Project Next Summarization:
Project Next 要約タスク最終報告
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重要であること．重要でない，枝葉末節の情
報が出力に含まれないこと．

はじめに

Project Next 要約タスクの最終報告では，以
下の参加者よりレポートを受け付けた．
• 小倉由佳里 (お茶大): 多目的遺伝的アルゴリ
ズムを用いた複数文書要約

3. テキストの一貫性に関して: 読み取れる情報
が，入力と矛盾せず，入力が出力を含意する
こと．読み手が入力を読んだ際と出力を読ん
だ際に異なる結論に至らないこと．

• 鈴木聡子 (お茶大): グラフを用いた時系列文
書の要約

なお，上記以外の方針は以下のとおり．

• 分析に利用するコーパスは言語も含め分析者
に一任する．要約タスクグループとして特定
のコーパスを対象とはしない．これは，要約
タスクが多様であるため特定のコーパスを分
析対象とすることが現実的でないと判断した
ためである．

• 森田一 (京都大学): Project Next: 文圧縮を
利用したクエリ指向要約を対象にした誤り
分析
• 高村大也，菊池悠太 (東工大): 単一文書要約
における談話構造の効果と課題

• 同様に分析に用いる自動要約システムも分析
者に一任する．

• 西川仁 (NTT): Project Next Summarization: 自動要約タスクにおける誤り分析の枠
組みの提案
• 平尾努 (NTT): 談話依存構造木に基づく要約
手法の誤り分析
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最終報告作成の方針

中間報告に対するアドバイザの方々のコメント
をふまえ，以下に示す西川の 3 つの観点 (「Project
Next Summarization: 自動要約タスクにおける
誤り分析の枠組みの提案」を参照のこと) に基づ
き要約システムのエラー分析を進めることを決定
した．

1. 文の文法性に関して: 要約システムが非文を
出力していないか．
2. 情報の網羅性に関して: 出力から読み取れる
情報が，入力および読み手の希望を鑑みて，
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3.1

分析結果の傾向
文の文法性に関して

森田は文抽出と圧縮を同時に行うクエリ指向の
要約システムにおける文圧縮のエラーを以下の 2
段階に分けて分析している．

1. 圧縮文が非文でないか，原文の意味を変えな
いか．
2. クエリ，他の対して適切に圧縮できているか
(情報を落としてないか)．
第 1 段階のエラーに関しては，
「文法」，
「内容」，
「断片」という観点，第 2 段階のエラーに関して
は，
「過圧縮」，
「不要」，
「無関係」という観点で分
析している．文圧縮という技術は単独の文に対し

て適用する場合と要約のように複数の文に対して
適用する場合とでは評価の観点が異なるが，2 段
階のエラー分析はこの違いをよくとらえており興
味深い．

3.2

情報の網羅性に関して

平尾は談話依存構造木の刈り込みによる要約シ
ステムが抜粋による参照要約を再現できるかどう
かを検証し，テキストの一貫性という点はさてお
き，参照要約の再現という観点からは談話依存構
造木が必ずしも有益でないことを指摘している．
この分析はあくまで参照要約を再現できるか否
かのみを論じており，要約として人間が受け入れ
ることが可能かどうかという視点に欠けている．
複数文書要約の対象となる文集合にはしばしは
ば同じ情報を伝える文が含まれ，冗長である．要
約の情報網羅性を向上させるためにはこうした冗
長性を抑える必要がある．こうした観点に対し，
小倉は, 文の位置に基づく文スコアの和, 単語重
みに基つづく文スコアの和, 要約に含まれる異な
り単語数を最大化する文の組合せを選択する多目
的最適化問題として要約を定式化し, 異なり単語
数を最大化する目的関数が冗長性の削減に貢献し
たことを定性的に分析している. 鈴木は, グラフ
ベースの要約システムに MMR を適用すること
で冗長性を削減しようとしたが, その効果は安定
していなかったことを指摘している．
要約の冗長性の削減に関しては，何を単位とし
て冗長とするのか，それをどの程度まで削減すれ
ばよいのかという議論はあまりされておらず，今
後の議論が待たれる．

3.3

テキストの一貫性に関して

高村らは談話依存構造木を制約として利用した
要約システムとそれを除いた要約システムとを比
較し，談話依存構造木が一貫性のある要約の生成
に役立ったことを指摘している．
西川は，単一の記事が複数の小トピックから構
成される際に，人間の要約作成者はできる限り各
トピックを要約に含めるように要約を作成してい
ることを指摘し，どのようなトピックが要約に含
まれているかを認定する必要性を指摘している．

要約にテキストとしての一貫性が必要であるこ
とは言うまでもないが，一貫性があるが情報の網
羅性が低い要約と一貫性にとぼしいが情報の網羅
性が高い要約のどちらを人間が好むかなど双方の
評価の軸のバランスをどうとらえるかが重要な観
点ではないだろうか．

3.4

その他

西川は，原文書と参照要約を比較し，文圧縮だ
けでは参照要約を再現することができず，言い換
え，文融合などの技術が必要であることを指摘し
ている．言い換え，文融合技術はまだまだ自然言
語処理分野でも困難な課題であるが自動要約の研
究者がこうした課題に取り組むべきであることを
示唆している．
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おわりに

本稿では，Project Next 要約タスク参加者のエ
ラー分析結果をまとめた．要約の誤りは明らかに
誤りといえるものからそうでないものまで多岐に
渡り，分析が難しい．今回の分析結果からは，文
圧縮をそれ単独の技術として利用する場合と要約
システムに組み込む場合で評価の観点が異なるこ
とがわかった．また，一貫性のある要約を生成す
るためには，要約シ文間の関係を考慮することが
必要であることが示唆された．一方，文間の関係
はかなり強い制約であり，それを尊重すると情報
の網羅性が下がることも示唆された．情報の網羅
性とテキストの一貫性は決して独立した評価軸で
はないため，今後は双方の観点がどのような関係
にあるかを掘り下げるべきであろう．また，今回
の分析には参照要約を利用するものとそうでない
ものがある．評価の際にどこまで参照要約にたよ
るべきかどうかも考えていくべき課題であろう．

謝辞
中間報告に対し，有益かつ示唆に富むコメント
を下さったアドバイザの皆様，奥村学博士，酒井
哲也博士，関根聡博士に感謝致します．

多目的遺伝的アルゴリズムを用いた複数文書要約
小倉 由佳里

2014/11/12

1 要約手法と目的
1.1 目的
抽出型の要約では，要約生成を文の組合せ最適化問題と考えることで，要約生成を行う手法が多
く提案されている．要約生成では，内容の網羅性，冗長性，一貫性など考慮すべき要因が複数あ
り，これらを同時に満たすような要約が求められる．しかし，対象となる文書が増えるほど，考え
うる組合せの数は膨大になり，与えられた制約の下で最適化問題を解くのに時間がかかるという問
題がある．そこで，本手法では，これらの要因を考慮しながら，実用的な時間で要約を出力するた
めに，組合せ最適化に多目的遺伝的アルゴリズム (多目的 GA) を用いた．多目的 GA で得られる
解は，必ずしも最適解ではないが，実用的な時間で準最適解が見つかるという利点がある．

1.2 手法
文の組合せ最適化には，多目的 GA の代表的な手法である

NSGA-II 手法の流れは右図の通りである．まず初期個体をラ
ンダムに生成する．その個体群に対し，交叉，突然変異の操作
を行い，それにより生成された各個体の適合度からランク付け
が行われ，上位にランクしている個体のみが次世代へ残る．こ
の一連の操作を設定された世代数分だけ行う．適合度は，設定
した適合度関数に基づき算出される．要約生成においては，こ
の適合度関数が，トピックの網羅性，冗長性等の要約の評価指
標となる．適合度関数については次章で示す．

図1

また各個体は，文の組合せを表す．図 2 で表すように，個体
はバイナリで表現され，各遺伝子座は各文に対応し，遺伝子座
の持つ値が “1” の場合はその文が要約に含まれることを示す．

図2

個体の例
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NSGA-II の手順

2 目的関数
複数の目的関数を用いて実験を行った．要約に含まれる各文に対するスコアと，文の組合せ全体
に対するスコアを用いた (表 2)．
式



i
position(Sj ) = max 1i , n−i+1
文の位置による文のスコア

単語の出現頻度による文のスコア

i は文の出現位置，
n は文書 D の総文数．

i)
weight(Sj ) = wi ∈Sj |{wip(w
|wi ∈Sj }|

(Lin and Hovy, 1997)

n
p(wi ) = N
wi は文 Sj に含まれる単語，
n は単語 wi の出現頻度，N は総単語数． (Nenkova et.al., 2006)

