– 千木良でバスの時間でロスがありましたので、時刻

れた．
「駐車場」や「用意」などの行動前を表す手がかり表現が

表を調べてから行かれることを おススメ します。

一致することにより獲得できた行動前アドバイス文を下記

また，正しく獲得できなかったアドバイス文のうち，

に示す．下線部は手がかり表現を表す．

多くは高尾山の特徴を記したアドバイス文であった．
下記に例を示す．

表 8 アドバイス文の状況分類の実験結果

Table 8 Experimental results for classifying situation of
advices.

– ここからの道は殆どがコンクリートで舗装されてい
て、急なアップダウンもない歩き易い道です。

– 女坂は、距離は少し長いですが、なだらかな坂が続

精度

再現率

F値

uni-gram（ベースライン）

68.7%

76.7%

72.5

提案手法（素性 h〜k）

75.0%

81.3%

78.0

提案手法/手がかり表現（素性 h）

62.0%

94.4%

74.8

提案手法/動作動詞（素性 i）

73.1%

73.8%

73.5

これらのアドバイス文を獲得するためには，ドメイン

提案手法/文末情報（素性 j）

72.9%

80.4%

76.4

に依存した知識についても素性として考慮していく必

提案手法/文脈情報（素性 k）

66.9%

75.7%

71.1

要があると考える．

素性
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表 10 他ドメインでの実験結果

Table 10 Experimental results on diﬀerent domain.

表 9

場所

行動

アドバイス文抽出

アドバイス文の状況分類

高尾山

登山

61.2% (60/98)

75.0% (87/116)

しながわ水族館

観る

54.3% (19/35)

75.0% (9/12)

東京ディズニーランド

遊ぶ

50.6% (39/77)

75.8% (22/29)

SVM の確率推定値を用いた結果

Table 9 The precision using the SVM output score.

定値が 0.9 以上のアドバイス文の精度を調査した．また，
アドバイス文の状況分類についても同様の調査を行った．

アドバイス文抽出

行動前アドバイス文判定

結果を表 9 に示す．評価データ全体での精度に比べ，高い

0.9 以上

73.3% (11/15)

84.8% (39/46)

精度が得られていることが分かる．実際のシステムにおい

すべて（0.5 以上）

61.2% (60/98)

75.0% (87/116)

て利用する際，SVM の確率推定値を利用することにより，
高い精度での行動前アドバイス文の提供が可能となる．

アドバイス文の状況分類の誤りの原因について調査した
ところ，以下が見られた．

• 交通に関する手がかり表現

6.5 他ドメインへの適用
異なるドメインの外出行動の場合，知りたい事前情報の

誤って行動前アドバイス文と判定された 29 文のうち，

タイプが異なることが想定される．たとえば，水族館や遊

27.6%にあたる 8 文には下記の例文の下線部のように，

園地に行く場合，ショーやイベントなどの情報が知りたい

行動前を表す手がかり表現である交通に関する表現が

事前情報になる．そこで，異なるタイプの事前情報を獲得

含まれていた．

できるかを検証するため，「しながわ水族館 観る」と「東

– 高尾山口 駅 で、スタンプラリーなどをやっていれば、
簡単なマップをもらえます。
これらを誤って獲得しないようにするためには，交通

京ディズニーランド 遊ぶ」の 2 つの外出行動に対して，提
案手法を適用した．
アドバイス文の獲得精度を表 10 に示す．
「高尾山 登山」

手段に関する記述であるか否かを判定する必要がある．

の結果と比較すると，同程度の精度でアドバイス文を獲得

これについては，交通を表す表現と「から」や「へ」

できていることが分かる．以下に行動前アドバイス文の獲

などの起点や方向を表す助詞が共起しているかを考慮

得例を示す．

することにより対処できると考えられる．

• 動作を表さない動作動詞
誤って行動時と判定された行動前アドバイス文は 20
文あり，その 35%にあたる 7 文には以下の例文の下線
部のように，動作動詞が含まれていた．

