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1. はじめに

講義内容の要約字幕作成支援システム
～重要文自動抽出手法の提案～

マレーシア人学生の日本の工学系大学への留学のための予備教育プログラムとし
て JAD プログラム（Japan Associate Degree Program）[1][2]と呼ばれる制度がある．こ
のプログラムでは，１年目は日本語の習得を目的とした教育が行われ，２年目以降は
工学系のほとんどの授業が日本語で講義される．現地教員だけでは対応できない科目
の講義は，日本で収録した講義の映像を講義コンテンツの形で配信することによって
行われる．講義コンテンツはストリーミングサーバに保存され，学生はこれを繰り返
し閲覧することができる．
しかし，学生は日本語を学び始めて１年しかたっておらず，講義コンテンツを見る
だけでは内容を理解することは難しい．そのため，講義コンテンツに要約字幕（講師
の発話を要約した字幕）を付与することで学生の理解を支援する試みがなされている．
高田らは留学生向けの映像コンテンツに対する字幕の有効性を検証し，日本語による
講義の発話を要約した字幕が，日本語を非母国語とする学生が講義内容を理解するの
に有効である[4]と述べている．
そこで，講義内容の理解を容易にするために，講師の発話情報から要約字幕を作成
することが本研究の目的である．
ところで，講義コンテンツから要約文を作成する作業は多大な労力がかかるので，
手作業ではなく，コンピュータ処理によって自動的に要約文を作成できるようにした
い．要約文の作成方法には，次の 2 種類がある．
(A) 帰納推論に基づく抽象化による方法
これは｛赤，青，黄，･･･｝の情報から，
「色」と要約する方法である．この方法は，
文章の圧縮率を高める上では有効であるが，帰納推論を用いているため抽象化という
操作を避けられないので，コンピュータ処理には不向きである．このため，この方法
による要約の実現は困難である．
(B) 重要文の抽出による方法
これは，文の集合から，重要だと思われる文を抜粋することにより，要約文を作成
する方法である．この方法は，コンピュータにより抜粋処理を自動化することは比較
的容易だと思われる．
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図 1

それぞれの要約文作成方法における長所と短所

この方法を採用して講師の発話情報を要約する過程を自動化するとき，解決しなけ
ればならない下記のような３つの課題がある．
（B1） 講義を担当した講師以外の者が要約文を作成すると，講義の意図から外れた
要約文が出来上がる可能性があること
（B2） 文中に冗長な語や句が残ってしまう可能性がある．
（B3） 文と文とのつながりが不自然になってしまう可能性がある．
上記の問題点（B1）を解決するために我々が採用した方法は，講師の発話情報を要
約するために，講義の内容を表している重要と思われるキーワードを，講義を担当し
た講師にキーワードを選んで貰うとともに，各キーワードの重要度を与えて貰うこと
により，この情報を基に重要文を自動抽出するというアプローチを採用する．このと
き，講師の負担を少しでも軽くするために，講義の発話情報の中からキーワードとな
りうる語句を自動抽出し，それらの中から重要と思われるキーワードを講師に選んで
貰うとともに，各キーワードの重要度を与えて貰うという方法を採用する．

JAD プログラムの教育システム

上記の２つの方法を比較すると，要約の実現は（A）よりも（B）のほうが容易だと
思われるので，本研究では（B）の「重要文の抽出による方法」を採用し，講師の発
話情報を要約する過程をコンピュータで自動化することを考える．

2. 提案する要約の方法とその手順
講師の発話情報の自動要約は，重要文の抽出による方法を採用するとともに，下記
の５つの過程に分解し，それぞれの過程を自動化することにより実現する．
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要約対象となる文章（講師の発話情報）を読み込む
キーワードの候補となる語句を自動抽出する
抽出されたキーワードを講師が評価・分類する
キーワードの評価値を文ごとに集計する
文ごとに集計された評価値に基づき要約文を生成する
次節から具体的に説明していく．

2.1 要約対象となる文章（講師の発話情報）の読み込み

システムへの入力情報は，既存の音声の文字化ソフトを用いて講師の発話をテキス
ト情報化することにより作成する．具体的には講師の発話情報をテキスト情報化して
できた各文に発話タイミングの情報を付与したものを入力情報とする．
入力情報の例を図 5 に示す．

図 5
図 3

入力情報の例

入力画面
2.2 キーワードの候補となる語句の自動抽出

図 4

入力情報として与えられた文章から，キーワードの候補となる語句を自動抽出する．
形態素解析は chasen[8]を用いて行った．事例を用いて形態素解析を行った結果，キー
ワードの候補を抽出するには，下記のような特徴を持った語句を抽出すればよいこと
が判明した．
(1) １つまたは２つ以上連続している語句の品詞が，下記のいずれかの組み合わせ
であること
・ 「名詞-一般」
・ 「名詞-固有名詞-一般」
・ 「名詞-サ変接続」
・ 「名詞-数」
・ 「記号-アルファベット」
・ 「記号-一般」
・ 「記号-括弧開」
・ 「記号-括弧閉」
・ 「未知語」
(2) 上記の品詞の語句の後ろに続く語句の品詞が，下記のいずれかであること．
・ 「名詞-接尾-サ変接続」
・ 「名詞-接尾-助数詞」
上記のルールによるキーワード候補の選出例は次のとおりである．
「搬送パルス」という語句は，「名詞-サ変接続」という品詞の語句「搬送」と「名
詞-一般」という品詞の語句「パルス」とが連続しているのでキーワード候補となる．
また，「ディジタル波」という語句は，「名詞-一般」という品詞の語句「ディジタル」
と「名詞-一般」という品詞の語句「波」とが連続しているのでキーワード候補となる．