要約に含まれる単語の種類

S = |{wi |wni ∈S}|
wi は要約 S に含まれる単語，
n は要約対象文書の総単語数．

3 実験と結果
3.1 実験設定
DUC2004task2 のデータセットを用いた．
NSGA のパラメータは，初期個体数 50，世代数 50，交叉率 1.0，突然変異率 0.005 とした．

3.2 実験結果
先に示した目的関数を用いて行った実験では，平均の ROUGE-1 値は 35.85 となった．
文の位置，単語の出現頻度に関するスコア付けのみの場合，全体的に生成される要約が冗長にな
る印象があった．また，照応解析や，文の順序に関する操作はしていないため，それらに関しては
今後の課題となっている．

3.3 出力された要約の例
d30001t
Worried that party colleagues still face arrest for their politics, opposition leader Sam Rainsy
sought further clariﬁcation Friday of security guarantees promised by strongman Hun Sen.
Sam Rainsy wrote in a letter to King Norodom Sihanouk that he was eager to attend the ﬁrst
session of the new National Assembly on Nov. 25, but complained that Hun Sen’s assurances
were not strong enough to ease concerns his party members may be arrested upon their return
to Cambodia.King Norodom Sihanouk on Tuesday praised agreements by Cambodia’s top two
political parties

previously bitter rivals

to form a coalition government led by strongman

Hun Sen.
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d30006t
The league also called former union director Simon Gourdine to testify, but Feerick upheld
union objections and prohibited Gourdine from saying whether it was his understanding when
he negotiated the old labor agreement in 1995 that players would not be paid if the owners
chose to reopen the agreement and impose a lockout. It’s not on us.Despite modest encouragement over a new proposal delivered by the players to the owners, the National Basketball
Association Tuesday canceled the ﬁrst two weeks of the regular season, the ﬁrst time in the
league’s 51-year history that it will lose games to a labor dispute.And I believe this is.And I
believe this is.
d31009t
ANKARA, Turkey (AP) - Prime Minister Mesut Yilmaz on Wednesday faced intense pressure to step down after allegations that he interfered in a privatization contract and helped
a businessman linked to a mobster secure loans.Parliament convened Thursday to vote on
whether to move toward a no-conﬁdence motion that could bring down the government over
an organized crime scandal.The chances for a new, strictly secular government in Turkey faded
Wednesday when a potential coalition partner insisted on giving the Islamic party a share of
power.Ecevit refused even to consult with the leader of the Virtue Party during his eﬀorts to
form a government.
d31031t
Voting mainly on party lines on a question that has become a touchstone in the debate
over development and preservation of wilderness, the Senate on Thursday approved a gravel
road through remote wildlife habitat in Alaska.“But I have to say, there hasn’t been much
evidence of that, this time. Struggling to meet their fourth deadline over the federal budget,
congressional Republicans and White House oﬃcials wrestled Tuesday with their diﬀerences
over education, the most politically high-stakes element of the budget battle.“The temptation,
said L. Ari Fleischer, spokesman for the House Ways and Means Committee, “is to grab the
loot and spend it.
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ͯੜͯ͠͠·͏ඇจΛݮΒ͢͜ͱ͕ॏཁͱͳΔɽಛ
ʹΫΤϦࢦཁͰɼจͷେ෦͕ΫΤϦͱؔ࿈͠
͍ͯͳ͍ݪจ͔ΒɼҰ෦ΛऔΓग़ͯ͠ཁΛ࡞Δඞཁ
͕͋Δ߹͕͋ΓɼจѹॖΛదʹߦ͏͜ͱ͕ॏཁͱ
ͳΔɽΫΤϦࢦཁʹ͓͍ͯɼจѹॖ͕จͷͲ͜Λ
আ͢Δ͔ɼΫΤϦͱͷ༰తͳؔ࿈ੑͱจ๏ੑΛ
ߟྀܾͯ͠ఆ͢Δඞཁ͕͋Δɽ͜ͷͨΊɼΫΤϦࢦ
ͷཁʹ͓͚ΔจѹॖͷΤϥʔʹ͍ͭͯɼͦͷ྆ํͷ
͔؍ΒੳΛߦ͏.
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ઃఆ

3.2

Ұஈ֊ͷੳ

Ұஈ֊Ͱɼग़ྗʹ·ؚΕͨશͯͷจʹ͍ͭͯɼ
ҎԼͷ̑ͭʹྨΛߦͬͨɽ

• จ๏తʹ͕͋Δ (จ๏)
• ༰తʹ͕͋Δ (༰)
• ͘ѹॖ͞Ε͗ͯ͢ҙຯΛಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
͍ (அย)
• ѹॖ͞Ε͍ͯͳ͍ (ඇѹॖ)
• จ๏తʹͳ͘ѹॖͰ͖͍ͯΔ (ͳ͠)
จ๏తʹ͕͋Δͱͨ͠จʹɼओʹѹॖʹΑΓ

ຊߘͰ ా [1] ͰఏҊͨ͠ख๏ͷग़ྗʹ͍ͭͯ

จͷߏ͕อͨΕͳ͘ͳͬͨྫ͕·ؚΕΔɽจͷߏ

ੳΛߦͬͨɽධՁʹσʔληοτͱͯ͠ɼNTCIR-8

͕อͨΕͳ͘ͳͬͨ݁Ռɼੜ͞ΕͨจࣗମඇจͰ

ACLIA2 ͷ 100 ΫΤϦͷ͏ͪ factoid ܕͷ࣭Λআ
͍ͨ 80 ΫΤϦͱɼͦͷΫΤϦʹର͢Δճφήοτɼ
͓ΑͼରԠ͢Δຖ৽ฉͷࣄهηοτΛ༻͍ͨɽ

