事典コーパスを用いた単語階層関係の統計的解析
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はじめに

高度な情報検索や自然言語処理には，多様な辞書が必
要である．その中でも，有用な辞書に，単語間の上位下
位関係や同義関係を表現したシソーラスがある．シソー
ラスは情報検索におけるユーザが入力した検索式の拡
張や単語間の意味的な距離を計算することで多義性の解
消，機械翻訳といった多くのシステムにおいて利用され
ている．
シソーラスは，人手によって作成されるのが主流であ
る．しかし単語と単語の関係を手作業で調べるため，時
間と手間を要する．また単語間の関係を理解するために
は，情報量の多い意味解析のできる辞書が必要となる．
つまり単一の国語辞典や百科事典のみでは，語の説明が
少量であり，また新しい事柄や専門技術，新しい定義な
どが頻繁に改定されるわけではないため，単語と単語の
深い意味的な関係を見出すことができないという問題点
がある．
一方，シソーラスの自動構築への試みとして，文書中
の語の並列関係の表現形式のパターン化をすることに
よって，テキストコーパスから単語の同義関係を自動的
に抽出する研究がある ．しかし，文章中には様々な
表現があるためその表現のパターンを網羅的に特定する
ことは困難である．
また，既存のシソーラスに未知語を配置することに
よってシソーラスを拡張する研究がある ．既存のシ
ソーラス自体が人手で作られたものなので完全な自動化
へは至っていない．
本研究では，大規模かつ情報量の多いテキストコーパ
スを用いて統計的な手法で単語間の意味的な関係を自動
的に推定する．学習用には， から構築した事典コー
パス   を用いる．このコーパスを用いて統計的に  単語
間の階層関係を判別する手法を提案し，評価をおこなう．



事典コーパス

本研究で用いる事典コーパスは， を事典的に利用
することを目的として、約  万語のデータを整備して
作成したものである．
当事典コーパスの構築は，以下のように行った．
検索エンジンを用い，ある見出し語を含む 
ページを網羅的に取得する







取得したページにおける
 のタグ構造を利用
してページのレイアウトを解析し，見出し語を含む
領域 段落 を抽出し，これを見出し語に対する説
明文とする
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つまり  つの見出し語につき， から集めた説明文
が多数存在する．その結果， 万語の見出し語に対し，
平均  以上の説明文を集めることができている．現時
点では，情報通信技術   分野における見出し語の各
説明文に対して，以下のような判定を行った．



 



 



 

見出し語を説明している

見出し語を部分的に説明している
見出し語を説明していない

この  段階で判定し，さらに用語の語義や分野に応じて
分類をする．
本研究ではこのコーパスが  つの見出し語につき，多
数の説明文をもつという構成により，出現頻度に基づく
単語の共起が明確になり，単語と単語の上位下位関係，
同義関係を推定できると考えられるため使用することと
した．

 単語間の上位下位関係の推定
 単語間の上位下位関係の指標

ある単語を説明するとき，
「〜の種類」
「〜のひとつ」と
いうような表現をするのが一般的である．ここで「〜」
は見出し語の上位語にあたる．例えば，
「ライオン」の説
明文では「ネコ科の哺乳類」と表現する．つまり説明文
中において「哺乳類」という単語の出現頻度が高い．し
かし，見出し語「哺乳類」を説明するとき「ライオン」
という単語を説明に用いることは少ない．つまり説明文
において「ライオン」の出現頻度が低い．このことから
説明文に出現する単語は，見出し語の上位語の出現頻度
が高い。この場合，
「哺乳類」が「ライオン」の上位語で
あると推定できる．つまり，見出し語  の説明文中に
おける見出し語  の出現頻度と見出し語  の説明文
中における見出し語  の出現頻度を比較することが単
語間の上位下位関係を推定する  つの指標であると考え
られる．

 拡張説明文
説明文における単語の出現頻度を比較することで見出
し語の上位語を推定することは可能である．ただ，本研
究で用いる事典コーパスは  から集めてきた説明文
であるため，各説明文における信頼性の水準に差が生じ
ている．
そこで，ある見出し語の説明文中に出現する単語も説明
文をもつ，と考えることで説明文を再帰的に展開する手
法を利用する．例えば，
「」の説明文中に見出し語
「」が出現していたとする．また「」の説明
文では「記憶装置」が出現していたとする．このとき，
説明文を展開することで「」の上位語として「記
憶装置」を推定することが可能となる．