• ショーの時間通りに行かれると混雑が予想され見れな
い場合があります。

• 全 44 アトラクションの内、「必ず乗る」「できれば乗
る」
「乗らない」の 3 つに分類してください。

1 つ目は「しながわ水族館 観る」に対するショーの混雑

– 道は比較的 歩き やすく整備されていますので、履き

に関するアドバイスであり，2 つ目は「東京ディズニーラ

なれたスニーカーのような 歩き やすい靴でどうぞ。

ンド 遊ぶ」に対する上手にアトラクションに乗る準備に関

上記の文の場合，
「歩く」や「履く」は，
「歩きやすい」

するアドバイスである．このように，異なるドメインに対

や「履きなれる」といった性質を表しており，動作を

して，登山では現れないような事前情報が獲得できている

表していない．この問題に対しては，
「やすい」や「に

ことから，提案手法は他ドメインへも適用可能であるとい

くい」などの性質を表しやすい形態素が動作動詞に後

える．

続しているかを考慮することにより対処できると考え
られる．

7. 行動前アドバイス文提供アプリ

提案手法を用いて抽出した行動前アドバイス文をユーザ

提案手法を用いた行動前アドバイス文提供アプリを試作

に提供することを想定した場合，システムにより提供でき

した．本システムは場所名と行動名をユーザからの入力と

る行動前アドバイス文数には限りがある．そのため，多く

して受け取る．入力された場所名と行動名をクエリとして

の行動前アドバイス文をカバーするよりも高い精度で行動

用いた Web 検索の結果から，場所名をタイトルに含む上位

前アドバイス文を獲得できることがより重要となる．そこ

20 ページを取得し，それらから提案手法により抽出した行

で，よりアドバイス文らしい文のみを抽出した場合の精度

動前アドバイス文を提供する．システムの実装には Perl を

について調査した．アドバイス文らしさには SVM が出力

用いた．Web 検索には Yahoo!検索 Web API を利用した．

する確率推定値（0.5〜1.0）を用いた．これは高いほどア

場所名を高尾山，行動名を登山として検索した結果を

ドバイス文である確率が高いことを表す値である．確率推

図 3 に示す．各行動前アドバイス文の末尾には「+」ボタ
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図 3 行動前アドバイス文提供アプリ

Fig. 3 Prior advice providing application.

ンがあり，これを押すことにより前後 2 文を参照すること

8.2 今後の課題

ができ，より詳細な情報を得ることができる．また，行動

本手法では，アドバイス文の判定に汎用的な素性を用い

前アドバイス文を抽出した Web ページの URL をたどるこ

たため，対象の場所や行動とは関係のないアドバイス文が

とができる．図 3 では，
「高尾山 登山」に関する行動前ア

獲得されることがあった．今後は，アドバイス文が対象の

ドバイス文を 10 文提供している．4 文目の「高尾は都心

場所および行動と関連しているかを考慮した抽出手法を考

よりケッコウ寒い！」などの天候に関する情報や 5 文目の

案する必要がある．また，行動前または行動時のアドバイ

「また、折りたたみ傘も、突然の雨に備えて用意しておきた

ス文を精度良く判定するために，6.4 節で述べた課題を解

い。
」などの持ち物に関する情報など，事前に入手すると役

消する必要がある．そのために，起点や方向を表す助詞で

に立つ情報を提供できていることが分かる．
本システムの処理時間は初めてのクエリの場合，約 1 分

ある「か，へ，より，に，まで」と日本語 WordNet の交
通手段の下位に属する名詞が共起しているか，あるいは，

である．このうち，Web ページの取得に要する時間は約

動作動詞に「にくい，やすい，なれる」などの形態素が後

30 秒であり，行動前アドバイス文の抽出に要する時間は

続しているかを素性として加えることが考えられる．さら

約 30 秒である．使用計算機は，CPU が Quad-Core AMD

に，アドバイス文の状況として行動前と行動時の 2 種類だ

Opteron 2.3 GHz，メモリが 8 GB のものである．獲得した

けでなく，より詳細な状況を考慮することがあげられる．

行動前アドバイス文はデータベースに格納されるため，入

たとえば，富士山で登山する際の行動時のアドバイスでは，

力されたことのあるクエリの場合，瞬時に行動前アドバイ

「5 合目」や「山頂」などである．このように，詳細な状況

ス文を提供できる．本システムを利用すれば，外出先と行

を考慮することができれば，よりユーザの状況に適した情

動を入力するだけで気軽に外出行動のアドバイスが得られ

報提供が可能となる．

るようになり，アドバイスを知るのに，多くの Web ペー
ジを閲覧する必要がなくなるという利点がある．

8. おわりに
8.1 まとめ

Web から獲得したアドバイス文の内容がつねに正しいと
は限らないという問題があり，これに対しては Web ペー
ジの発信者やアドバイス文の信頼性を判断できる情報を提
示することが今後必要となる．たとえば，発信者の知識の
深さを表す情報として，サイト内に同じドメインの記事が

本論文では，外出行動の事前情報を提供するため，Web

どの程度書かれているかを提示することが考えられる．ま

から行動前アドバイス文を獲得する手法を提案した．本手

た，アドバイス文の確からしさとして，同じ内容のアドバ

法では，アドバイス文の分析から得たアドバイス文の特徴

イス文が何文あるかを提示することも重要である．

に基づき，アドバイス文か否か，および，事前に参照して

必要となるアドバイス文は季節やユーザの属性によって

おきたいアドバイス文か否かを機械学習を用いて判定する

異なるため，これらを考慮してアドバイス文を提供するこ

ことにより行動前アドバイス文を獲得する．評価実験によ

とが今後の課題である．たとえば，季節を考慮するために

り，アドバイス文獲得に用いた素性の妥当性と提案手法の

ページの更新日時を利用することや，ユーザの性別や年齢

有効性を示した．また，提案手法の利用可能性を確認する

を考慮するために著者属性推定技術 [16] を用いて推定した

ために，行動前アドバイス文提供アプリを実装した．

Web ページの著者の性別や年代を利用することが考えられ
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る．また，多くのページに記述されているアドバイス文は
初心者向けであると仮定し，同じ内容のアドバイス文がい
くつの Web ページから獲得されたかを算出することによ
り，獲得したアドバイス文を初心者向けと上級者向けに区

[13]

別することも考えられる．
行動前アドバイス文提供アプリの有用性を評価するため
の主観評価実験も今後の課題である．被験者にアプリを利
用してもらい，提示されたアドバイス文の有用性や提示に

[14]

要する時間，内容の真偽などを評価する必要がある．
[15]
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