ͳ͘ͱɼݩจͱࣔ͢ҙຯ༰͕มΘͬͯ͠·͏߹

3

ͨΊʹɼจͷߏ͕มΘͬͯ͠·͍ͬͯΔɽ

ɼ͜ͷྨ (จ๏) ʹؚΊͨɽҎԼɼจѹॖʹΑΓ
আ͞ΕͨՕॴΛࣼઢͰࣔ͢ɽ࣍ͷจͰɼ“தؒઢ͔
Β” ͕Δ͖ “Ωϩதࠃଆͷ” ͕আ͔Εͯ͠·ͬͨ

ੳ

3.1

౦γφւͷΨεా։ൃɺதࠃ͕̌̏̔
////////

ੳํ๏

ΫΤϦʹର͢Δؔ࿈ੑΛؚΉ༰తͳଆ໘ͱจ๏త
ͳଆ໘ͷ 2 ͭͷ͔؍ΒੳΛߦ͏ͨΊɼೋஈ֊ʹ

///////////////////
݄ɺததؒઢ͔ΒΩϩதࠃଆͷʮय़ڿʯ
Ͱணखɻ

͍ͯੳΛߦͬͨɽ͜͜Ͱจ๏తʹѹॖ͕Ͱ͖͍ͯ

(༰) ͱͯ͠ྨͨ͠ͷจͷߏอͨΕ͍ͯΔ
ͷͷɼඞཁͳम০Λআ͍ͯ͠·ͬͨ͜ͱʹΑΓɼจ
͕ෆࣗવͰ͋ͬͨΓղऍ͕ࠔʹͳ͍ͬͯΔจͰ͋Δɽ

Δ͔Ͳ͏͔ɼੜ͞Εͨจͷղऍ͕ม͑ͯ͠·͍ͬͯ

จ๏తʹ͕͋Δ߹ͱಉ༷ʹɼݩͷจͱղऍ͕ҟ

͚ͯੳΛߦ͏ɽҰஈ֊ͷੳͰจѹॖ୯ମʹͭ

ͳͬͯ͠·͏ͷ·ؚΕΔɽরԠઌ͕ѹॖʹΑΓআ

͚ͷอଘʹࣦഊ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ओͳݪҼͱͳ͍ͬͯΔɽ

͔Εͯ͠·͍ͬͯΔ߹༰͕ෆ໌֬ʹͳΔ͕ɼཁ

Γड͚ղੳͷࣦഊҎ֎ͷཁҼͱͯ͠ɼ࣍ͷྫͷΑ

தͷલͷจΫΤϦʹΑΓղऍ͕ՄͰ͋ΔͳͲ୯

͏ʹจѹॖ͢Δࡍʹॻ͖͕͑ඞཁͱͳΔ߹͕ଘࡏ

จͰධՁ͕͍ͨ͠Ίࠓճର֎ͱͨ͠ɽ࣍ͷྫ

ͨ͠ɽ

Ͱ “ถࠃͱ” ͱ “ຊɺ” ͷ෦͕আ͞Εͯ͠·ͬ

מҮɺۙ౻ࣸ͢ɻ֨ղੳ݁Ռ:
ࣸਅ//////////////////////

ͨ͜ͱͰɼ̒Χࠃ͕ࢦ͢ࠃ͔Βຊ͕ൈ͚ɼچι࿈͕

ࣸਅϮ ҮΨ Ψ ࣸ͢

ೖ͍ͬͯΔ͔ͷΑ͏ͳจʹͳͬͯ͠·͓ͬͯΓɼݩͷ
จͱղऍ͕ҟͳͬͯ͠·͍ͬͯΔɽ
̔̑ʹถࠃͱچι࿈͕߹ҙ͠ɺ
////////
///////
ຊɺถࠃɺ
ࠃؖɺதࠃɺϩγΞɺ̪̚ͷ̒ΧࠃɾҬ͕
ج̍ͯ͠ྗڠΛݐઃ͢ΔࠃࡍϓϩδΣΫτͱ
ͳΓɺ੨ݝέॴଜͱΧμϥογϡ͕ީ
ิͩͬͨɻ

͜ͷྫͰɼ“מҮɺۙ౻” ΛऔΓআ͘߹ʹɼ

“ࣸਅΛ” ͱॻ͖ͯ͘ͳ͑ҙຯ͕มΘͬͯ͠·͏ɽ
͔͠͠ɼࠓճ༻͍ͨϞσϧͰॻ͖͑Λߦ͏͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͍ͨΊɼจѹॖΛߦͬͨࡍʹͱݩจͷҙຯ͕ม
Θͬͯ͠·͏ཁҼͱͳͬͨɽଞͷཁҼͱͯ͠ɼހׅ
Ͱғ·Ε໊ͨࢺ͕લͷ໊ࢺ۟Λम০͍͕ͯͨ͠ɼހׅ
ͷ໊ࢺ͚ͩΛऔΓग़ͯ͠͠·ͬͨ߹ɼ“ʙʹΑ

(அย) ͱྨͨ͠ͷɼ࣍ͷྫͷΑ͏ʹɼ΄΅୯ޠ
͔͠Βͳ͍ѹॖ͕ͳ͞Εͯ͠·͍ͬͯΔ߹Ͱ͋Δɽ

͠Α͏ͱ͢ΔͷͰͳ͘ɼ“ʹΑΔ” ʹΔޠΛඞਢͱ

จ๏తͳͱ༰తͳͷ྆໘Λซ͓ͤ࣋ͬͯΓɼ

͢Δ͖Ͱ͕͋ͬͨɼͦͷॲཧ͕ෆ͍ͯͨ͠߹ͳ

΄ͱΜͲͷ߹ʹݩͷจͷҙਤΛղऍ͢Δ͜ͱͰ

Ͳ͕͋ͬͨɽ

͖ͳ͘ͳ͍ͬͯΔ.

Δ” ͷΑ͏ͳػతͳෳ߹ࣙʹରͯ֨͠ղੳΛࢀর

(அย) ʹଐ͢ΔΤϥʔɼཁΛੜ͢ΔΞϧΰϦ

ϋϯηϯපͷྺ࢙ʹৄ͍͠౻๛ɾࢁࠃࡍ
///////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
େॿڭतʢຊۙݱ࢙ʣͷ 

ζϜͱɼઃఆ͋Δ͍ධՁํ๏ʹىҼ͢ΔͰ
͋ΔɽࡏݱͷཁͷධՁͰҰఆͷཁͷதʹͰ͖
Δ͔͗Γଟ͘ͷޠΛؚΊΔ͜ͱ͕ධՁࢦඪ্ϓϥε
ͱͳΔͨΊ, ੜΞϧΰϦζϜཁ͕Γจࣈ

࣍ͷจϓʔνϯେ౷ྖ͕ͲͷΑ͏ͳਓ͔ɼͱ͍͏

ͱͳͬͨ߹ʹɼͦͷจࣈʹऩΊΒΕΔΑ͏ʹແ

ΫΤϦʹରͯ͠ཁΛੜ͓ͯ͠ΓɼΫΤϦͷٻΊͯ

ཧͷ͋ΔจѹॖΛߦ͏ɽಡΈ͢͞ͷ͔؍Βɼ

͍ΔใΛग़ྗ͍ͯ͠Δɽ͜ͷΑ͏ʹɼ·Εʹ̍୯ޠ

Γจࣈ͕ҰఆҎԼͱͳͬͨ࣌ͰੜΛଧͪΔͳ

ͰΫΤϦʹର͢ΔԠͱͯ͠ेͰ͋Δ߹͋Δ

ͲͷରԠ͕ඞཁͱͳΔɽ

͕ɼྫ֎తͰ͋ΔͨΊ͜͜ͰΫΤϦʹରͯ͠ద͔

(༰) ʹଐ͢ΔΤϥʔɼѹॖͷࡍʹඞਢ֨ͱͯ͠
อʹ͖ͣͰޢআͯ͠͠·͍ͬͯΔྫ͕ 14 ྫத 4 ྫɼ

Ͳ͏͔ߟ͑ͣ͘ѹॖ͞Εա͍͗ͯΔͱྨͨ͠ɽ

ހׅͷରԠΛ่ͯ͠͠·͏ྫ͕ 2 ྫɼܗଶૉղੳͷΤ

//////////////////
Πϝʔδઌߦɺߴࢧ࣋

ϥʔʹΑΓਓׂ໊͕͞Ε໊લͷҰ෦ͷΈΛऔΓग़͠

(ඇѹॖ) ཁͷࡍʹจશ͕ͯΘΕจѹॖ͞Εͳ
͔ͬͨจɼ(ͳ͠) దʹจѹॖ͕ߦΘΕͨจΛ

ͯ͠·͏ྫ͕ 1 ྫ (“Ξοόεट૬” > “όεट૬”), ݻ

ද͢ɽҎԼͷද 1 ʹ֤ྨʹ·ؚΕͨจΛࣔ͢ɽ

͕ 2 ྫ͋ͬͨɽΓͷྫͰɼࢺ໊ࣜܗʹର͢Δ࿈

༗໊ࢺΛׂͯ͠͠·ͬͨྫ (“ઍͱઍਘ” > “ઍਘ”)
ମम০Λআ͍ͯ͠·ͬͨͨΊʹɼෆࣗવͳจʹͳͬͯ

ද 1: จѹॖͷΤϥʔλΠϓ

͍ͨɽ

(จ๏)

13 จ

(༰)

14 จ

(அย)

36 จ

(ͳ͠)

54 จ

(ඇѹॖ)

84 จ

ͷ 14 จΛબΜͰੳΛߦͬͨɽೋஈ֊Ͱɼ༩͑

߹ܭ

201 จ

ΒΕͨΫΤϦʹରͯ͠จ͔ΒෆཁͳՕॴΛআ͖దʹ

3.3

ೋஈ֊ͷੳ

ೋஈ֊ͷੳΑΓৄࡉʹੳΛߦ͏ͨΊɼ(
༰) ͷ 14 จͱ (ͳ͠) ͷ͏͔ͪΒϥϯμϜʹಉ

ѹॖͰ͖͍ͯΔ͔Ͳ͏͔ɼใͷաෆͷΈΛͱ

(จ๏) ʹଐ͢ΔΤϥʔʹྨͨ͠ 13 จͷ͏ͪ 9 ݅
Γड͚ղੳʹࣦഊ͓ͯ͠ΓɼจѹॖͰͦͷΓड

͠ɼੳΛߦͬͨɽͨͩ͠ɼΫΤϦ͕ٻΊ͍ͯΔใ
͕ݪจʹ·ؚΕ͍ͯͯɼཁதͷଞͷจͰ༩͑ΒΕ

͍ͯΔใɼෆཁͳใͱͯ͠ѻ͏ɽೋஈ֊Ͱ

ੳ݁ՌΛదʹར༻ग़དྷ͍ͯͳ͍͜ͱ͕ݪҼͰ͋ͬͨɽ

ใͷաෆʹ͍ͭͯɼҎԼͷ 4 ͭʹྨͨ͠ɽ

ૅجతͳղੳΛੵΈॏͶΔ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕

• ඞཁͳใΛআ͍ͯ͠Δ (աѹॖ)