つまり説明文を見出し語の集合であると考えると，見出
し語に対する説明文は無限に展開できる．この手法は拡
張説明文  と呼ばれ，見出し語と意味的な関係はある
が，説明文には出現しない単語の出現確率を，説明文を
展開することによって推定することが可能となる．
以下，説明文中の語を  回展開した説明文を「 次説明
文」と呼ぶ．見出し語  に対して，元の説明文  次説
明文 から  次説明文は全て  を説明する文となる．
まず  の  次説明文中に単語  が現れる確率を
    とすると， 次説明文での単語間の関係は

 

              
 




  

  

  





  




  







     





と表される．    を説明文中の単語の出現頻度と
すると，各要素は


  



  

  






 

















と表される． 次説明文に関しては，

  


 





     
















 

が成立ち，行列  を用いれば全体は  と表せる．同様
に， 次説明文に関しては，全体を表す式は  となる．
ここで  次説明文から  次説明文までの全てをまと
めた，拡張説明文

         




















を定義する． は  次説明文の全体に対する重みであ
る．拡張説明文  の要素にあたる     の値は，見
出し語  の拡張した説明文中に見出し語  が出現す
る確率を表している．
拡張説明文という手法は本来，単語間の類似度を算出
する手法として提案された．見出し語  から見出し語
 を想起する確率は，

  




 

      


















  







を計算し， の値が正であれば  は  の上位の語，負
であれば  は  の下位の語であると推定することに
する．

 拡張説明文における重み

ここでは，式  を用いて確率行列  を計算し，式 
の拡張説明文  を算出するときにおける各  次説明文
の重みのつけ方について   節と   節で二種類の
方法を提案する．

式  において  次説明文までを考慮するのではな
く，低次の説明文のみを用いて，単語と単語の上位下位
関係を推定する．低次の説明文を特徴量と考えて，最適
な重みを線形判別分析により学習し，拡張説明文を計算
する．これは見出し語数を増やし大規模にモデルを試す
ときに生じる計算量の問題に対処するためである．この
学習，評価法については 章で説明する．

 指数重み
 次説明文ほどその見出し語を直接的に表現している
という考えから  次説明文に最も高い重みを与え， の
値に応じて指数的に減少するような重みを考える． を
定数とするとき，









 

 

により与えられる．そこで国語辞典を用いて拡張説明文
 を算出し，その要素を用いて計算される     を
単語間の類似度として考え，同義語を抽出する．ここで
拡張説明文  における各  次説明文の重みは   節で
述べる指数重みを用いている．
本研究では，この拡張説明文  にこそ，単語と単語の
意味的なベクトルが含まれていると考えることで，単語
間の上位下位関係を推定するために利用する．
先に述べた単語間の意味的な上位下位関係を導く指標を
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となり，これらの式から特に  



 拡張説明文の利用



 

 最適な重みの推定





用いると見出し語  と  における     の値とそ
の対称の成分     の値を比較することに帰着する．
本研究では，



 










 

ならば，


となり，拡張説明文  を計算する．

 評価実験
語彙中の語と語の上位下位関係を語に対応する説明文
を用いて推定をおこなう．このとき説明文の質による推
定精度を確認するために，事典コーパスにおいて説明文
が人手によって ，， と判定されている  用語に限
定し，その中の語の上位下位関係を推定する．今回はそ
の見出し語に対応する複数の説明文すべてをまとめて，
 つの説明文と考える．表  に使用した 
用語の説明
文の判定別データを示す．
評価用としては ! 科学技術シソーラス """ 年度版
約 
語を記述 を用いる．その中で表  のよう
に  用語中の二つの見出し語の上位下位関係の判定が
されているものを抽出し，利用した． ! シソーラス

表 # 事典コーパスにおける  関係の見出し語の説明文
判定$ 見出し語 平均説明文数$$ 判定データ$$$
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判定データの例
上位語
Ｃ言語
高水準言語
線形計画法
数理計画法
数量化理論
統計手法
マウス
周辺装置
ハードディスク
記憶装置

説明文の判定
見出し語あたりの平均説明文数
$$$ 見出し語のうち !
シソーラスにおいて上位下
位の判定がされていたもの

係数  を決定することに帰着する．そこでフィッシャー
は評価基準として式  を定義した．

表

#

$

$$

に記述されていない  用語の上位下位関係については，
今回は評価をおこなっていない．
!
シソーラスから抽出したデータを 等分し，そ
のうち  つを評価用に，残り  つを学習用データとする．
この 等分とは，判定の対象となる二つの見出し語のも
つ説明文数の和の多い順に並び替え，均等にデータセッ
トを つ作成することである．

 重みの学習

まず式  を  次説明文まで用いて，以下のように展
開する．






     
       
       

         


























