処理の流れ
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図 6
表 1

Chasen での解析結果の例

キーワード候補となる語句とその品詞の例

図 7

キーワード候補の例

2.3 抽出されたキーワードの評価・分類

システムが自動抽出されたキーワードの候補を，講師が「絶対に理解して欲しいキ
ーワード」「できれば理解して欲しいキーワード」「無視して良いキーワード」の 3 種
類に分類する．
「できれば理解して欲しいキーワード」については，さらに「重要であ
る」
「どちらかと言えば重要である」
「どちらかと言えば重要でない」
「重要でない」の
4 段階に分類する．
「絶対に理解して欲しい」に分類されたキーワードには，システムが「MUST フラ
グ」を自動的に付与する．
「できれば理解して欲しい」に分類されたキーワードに分類
された」キーワードのうちで，
「重要である」に分類されたキーワードには 4 点を，
「ど
ちらかと言えば重要である」に分類されたキーワードには 3 点を，
「どちらかと言えば
重要でない」に分類されたキーワードには 2 点を，
「重要でない」に分類されたキーワ
ードには 1 点をシステムが自動的に付与する．
講師がキーワードとして選ばなければ，システムが自動的に「無視して良いキーワ
ード」に分類する．
評価の段階と評価値との対応関係を表 2 に示す．
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要である」に分類されたキーワードは A1, A2, ･･･で，
「 どちらかと言えば重要である」
に分類されたキーワードは B1, B2, ･･･で，「どちらかと言えば重要でない」に分類さ
れたキーワードは C1, C2, ･･･で，「重要でない」に分類されたキーワードは D1, D2,
･･･で，
「無視して良いキーワード」に分類されたキーワードは N1, N2, ･･･で，それぞ
れ表記するものと約束する．キーワードの表記と講師が与えた評価との対応関係を表
3 に示す．

MUST:
絶対に
理解して欲しい
キーワード

重要である
どちらかと言えば
重要である

WANT:
できれば
理解して欲しい
キーワード

キーワード
の候補

表 3

どちらかと言えば
重要である

NEGLIGIBLE:

キーワード
（下記は例）

各キーワードの評価・分類
表 2

段階

段階別の評価値
評価値

無視して
よい

M1, M2,･･･
A1, A2, ･･･
B1, B2, ･･･
C1, C2, ･･･
D1, D2, ･･･
N1, N2, ･･･
○
2.4 キーワードの評価値を文ごとに集計
まず，文中に含まれるキーワードを調べる．その結果，「絶対に理解して欲しいキ
ーワード」が文中に含まれている文には，この文が無条件に重要文と見なされること
を示す，「MUST フラグ」を付与する．「絶対に理解して欲しいキーワード」が文中に
含まれていない文には，最も評価値の高いキーワードに対応したフラグを文に付与し
ていく．最も評価値の高いキーワードが，
「重要である」に分類されたキーワードであ
ればＡフラグ（Ａ）を，
「どちらかと言えば重要」に分類されたキーワードであればＢ
フラグ（Ｂ）を，
「どちらかと言えば重要でない」に分類されたキーワードであればＣ
フラグ（Ｃ）を，「重要でない」に分類されたキーワードであればＤフラグ（Ｄ）を，
それぞれ付与する．
次に，評価値を集計する．「絶対に理解して欲しいキーワード」が文中に含まれて
いる文では，評価値の集計を行わない．
「絶対に理解して欲しいキーワード」が文中に
含まれていない文には，次のように集計していく．
「できれば理解して欲しいキーワー
ド」のうち，「重要である」に分類されたキーワードには４点，「どちらかと言えば重
要である」に分類されたキーワードには３点，
「どちらかと言えば重要でない」に分類
されたキーワードには２点，
「重要でない」に分類されたキーワードには１点を与える
（「無視してよい」に分類されたキーワードは０点とする）．それぞれに分類されたキ

重要でない

無視してよい
キーワード

図 8

キーワードの表記と講師が与えた評価との対応関係
できれば理解して欲しい
絶対に
どちらか
どちらか
理解して
重要
重要
と言えば
と言えば
欲しい
である
でない
重要である 重要でない
○
○
○
○
○