͔ͬͨҰํͰɼࠓճͷੳදతͳͷݪҼΛج

• ෆཁͳՕॴΛؚΉ (ෆཁ)

ಈཁΛΑΓྑ͍ͷʹ͢ΔͨΊʹɼओ؍తͳੳ

• ݪจʹඞཁͳใ͕ͱͱͳ͍ (ແؔ)

ͱͱʹɼԿΒ͔ͷԠ༻λεΫΛఆΊͯੳΛߦ͏͜

• దʹѹॖͰ͖͍ͯΔ (ద)
ҎԼͷද 2 ʹ֤ྨʹ·ؚΕͨจΛࣔ͢ɽҰจ͕

(աѹॖ) ͱ (ෆཁ) ͷ྆ํʹͯ·Δྫ (༰) ͷ
14 จͷʹ 3 จ͋Γ, ूͰܭ (աѹॖ) ͱ (ෆཁ) ͷ
྆ํʹ 1 จͱͯ͠ॏෳͯ͠Χϯτͨ͠ɽ
ද 2: จѹॖͷΤϥʔλΠϓ
ΤϥʔλΠϓ

(༰)

(ͳ͠)

(աѹॖ)

7จ

1จ

(ෆཁ)

5จ

6จ

(ແؔ)

5จ

3จ

(ద)

0จ

4จ

(աѹॖ)  (༰) Ͱड़ͨͷଞʹɼ(ͳ͠)
ͱ͞ΕͨจѹॖͰΫΤϦͱͷؔ࿈ੑ͕͏·͘είΞ
ʹө͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊʹඞཁͳ෦Λআ֎ͯ͠͠·
͏߹͕͋ͬͨɽ͜ͷͨΊɼΫΤϦͱͷؔ࿈ੑείΞ
ΛΑΓਖ਼͘͠ධՁͰ͖ΔΑ͏ɼΫΤϦͱͷؔ࿈ੑεί
ΞΛΑΓվળ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δɽ

(ෆཁ) Ͱɼจѹॖͷख๏͕Γड͚ͷϧʔτΛ
ඞͣඞཁͱ͢ΔͨΊɼϞσϧ্ѹॖͰ͖ͳ͍ྫ͕ 11
จத 7 จ͋ͬͨɽ͜ΕΒͷྫΛਖ਼͘͠จѹॖ͢ΔͨΊ
ʹɼΓड͚தͷҙͷ෦Λग़ྗͰ͖ΔϞσ
ϧ֦ு͢Δඞཁ͕͋Δɽ

(ແؔ) ͷ߹ʹɼΫΤϦͱؔ࿈͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏
͔ͱ͍͏ใΛจѹॖʹ༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɼ
(༰) ʹྨ͞ΕΔΤϥʔ͕ଟ͍͜ͱΛఆ͍ͯͨ͠
͕ɼ࣮ࡍʹଟ͍ఔͰେ͖ͳࠩͳ͔ͬͨɽ(
༰) ͷΛղܾ͢ΔͨΊʹɼΫΤϦͱͷؔ࿈͕͋
ΔॴΛ͚ͩ͢Ͱͳ͘ɼඞਢ֨ͷఆΛΑΓਫ਼
ߴ͘ߦ͏͜ͱɼݻ༗໊ࢺͷׂ͍͚ͯ͠ͳ͍
ͷΛೝࣝͯ͠จѹॖʹө͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔ͜ͱ
͕͔ͬͨɽ

4

·ͱΊ
ੜ͞ΕͨཁͰɼจѹॖͷࣦഊͳͲ໌֬ʹΤϥʔ

ͱݺΔͷɼૅجతͳղੳͷޡΓͰ͋ͬͨΓɼղ

ૅతղੳʹରԠ͚͚ͨͩͰ͋Δͱ͑ݴΔɽࠓࣗޙ

ͱඞཁͱͳΔͰ͋Ζ͏ɽ

ࢀߟจݙ
[1] Hajime Morita, Ryohei Sasano, Hiroya Takamura, and Manabu Okumura. Subtree extractive
summarization via submodular maximization. In
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 1023–1032, Soﬁa,
Bulgaria, August 2013. Association for Computational Linguistics.

単一文書要約における談話構造の効果と課題
高村大也 †
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我々の分析では，要約の誤りは四種類に大別され，