の値が大きくなるように係数  を決定すればよい．式
をさらに展開すると固有値問題が得られる．この最
大固有値に対応する固有ベクトルが係数  となる．

 重みの評価

学習した重み  を用いて， ! シソーラスから得ら
れた評価用セットの正解率を算出する．評価用セットに
おける見出し語の組に対して式 " を計算し，値が正で
あったものを全ての見出し語の組 評価用セットのデー
タ数 で割ったものを正解率式  とした．

"







 線形判別法により推定した重みの検証
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と展開される．右辺第  項はクラス間平方和  ，第 
項はクラス内平方和  である． は各クラスにおけ
る要素数である．
すなわち  をよく判別できるためにはクラス内平方和
 を小さく，クラス間平方和  を大きくするように

次説明文  と  次説明文   を計算し， !
シソーラスにおける学習用データを用いて，その重
み  をフィッシャーの線形判別法により学習する


学習した重み  を用いて， ! シソーラスから
得られた評価用セットにおける正解率を計算する
回のクロスバリデーション 交叉検定 をおこな
い，正解率の平均値をもとめる
 次説明文を特徴量として増やし，同様の学習，評
価を繰り返す




 


 の見出し語の組
評価用セットにおける見出し語の組の総数

とした．

         
という線形結合  の値によって判別ができるように係数
 を決定する手法である． クラスの判別を行なうとき
の  の変動を表す平方和は，






正解率 

式 " を線形判別関数と考え， ! シソーラスからの
見出し語間の正しい上位下位関係を示す学習用データを
用いて が正の値と，負の値の  クラスに判別できるよ
うに係数  を求める．
ここでフィッシャーの線形判別法  を利用する．これ
は  個の特徴量に対して















以後，判定 %% の説明文ごとに展開した説明文
を特徴量として増加させながら重みを学習し，評価
をおこなう

判定ごとに特徴量を増やしながら重みの推定をおこなっ
たときの正解率の推移を図  に示す．

 指数重みの検証
式  の定数 の値を変化させながら拡張説明文を算
出する．そして式  から計算できる の値と ! シ
ソーラスからの見出し語間の正しい上位下位関係を示す
データを比較するために式  を用いて正解率を算出
する．そのときの正解率の推移を図  に示す．
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考察

図  において，低次の展開した説明文のみを用いて学
習による最適な重みを推定したところ， 判定の説明文
では 〜 次説明文を用いたときに   ' の正解率を得
た．また  判定の説明文では "' の正解率を得ること
ができ，上位語の推定のためのスタートラインとしては
十分な数字であると考えられる．つまり， 判定の説明
文は， 次説明文のみを用いただけでは正解率が  '
であったものの，説明文を展開することによって正解率
は向上し，見出し語間の上位下位関係を推定することが
可能であるといえる．また，判定  の説明文に関して
は  見出し語あたりの平均説明文数が   文と非常に
多いため，上位語の推定性能が高いと考えられる．つま
り  のような信頼性の水準に差がある説明文であっ
ても，大規模に説明文を集めることで上位語の推定は可
能であると考えられる．
図  から，パラメータ が  に近づくにつれて，判定
 ， の説明文を用いた拡張説明文では，正解率が向上
していくのがわかる．つまり  次説明文ほど高い重みを
与え，指数的になだらかに重みを減少させていくことで
正解率が上がっている．これは，低次の説明文ほど見出
し語の上位の語が含まれている可能性が高いことを示し
ている．最も高い正解率は判定 % の説明文を使用し
  のときであり，' 得られた．
重みのつけ方について比較すると図  では一見，図 
よりも高い正解率が得られているが，見出し語数を増や
すにつれて，式  における逆行列の計算量が増えるこ
とにつながる．しかし図  における学習による最適な重
みの推定を行えば，さらに展開した説明文 次元 を増
やしても次元数の固有値問題を解くことに帰着するので
少ない計算量で高い正解率が得られると予想される．
また今回はある二つの見出し語に対して の値が よ
り大きいか小さいかで上位下位を判定している．閾値を
にするのではなく， の値が 付近のものを  つのク
ラスとして抽出することができれば，同義語として単語
をまとめることが可能であると考えられる．この閾値の
とり方について今後考えていく必要がある．

 まとめと今後の展開
大規模かつ事典的な性質を持つコーパスを用いて、単
語の共起から意味的な上位下位関係を推定した．その結
果，拡張説明文という，説明文を再帰的に展開する手法
を用いて評価をおこなったところ  'に近い正解率で見
出し語間の上位と下位を推定することができた．今後は，
重みの学習における判別の閾値について検討する必要が
ある．
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