フラグ

必ず学生に理解してほしいキーワード
MUST フラグ付与
M
重要
4点
A
どちらかといえば重要
3点
B
どちらかといえば重要でない 2 点
C
重要でない
1点
D
必要でないキーワード
なし
なし
さらに，文中に含まれている最も高い得点のキーワードが「絶対に理解して欲しい」
に分類されたキーワードであれば，そのことを示す MUST フラグ（Ｍ）を，「重要で
ある」に分類されたキーワードであれば，そのことを示すＡフラグ（Ａ）を，
「どちら
かと言えば重要」に分類されたキーワードであれば，そのことを示すＢフラグ（Ｂ）
を，
「どちらかと言えば重要でない」に分類されたキーワードであれば，そのことを示
すＣフラグ（Ｃ）を，
「重要でない」に分類されたキーワードであれば，そのことを示
すＤフラグ（Ｄ）を，それぞれ付与する．
本稿では，
「絶対に理解して欲しい」に分類されたキーワードは M1, M2,･･･で，
「重
できれば学生
に理解して
ほしい
キーワード
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ーワードが，１つの文中にそれぞれ何回出現したかを数え，集計（積和計算）して得
られた値が，その文の評価値である．
文ごとのフラグと評価値の求め方（積和計算の具体例）を表 4 に示す．
表 4 文ごとの評価値の求め方(積和計算の具体例)
文番号
テキスト
フラグ
文の評価値（点数）
1
○○○ M1○○○N1○D1○
M
この文を無条件に選出する
2
○A1○○○D5○N2○○A2○
A
4×(n1+n3)+1×n2
3
○B1○○B2○○N3○D3
B
3×(n4+n5)
4
○○○C1○○C2○○B3○D4○○
B
2×(n6+n7)+3×n8+n9
5
○D5○○N3○○N4○○D6○○
D
n10+n11
（注）n1, n2, ･･･は文中での各キーワードの出現回数
2.5 文ごとに集計された評価値に基づく要約文の生成
目標とする要約字幕の文字数を指定する方式を選択するなら，その文字数を指定す
る．
「絶対に理解して欲しいキーワード」までを重要文として要約字幕を作成する気な
ら，「MUST フラグ」を選択する．「重要である」に分類されたキーワードまでを重要
文として要約字幕を作成する気なら，A フラグを選択する．
「どちらかと言えば重要で
ある」に分類されたキーワードまでを重要文として要約字幕を作成する気なら，B フ
ラグを選択する．
「どちらかと言えば重要でない」に分類されたキーワードまでを重要
文として要約字幕を作成する気なら，C フラグを選択する．
(1) 目標とする要約字幕の文字数を指定する方式の場合
目標とする要約字幕の文字数の 2 倍を要約字幕生成用のバッファメモリとして確保
する．しかる後に「MUST フラグ」を付与された文のすべてを重要文と見なして選出
候補とする．次に，各文の評価値の最も高いものを１番とし，低くなるにつれて数字
が大きくなるように，重要文として選出する際の優先順序を表す番号を付与する．
「MUST フラグ」が付与された文を重要文と見なして（削除せずに）残す．次に，
評価値の高い文から優先的に重要文と見なして（削除せずに）残して行くことより，
目標とする要約字幕の文字数の２倍までを仮の要約字幕とする（後に，冗長な部分を
削除しながら，目標とする要約字幕の文字数となるように調整する）．
なお，重要文を選出する際に，講師の発話情報から作成されたテキスト情報の出現
順序を変更しないように注意する．
この方式の処理の流れを図 9 に示す．

図 9

目標とする要約字幕の文字数を指定する方式の処理の流れ

(2) キーワードの重要度によって要約字幕を作成する場合
MUST フラグが指定された場合には，MUST フラグが付与されている文のみを選出
する．A フラグが指定された場合には，MUST フラグが付与されている文と A フラグ
が付与されている文のみを選出する．B フラグが指定された場合には，MUST フラグ
が付与されている文と A フラグが付与されている文と B フラグが付与されている文の
みを選出する．C フラグが指定された場合には，MUST フラグが付与されている文と
A フラグが付与されている文と B フラグが付与されている文と C フラグが付与されて
いる文のみを選出する．
この場合にも，重要文を選出する際に，講師の発話情報から作成されたテキスト情
報の出現順序を変更しないように注意する．
この方式の処理の流れを図 10 に示す．
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3. おわりに
マレーシア人学生の理解を支援するために，講義内容の要約字幕を映像コンテンツ
に付与する試みがなされている．しかし，作成に労力がかかり過ぎていたという問題
点と講師の意図が要約字幕に反映されていなかったという問題点があった．我々は，
講師の発話テキストからキーワードの候補を計算機で自動抽出し，キーワード候補を
講師に選択，６種類に分類してもらい，それと出現回数を基にキーワードの重要度を
決定，キーワードの重要度を基に自動的に要約文を作成することでこれらの問題を解
決した．
謝辞 本研究は文部科学省平成 18 年度サイバーキャンパス整備事業における「バ
ーチャルワンキャンパス計画：芝浦工業大学」の支援を受けた．また本研究において
用いた講義コンテンツ及び発話テキストは，芝浦工業大学システム工学部電子情報シ
ステム学科三好匠准教授に提供いただいた．記して感謝を申し上げます．
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