本稿では，東工大チームが行った文書要約の誤り分
析について報告する．特に，文書要約において談話構

誤り分析の枠組み

一部の種類はさらに細分化される：

• 非文：文単位の文法誤りが含まれる，

造がどのような効果を持つか，また談話構造を用いた
場合の課題は何か，などについて焦点を当てる．

• 非適格文章：文章として不自然な箇所がある，
– 論理構造不明：文と文の論理的なつながり

2

が不明な箇所がある，

実験設定

– 照応解決困難：照応の解決が困難な箇所が
ある，

我々は，Kikuchi ら [2] の要約手法による要約結果に
対する誤り分析を行った．Kikuchi らの手法は，修辞

• 文意の変化：元文書と異なる意味で解釈できる，

構造理論 (Rhetorical Structure Theory; RST)[4] によ

– 論理構造変化：文と文の論理的なつながり

る文間関係により文ノードを結合することで構築でき

が変化してしまう箇所がある，

る談話木において，各文ノードにその文の構文木を対

– 照応解決誤り：照応が誤って解決されてし
まう箇所がある，

応させ，全体を入れ子木として表現した上で，この入
れ子木からの根付き部分木抽出問題として，要約を定
式化したものである．ただしここでは，要約内の各文

• 重要内容の同定誤り．

の文法性ではなく，要約の文章としての適切さに分析
の焦点をあてるため，文短縮は行わないことにした．

我々の誤り分析は，大枠では西川の誤り分類 [5] に従っ

すなわち，談話木の根付き部分木抽出問題を解くこと

ている．異なる点は，西川の分類では非文と非適格文

で，文抽出による要約生成を行う．Kikuchi らの手法

章が一つにまとまっていることと，我々は，非適格文

を文選択にしたものに加え，そこから RST の情報を

章および文意の変化のそれぞれを，論理構造の問題に

除いた手法を試した．RST の情報は，最適化問題に

起因するものと，照応の問題に起因するものに細分化

おいて，談話木の根付き部分木を実行可能解とする制

していることである．

約として用いられている．よって上述した二つの手法

今回の誤り分析は，文選択により生成された要約に

のうち後者は，その制約を除去した最適化問題として

対して行うので，非文となることは少ないが，文分割

定式化されることになる．

に失敗することで非文となる場合がある．

データは，Kikuchi ら [2] が使用した RST Discourse

Treebank (RST-DTB)[1] の一部を用いた．実際に分
析したのは 16 文書である．これらの 16 文書は，RST

4

分析結果

を用いた場合の ROUGE 値 [3] が低いものである．た

分析結果は表 1 の通りである．各要約には複数の誤

だし，文書 1143 については，制約を満たす解が存在

りラベルが付きうるので，表の各行の和は異なりうる．

しなかったため，分析から外している．これは，談話

また，実際の要約例などは付録に記載する．全節の

木の根に対応する文は必ず選択されるが，この文が非

誤りの種類に加え，最も重要な内容は同定できてい

常に長く，その一文だけで要約長制約に違反してしま

るが，対応する文が過度に長いために他の重要な内容

うような事例であった．要約長は参照要約長以下とな

を含めることができなかった例もあり，これについて

るように制約を与えた．

は付録ではその他として記載している．また，うまく

† 東京工業大学，takamura@pi.titech.ac.jp

‡ 東京工業大学，kikuchi@lr.pi.titech.ac.jp

非文
手法

RST なし
RST あり

1
1

表 1: 分析結果
非適格文章
文意の変化

重要内容の

論理構造

照応

論理構造

照応

同定誤り

12
1

4
3

1
0

0
0

12
10

いかなかった要約課題を分析対象とするため，自動評

い意味解析が必要となるだろう．

価指標である ROUGE 値が低い要約課題を選んでい
るが，実際は良い要約が生成できているにも関わらず

ROUGE 値が低くなってしまっている場合もある．こ
れについても付録ではその他として記載している．
まず，論理構造不明な非適格文章の数が，RST あり

また，非文が含まれている場合が 1 つあったが (文
書 1154)，これは前処理の文分割誤りによる．

5

おわりに

の場合は 1，RST なしの場合は 12 と大きく異なって

文書要約の誤り分析について報告した．特に，文書

いる．これは，RST から得られる談話構造を利用して

要約において談話構造がどのような効果を持つか，ま

いる Kikuchi らの手法が，有効に働いていることを意

た談話構造を用いた場合の課題は何か，などについて

味している．RST を用いた場合の要約の成功例とし

焦点を当てた．誤り分析の結果，ROUGE のような単

ては，文書 1128 を挙げておく．RST を用いているに

語レベルの自動評価指標では十分に良さが測れないも

も関わらず論理構造が不明となっている文書 1121 に

のの，談話構造は要約生成に非常に有効であることが

ついては，RST 情報に誤りがあると思われる．

わかった．また，照応解決を要約に適切に組み込むこ

また，RST の有無に関わらず，照応解決は問題に

と，また数値情報を解釈しその解釈内容を生成する技

なっている．例えば，文書 1302 では “such” が何を指

術を開発すること，などが次に取り組むべき課題とし

しているのかが不明である．要約生成において適切な

て重要であることがわかった．また，ROUGE の評価

参照表現を生成することは，重要な研究課題である．

指標としての限界を示唆する結果も得られており，新

今回用いたデータにおいては，文意が変化するよう

たな評価指標の開発も今後の課題として重要である．

なケースは非常に少なかった．唯一の例は，RST な
しの場合の文書 2317 であった．文書 2317 では，元文
書において副詞 “also” を含む文があり，それが直前の
文と共通点を持つことを “also” が示していた．副詞

“also” を含む文は要約に選択されていたが，要約を読
むとこの文が別の文と共通点を持っているかのように
解釈されてしまい，文意が変化していると判断した．
また，重要内容の同定誤りについては，RST の有
無に関わらず多数あった．RST ありの場合について
は 10 文書のうち 3 文書が，RST なしの場合について
は 12 文書のうち 3 文書が，数値情報が原因となって
いた (例えば文書 1154)．これは，実際の数値情報が
細かく述べられている文が選択されているような場合
である．これらに対応する参照要約では，数値情報は
細かく述べられておらず，その数値に対する解釈やそ
のような数値に至った背景などが述べられている．数
値情報に対してその解釈や背景を抽出あるいは生成す
る技術の開発が，今後の研究課題として挙げられる．
また，RST ありの場合は，談話木の根である単文が
長いことにより，他の重要内容が十分に被覆できてい
ない事例が 3 つあった．これは文圧縮の重要性を示唆
している．これら以外の文書については，もう少し深
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付録
元文書と，それぞれの手法での要約結果の例を示す．
また，各要約の ROUGE 値や，我々の分析結果は要約
のあとの [] 内に記載する．文書は，RST を用いた手
法の ROUGE 値に関し，昇順に並べる．

Lloyd’s of London, the long time pillar of the insurance industry, is facing diﬃcult times. The company has been hit
by huge claims from a ten-year string of disasters and is
also losing investors at an unprecedented rate. The company is slowly making some changes but it must face the
challenge of changing some of its long-standing traditions,
especially the failure to embrace modern technology,

Franco Zeﬃrelli’s production of La Traviata at the
Metropolitan Opera House featured lackluster performances by singers Edita Gruberova and Neil Shicoﬀ.
There were also numerous problems with the set. The Met
has been able to count on Zeﬃrelli’s productions regardless of the cast. The New York City Opera, by contrast,
has had to cancel its season due to a labor dispute.

Elcotel Incorporated expects lower second quarter earnings as compared to 1988 but earnings should improve in
the second half of the ﬁscal year. Company Chairman
and CEO George Pierce said the earnings drop reﬂects a
twelve month decline in the sale of privately owned pay
phones, Elcotel’s main business. Earnings should improve
as the company moves into other areas, most notably,
public facsimile machines. Two other new areas will be
automatic call processing and convenience telephones.
The De Beers Company diamond dig, located in the
Namibian desert, is one of the world’s most lucrative. Operations last year produced 934,242 carats, most of them
gem quality. The restricted mining area is one of the most
desolate locations in Africa but the mine headquarters at
Oranjemund boasts numerous amenities.

The Fuji apple may one day replace the Red Delicious as
the number one U.S. apple. Since the Red Delicious has
been over-planted and prices have dropped to new lows,
the apple industry seems ready for change. Along with
growers, supermarkets are also trying diﬀerent varieties of
apples. Although the Fuji is smaller and not as perfectly
shaped as the Red Delicious, it is much sweeter, less mealy
and has a longer shelf life.

1302

1154

2317

1128

1121

参照要約

ID

Revenue totaled $5 million. Mr. Pierce said Elcotel
should realize a minimum of $10 of recurring net earnings
for each machine each month. Elcotel has also developed
an automatic call processor that will make further use
of the company’s system for automating and handling
credit-card calls and collect calls. Mr. Pierce estimated
that the processors and convenience phones would produce about $5 of recurring net earnings for each machine
each month. [25.5%, 文意変化 非適格文章 (論理)]
Men would crawl in the sand looking for shiny stones. It
was as easy as collecting sea shells at Malibu. Oh yes, the
Atlantic was also pushed back 300 yards. And Oranjemund boasts attractions besides diamonds. Mechanized
vacuum cleaners probe the sand like giant anteaters; most
of the diamonds are still found in the sand [9.7%, 重要
内容の同定誤り 非適格文章 (論理)]
“The Fuji is going to be No.1 to replace the Red Delicious,” he says. New apple trees grow slowly, and the
Red Delicious is almost as entrenched as mom. A good
Delicious can indeed be delicious. More than twice as
many Red Delicious apples are grown as the Golden variety, America’s No.2 apple. “I’ve got 70 kinds of apples.
“There’s a Fuji apple cult. [42.4%, 重要内容の同定誤り
非適格文章 (論理)]

though but it made its mark: Says director George Miller
(“Mad Max”): “I think the Tokyo festival may become
known as a major attraction for young directors because
of the money as well as the recognition.” He added:
“Banks must open their books.” “The price can not be
less than $7,000. ” [0.0%, 重要内容の同定誤り 非文 非
適格文章 (論理)]

In 1985, it was 2.1% . Between 1981 and 1986 , the
most recent ﬁve-year period for which ﬁgures are available, Lloyd’s reported over # 3.6 billion in claims and
reserves against future losses ($ 5.7 billion at today’s exchange rates), more than double the # 1.35 billion posted
in the previous ﬁve-year period. [11.4%, 重要内容の同
定誤り 非適格文章 (論理，照応)]

RST なし

But only after a ﬂeet of 336 gargantuan earthmoving
vehicles belonging to De Beers Consolidated Mines
Ltd., the world’s diamond kingpins, do their work.
Still, miners from all parts of Namibia as well as professional staﬀ from De Beers’s head oﬃces in South
Africa and London keep coming. [19.4%, その他 (前
処理)]
A Japanese apple called the Fuji is cropping up in
orchards the way Hondas did on U.S. roads. Some
fruit visionaries say the Fuji could someday tumble
the Red Delicious from the top of America’s apple
heap. It has a long shelf life and “doesn’t fool the
public,” says Grady Auvil, an Orondo, Wash., grower
who is planting Fujis and spreading the good word
about them. [30.3%, その他 (評価)]

At Lloyd’s of London, underwriters still scratch out
policies using fountain pens and blotting paper. Such
trappings suggest a glorious past but give no hint of
a troubled present. Unease is widespread among exchange members. Lloyd’s has endured decades of genteel decline. Even Lloyd’s specialty – unusually risky
ventures – is being challenged. Lloyd’s is moving forward on some fronts, though. [8.6%, 非適格文章 (照
応) その他 (評価)]
Cast as Violetta Valery in a new production of Verdi’s
“La Traviata, ”Ms. Gruberova last week did many
things nicely and others not so well. though but
it made its mark: Since Mexican President Carlos
Salinas de Gortari took oﬃce last December, special
agents have arrested more than 6,000 federal employees on charges ranging from extortion to tax evasion.
[15.2%, その他 (前処理)]
Elcotel, a telecommunications company, had net income of $272,000, or ﬁve cents a share, in its yearearlier second quarter, ended Sept. 30. Revenue totaled $5 million. George Pierce, chairman and chief
executive oﬃcer, said in an interview that earnings
in the most recent quarter will be about two cents a
share on revenue of just under $4 million [17.0%, そ
の他 (長さ調整失敗)]

RST あり
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ࣗಈཁڀݚͷࡐͱͯ͘͠༻͍ΒΕΔίʔύε

ਖ਼͍݁͠Ռ͕͋ΔͷͷɼͦΕͱҟͳΔɼ͢ͳΘͪ

֓Ͷɼे͔Βඦͷɼೖྗจॻͱࢀরཁͷ͔

ਖ਼͘͠ͳ͍ผͷ݁Ռ͕ಘΒΕͨࡍʹͦΕΛࢦ͍ͯ͠͏

ΒͳΔɽࣗಈཁͷೖग़ྗ͍ͣΕෳͷจ͔Βͳ

ͷͱࢥΘΕΔɽจॻྨͰ͋Ε༩͑ΒΕͨจॻΛ
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વޠݴղੳͷΑ͏ʹԿΒ͔ͷதؒදͰݱͳ͍ɽͦͷ
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ࣗಈཁʹ͓͍ͯɼ͜ͷਖ਼ղʢҎԼɼࢀরཁͱ

ͷੳ͕ɼेʹͳ͞Ε͍ͯΔͱ͍͍͕͍ͨͱ͍͏
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রཁΛج४ͱͨ͠ࡍʹޡΓͱͳΔཁ͕ɼผͷཁ
Λج४ͱͨ͠ࡍʹޡΓͱͳΒͳ͍͜ͱ͕͋Δɽ

ͭͷཁ݅ΛఏҊ͢Δɽ·ͨɼཁ͕͜ثΕΒͷཁ݅Λ

ຊߘͰɼ͜ͷʹஔ͘ɽ͢ͳΘͪɼ͋Δ 1

ຬͨͤͳ͍ཧ༝ͱͳΔ 5 ͭͷݪҼΛఏҊ͢Δɽ3 ͭͷ

ͭͷࢀরཁ͕ଘࡏ͢Δͱ͖ɼͦΕͱཁ࡞͕ث͠

ཁ݅ͱ 5 ͭͷݪҼ͔Βɼ15 छྨͷ۩ମతͳޡΓ͕ఆ

ͨཁʢҎԼɼศٓతʹ͜ΕΛػցཁͱͿݺʣΛൺ

ٛ͞Εɼࣗಈཁʹ͓͚ΔޡΓ͜ΕΒͷ͍ͣΕ͔ʹ

ֱ͠ɼͦͷࠩΛޡΓͱ͢Δɽ͢ͳΘͪɼԿ͔͕ࠩ

ྨ͞ΕΔɽ

͋ΕޡΓΛؚΉ͠ɼͦ͏Ͱͳ͚ΕޡΓΛ͍ͳ·ؚɽ

ຊߘͷߏҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽ2 અͰࣗಈཁ
͚͓ʹڀݚΔޡΓʹ͍ͭͯ؆୯ʹड़ɼຊߘͰٞΛ
ߦ͏ൣғΛ໌Β͔ʹ͢Δɽ3 અͰࣗಈཁʹ͓͚Δ
ධՁࢦඪΛ͍͔ͭ͘հ͠ɼޡΓΛݕग़͢Δํ๏Λड़
Δɽ4 અͰޡΓੳͷΈΛఏҊ͠ɼݕग़͞Ε
ͨޡΓ͕ఏҊ͢Δ 15 छྨͷ͍ͣΕ͔ʹྨͰ͖Δ͜

ޡΓʹ͍ͭͯ࣍અʹͯड़Δɽ͜ͷ୯७ԽҎԼͷ
ཧ༝ʹͮ͘جɿ

• ୯ҰͷࢀরཁͷޡΓੳͷΈ͕ଘࡏ͠ͳ͍
ঢ়͍͓ͯʹگɼෳͷࢀরཁ͕ޡΓઃఆͷ
ΈΛઃఆ͢ΔͷࠔͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ͜ͱɽ

ͱΛࣔ͢ɽ5 અͰ࣮ࡍͷཁྫΛੳ͠ɼཁʹؚ

• ୯ҰͷࢀরཁͷޡΓੳͷΈΛઃఆͰ͖Ε

·ΕΔޡΓΛఏҊͨ͠Έʹ͍ͯͮجྨͨ݁͠Ռ

ɼͦΕʹ͍ͯͮجෳͷࢀরཁ͕ଘࡏ͢Δ

Λࣔ͢ɽ6 અͰຊߘΛ·ͱΊɼࠓޙͷలʹ͍ͭͯ

߹Λݕ౼͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔ͜ͱɽ

ड़Δɽ
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ͳ୯७ԽͰͳ͘ɼ߹ཧతͳͷׂͰ͋Δͱߟ

͑Δɽ
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ࣗಈཁͷରͱͳΔ͋Δೖྗจॻͱͦͷࢀরཁɼ
͞Βʹཁ࡞͕ثͨ͠ػցཁͷ 3 ͕ͭଘࡏ͢Δ
ͱ͖ɼͦΕΒΛೖྗͱ͢ΔԿΒ͔ͷධՁ͕ؔଘࡏ͢
Εཁ࡞͕ثͨ͠ཁ͕ޡΓΛؚΜͰ͍Δ͔൱͔
ΛఆͰ͖Δɽ࣍અͰ͜ͷΑ͏ͳධՁؔʹ͍ͭͯ
ड़Δɽ

Pyramid

Pyramid ๏ɼਓखʹΑͬͯෳͷࢀরཁʹ·ؚ
ΕΔՁͳใ 1 Λಉఆ͠ɼଟ͘ͷࢀরཁʹ͓͍ͯ
ग़͍ͯ͠ݱΔใͷେ͖͍ॏΈΛ༩͑ɼେ͖͍ॏΈΛ
ಘ͍ͯΔใΛଟอ࣋͢Δػցཁʹߴ͍ධՁΛ༩
͑Δ [6] ɽ

Pyramid ํਓखʹΑͬͯߦΘΕΔͨΊߴίετͰ
͋Δ͕ɼͦͷɼਖ਼֬ͳධՁ͕ՄͰ͋Δɽ

ࣗಈཁͷධՁ
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DUC Quality Questions

͘༰ੑͱՄಡੑͷ 2 ͭʹΘ͔Εɼ͕ͨͬͯ͠ධՁई

DUC Quality Questions ཁͷ Readability ʢҎ߱ɼ
ຊߘͰՄಡੑͱͿݺʣΛධՁ͢ΔईͰ͋ΔɽDUC
Quality Questions ࣗಈධՁͷͨΊͷͷͰͳ͘ɼ
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खҾ͖Ͱ͋ΔɽཁͷՄಡੑ͕ྼѱͰ͋Δ߹ɼ͜

͛Δɿ Precision/Recall [9] ɼ ROUGE [3] ɼ Pyramid

ΕΒͷ߲ͷ͍ͣΕ͔͋Δ͍ଟ͘ʹ͓͍͍ͯಘ

[6] ɼ DUC Quality Questions [5] Ͱ͋Δɽલͷ 3 ͭ

Λಘ͍ͯΔՄੑ͕ߴ͍ɽ
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ੑΛධՁ͢ΔईͰ͋Δɽ

͜ΕΒͷධՁईʹΑͬͯɼػցཁ͕ޡΓΛؚΜ
Ͱ͍Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͰ͖Εɼ࣍ʹߦ͏͖͜ͱ

3.1

Precision/Recall

ͲͷΑ͏ͳޡΓ͕தʹ·ؚΕ͍ͯΔͷ͔ௐࠪ͢Δ͜ͱ
Ͱ͋Δɽ࣍અ͜ͷௐࠪʹ͍ͭͯड़Δɽ

Precision ʢద߹ʣͱ Recall ʢ࠶ݱʣࣗಈཁ
՝Λॏཁจநग़՝ͱͯ͠ଊ͑ͨࡍͷୈҰͷධՁई
Ͱ͋Δ [9] ɽਓؒͷ࡞͕ऀۀॏཁจͱͯ͠બͨ͠
จΛػց͕બׂͨ͠߹ద߹ͱ࠶ݱͷ͔؍Β
ٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷईʹ͍ͯͮجɼೖྗจॻ
ؚ͕ΉॏཁͳใΛػց͕ೝࣝ͢ΔੑΛධՁ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɽ

3.2

ROUGE

ROUGE ࢀরཁͱػցཁͷ n-gram ͷස
Λൺֱ͢Δ [3] ɽROUGE ୯७Ͱ͋Δ͕ɼਓؒͷ
࡞ʹऀۀΑΔखಈͷධՁͱ͍ڧ૬ؔΛ͓࣋ͬͯΓ [3]
ɼࣗಈཁͷධՁʹ͓͍ͯ͘༻͍ΒΕ͍ͯΔɽ

ROUGE ͷɼ n-gram ͷස͕ࢀরཁ
ͱ·ͬͨ͘ಉҰͱͳΔϫʔυɾαϥμΛੜͨ͠߹ɼ
ͦͷϫʔυɾαϥμ͕ࢀরཁͱ·ͬͨ͘ಉҰͷͷ
ͱͯ͠ධՁ͞ΕΔͱ͍͏ʹ͋ΓɼՄಡੑͷධՁඞ

ޡΓੳͷΈ

4

ԿΒ͔ͷೖྗจॻ͔Βཁ࡞͕ثͨ͠ཁ͕ޡΓ
ΛؚΜͰ͍Δͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ΕɼͦΕޡΓੳ
ͷରͱͳΔɽ

4.1

ࣗಈཁͷޡΓͷछྨ

͜Ε·ͰࣗಈཁܞʹڀݚΘ͖͔ͬͯͨݧܦΒɼච
ऀҎԼͷ 3 ͭͷݪଇΛࣗಈཁثຬ͖ͨ͢ͱߟ
͑Δɿ

1. ग़ྗ͔ΒใΛಡΈͱΕΔ͜ͱɽใΛಡΈऔΕ
ͳ͍Α͏ͳจ͕ग़ྗ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱɽ͜ͷ
ࣗಈཁͷՄಡੑධՁͱ֓ͶରԠ͢ΔɽใΛಡ
ΈऔΕͳ͍Α͏ͳจ͕ग़ྗ͞Εͨ߹ʹɼҎԼ
ͷ 3 ͭͷέʔε͕ߟ͑ΒΕΔɽ

ͣ͠ಘҙͰͳ͍ɽ

1 ใͷ୯Ґ༷ʑͰ͋Δ͕ɼͦͷ୯Ґ࠷େͰઅҎԼͰ͋Δɽ

(a) ཁ͕ϢʔβͷཁͱٻҟͳΔͰޠݴग़ྗ
͞Ε͍ͯΔ߹ɼཁ͕ͦثͷ෦ॲཧ

ུ͞Ε͍ͯΔθϩ໊ࢺΛ෮͖ͣͰݩཁͷจҙ
Λଛͳ͏߹͕·ؚΕΔɽ

ʹ͓͍ͯར༻͍ͯ͠Δ੍͕Ͳͳ߸هޚग़ྗ

2. ಛྔͷෆɿಛྔ͕ෆ͍ͯ͠Δ߹ɽ͜ͷ
߹ 2 ͭʹΘ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ

͞Ε͓ͯΓɼཁ͔ΒจҙΛಡΈऔΕͳ͍
߹ɽԿΒ͔ͷཧ༝ʹΑΓཁ͕ग़ྗ͞Ε
ͳ͍߹ؚΉɽ

(a) ಛྔͷઃఆෆɿཁ͍͓ͯʹثઃఆ͞Ε
͍ͯͳ͍ಛྔ͕ཁͷ࡞ʹ͓͍ͯॏཁ

(b) จ๏తͰͳ͍จʢඇจʣ͕ཁΛߏͯ͠
͓Γɼཁͷจҙ͕औΕͳ͍߹ɽ

ͳׂΛՌͨ͢ͱࢥΘΕΔ߹ɽஈམʹؔ
͢ΔใΛೖྗ͞ΕͨςΩετ͔ΒಘΔ͜

(c) ݸผͷจจ๏తͰ͋Δ͕ɼཁΛߏ͢Δ
จಉ࢜ͷཧؔͳͲ͕໌Β͔Ͱͳ͘ɼશମ

ͱ͕Ͱ͖Δͷʹ͔͔ΘΒͣɼཁثͦ
ΕΛಛྔͱͯ͠ೝ͍ࣝͯ͠ͳ͍߹ͳͲɽ

ͱͯ͠จҙ͕औΕͳ͍จষ͕ཁͱͳͬͯ

(b) ޠݴղੳͷࣦഊɿղੳޡ͕ثΓɼಛྔͱ͠

͍Δ߹ɽ

ͯઃఆ͞Ε͍ͯΔใ͕ਖ਼͘͠औಘͰ͖ͳ
ຊߘͰ͜ΕΒ 3 Λ·ͱΊͯɼศٓతʹʮඇจ

͔ͬͨ߹ɽݻ༗දݱೝࣝݻ͕ث༗දݱΛ

ষʯͱͿݺɽ

औΓଛͶɼཁ͕ͦثΕΛಛྔͱͯ͠ར
༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ͳͲɽ

2. ग़ྗ͔ΒಡΈऔΕΔใ͕ɼೖྗ͓ΑͼಡΈखͷ
رΛؑΈͯɼॏཁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔ͜ͱɽॏཁ

3. ύϥϝλͷޡΓɿ܇࿅ࣄྫͷෆɼෆదͳֶश

Ͱͳ͍ɼࢬ༿અͷใ͕ग़ྗʹ·ؚΕͳ͍͜ͱɽ

ख๏ͷར༻ͳͲʹΑͬͯਪఆ͞Εͨύϥϝλ͕े

͜ͷࣗಈཁͷ༰ੑධՁͱ֓ͶରԠ͢Δɽ

Ͱͳ͍߹ɽ

3. ಡΈऔΕΔใ͕ɼೖྗͱໃ६ͤͣɼೖྗ͕ग़ྗ
Λؚҙ͢Δ͜ͱɽಡΈख͕ೖྗΛಡΜͩࡍͱग़ྗ

4. ୳ࡧͷޡΓɿਖ਼͍͠ύϥϝλ͕ಘΒΕ͍ͯΔ͕ɼ
୳ࡧޡΓΛੜͨͬ͡ޡཁΛੜͨ͠߹ɽຊདྷ

ΛಡΜͩࡍʹҟͳΔ݁ʹࢸΒͳ͍͜ͱɽ

ΑΓྑͳจͷΈ߹Θ͕ͤ͋Δʹ͔͔ΘΒ
ͣɼ୳ࡧޡΓʹΑͬͯෆదͳจͷ݁ՌΛग़ྗͱ

͜ΕΒͷݪଇ͔ΒɼࣗಈཁͷޡΓͷੳʹ͓͍ͯ

ͯ͠બͨ͠߹ͳͲɽ

3 ͭͷ͕؍ಋग़Ͱ͖Δɿ

5. ใͷෆɿͦͦཁʹثରͯ͠ೖྗ͞Εͨ

1. ཁ͕ثग़ྗͨ͠จষ͔Βจҙ͕ಡΈऔΕΔ͔ɽ

ใ͚ͩͰࢀরཁ·Ͱ౸ୡͰ͖ͳ͍߹ɽਓ

2. ग़ྗ͔ΒಡΈऔΕΔใ͕ɼೖྗ͓ΑͼಡΈखͷ
رΛؑΈͯɼॏཁͰ͋Δ͔ɽ

ؒͷཁ࡞ऀ͕ೖྗҎ֎ͷใݯΛར༻ͯ͠ཁ

3. ಡΈऔΕΔใ͕ɼೖྗͱໃ६ͤͣɼೖྗ͕ग़ྗ
Λؚҙ͢Δ͔ɽ

Ҏ্ͷɼ3 छྨͷޡΓͷछྨͱɼ5 छྨͷޡΓͷݪ

͜ͷ 3 ͭͷ͕؍ɼཁثͷޡΓΛߟ͑Δࡍʹɼ࠷
ॳͷྨͱͯ͋͠ΒΘΕΔͷͱࢥΘΕΔɽ

Λ࡞ͨ͠߹ͳͲɽ

Ҽ͔Βɼࣗಈཁʹ͓͚ΔޡΓ 15 छྨͷ͍ͣΕ͔
ʹྨͰ͖ΔͱظͰ͖Δɽ͜ΕΛ·ͱΊͨͷΛද

1 ʹࣔ͢ɽ
ͳ͓ɼ͜ΕΒͱผʹɼͦͦࢀরཁ͕৴པͰ
͖ͳ͍ͱࢥΘΕΔ߹ʢࢀরཁ࡞ऀͷಡΈ͕ͬޡ

4.2

ཁثͷޡΓͷݪҼ

Ұํɼཁ͕ثલઅͷΑ͏ʹޡΔݪҼʹҎԼͷ؍
͕ߟ͑ΒΕΔɿ

͍ͯΔͱࢥΘΕΔ߹ͳͲʣ͋Γ͏Δ͕ɼ͜͜Ͱ
ͦΕআ֎͠ɼ͋͘·Ͱࢀরཁ͕ਖ਼͘͠ɼػցͱ
ʹ͔ͦ͘ΕΛ฿͢Δ͜ͱΛߟ͑ΕΑ͍ͱ͍͏߹
Λఆͨ͠ɽ

1. ૢ࡞ͷෆɿཁ͕ثɼਓؒͷ࡞͕ऀۀςΩετ
ʹରͯ͠ࢪ͢ૢ࡞ͱಉͷߏػΛอ࣋ͯ͠ͳ͍͜
ͱʹͬͯੜ͡ΔޡΓɽͲͳ͍͑ݴͷૢ࡞͕Ͱ
͖ͳ͍ͨΊʹೖྗ͞ΕͨจΛॖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ͣɼਓؒͱಉͷใྔΛཁʹؚΊΔ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳ͍߹ɼཁ͕ثೖྗ͞Εͨจʹ͓͍ͯল

5

ੳͷ࣮ફ
ຊઅͰલઅͰఏࣔͨ͠ੳͷΈΛɼຊߘͰ

ੳͷରͱͨ͠จॻʹରͯ͠ద༻͢Δɽ

·ͣɼੳͷΈͷద༻ͷରͱ͢ΔػցཁΛ
࡞͢Δɽ࣍ʹɼͦΕΒʹରͯ͠ਓखʹΑΔੳΛߦ
͍ɼͦͷޙੳͷ݁ՌΛఏҊͨ͠ੳͷΈʹͮج
͍ͯཧ͢Δɽ

5.3
5.3.1

ޡΓੳ
ॏཁ෦ͷಉఆͷࣦഊ

·ͣɼ ROUGE-1 [3] ͷ  0.385 Ͱ͋ͬͨɽจ୯

ੳʹࡍͯ͠ɼಛʹࠤؒٱΒʹΑΔਓؒͷཁͷ

ҐͰΈΔͱɼࣗಈཁʹ·ؚΕΔจͷ͏ͪɼશʹࢀ

ੳ [8] Λࢀߟʹͨ͠ɽ·ͨɼ Luhn [4]  Edmundson

রཁʹ·ؚΕͳ͍จ 2 จΊͱ 11 จͷΈͰ͋Γɼ11

[2] ʹΑΔॳظͷੳಉ༷ʹࢀߟʹͨ͠ɽ

จத 2 จʹͱͲ·͍ͬͯΔɽ͜ͷ͜ͱ͔Βɼཁثͷ
ਫ਼ʢద߹ʣ

5.1
5.1.1

9
11

ʹୡ͓ͯ͠Γɼཁثߴਫ਼

ʹॏཁจΛಉఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɽҰํɼ࠶ݱ

࣮ݧઃఆ

ͷ͔؍ΒݟΔͱɼࢀরཁೖྗจॻ 33 จͷ͏ͪ

σʔλ

TSC-22 ͷϑΥʔϚϧɾϥϯͷσʔλΛ༻͍ͨɽͦ
ͷதͰ࡞ऀ 1 ʹΑΔࣗ༝هड़ͷཁΛࢀরཁͱ
ͯ͠औΓ্͛ɼಛʹɼจॻ൪߸ 990305053 Λ༻͍ͨɽ

9
15 จΛཁͱͯ͠࠾༻͓ͯ͠Γ 3 ɼ࠶ݱ 15
ʹཹ
·͍ͬͯΔɽ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ୯ޠ୯ҐͰͷ࠶ݱͷࢦ
ඪͰ͋Δ ROUGE-1 ͷɼ·ͩ·ͩվળͷ༨͕͋

Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
࣍ʹɼॏཁ෦ಉఆͷࣦഊͷݪҼΛ୳Δɽද 3 ΛݟΔ
ͱɼཁثಛʹޙͷจΛબͰ͖͍ͯͳ͍ɽೖྗ

5.1.2

จॻʹ͓͍ͯɼͲͷΑ͏͕ભҠ͍ͯ͠Δ͔Λද 6

ཁث

ཁ͍ͯͭʹثɼΒʹΑΔ୯Ұจॻཁ[ ث7]
Λར༻ͨ͠ɽจॖ༻͍ͣʹར༻ͨ͠ɽ

5.2

݁Ռ

ද 3 ʹೖྗจॻʢจॻ൪߸ 990305053 ʣΛࣔ͢ɽଠ
ࣈೖྗจॻͱࢀরཁͱͰจΞϥΠϝϯτΛऔΓɼ
ରԠ͚͕ͮऔΕͨจಉ࢜ʹ͓͍ͯڞ௨ͷ୯͋ͰޠΔɽ
ԼઢཁʹثΑͬͯॏཁจͱೝఆ͞ΕͨจͰ͋Δɽ
ද 4 ʹࢀরཁΛࣔ͢ɽੳͷରͱͳΔͱࢥΘΕΔ
ʹ͍ͭͯԼઢΛՃ͑ɼͲͷΑ͏ͳݱ͕ੜ͍ͯ͡Δ
͔ԼઢͰࣔ͞Εͨ෦ͷʹޙՃචͨ͠ɽද 5 ʹࣗಈཁ
Λࣔ͢ɽଠࣈࣗಈཁͱࢀরཁͱͰจΞϥΠϝ
ϯτΛऔΓɼରԠ͚͕ͮऔΕͨจಉ࢜ʹ͓͍ͯڞ௨ͷ
୯͋ͰޠΔɽද 4 ͱಉ༷ʹੳͷରͱͳΔͱࢥΘΕ

ʹࣔ͢ɽ
ද 6: ೖྗจॻʹ·ؚΕΔͷભҠ

൪߸ จ

1
2

1-2
3-4

શਓͷ։࠵
गट૬ͷதࠃͷվֵʹର͢Δ
ܾҙ

3

5-10

தࠃͷվֵʹର͢Δؾͷബ
Ε
தࠃʹର͢Δ৴པΛ༳Β͗

4
5
6

11-16
12-16
17-21

7

22-31

߳ߓʹର͢Δ྅తͳରԠ

8

32

ࣄهͷ·ͱΊ

౷ܭͷਫ૿͠ͷ͍ٙ
ۚ༥վֵʹ͓͚Δ֎ࢿͷऔΓ
ѻ͍

Δʹ͍ͭͯԼઢΛՃ͑ɼͲͷΑ͏ͳݱ͕ੜ͍ͯ͡
Δ͔ԼઢͰࣔ͞Εͨ෦ͷʹޙՃචͨ͠ɽද 2 ʹೖྗ
จॻ͓Αͼࢀরཁɼࣗಈཁͷ౷ྔܭΛ͓ࣔͯ͘͠ɽ

શਓ͕։࠵͞ΕΔͱ͍͏͜ͱʢ 1ʣͱதࠃͷ
վֵͱͦͷߦ͕͘·ͿةΕΔͱ͍͏͜ͱʢ 2-4ʣ
ͱɼͦͷ۩ମతͳྫʢ 5-7ʣ͕ฒΜͰ͍Δɽࢀরཁ

ද 2: ೖྗจॻ͓Αͼࢀরཁɼࣗಈཁͷ౷ྔܭ
จ จࣈ

ΛݟΔͱɼࢀরཁͷ࡞ऀͰ͖ΔݶΓ͜ΕΒͷ
ใΛཏతʹཁʹؚΊΔ͜ͱΛૂ͍ͬͯΔ͜ͱ͕

ೖྗจॻ

33

1215

ಡΈऔΕΔɽཁޙ͕ثͷจΛબͰ͖ͳ͔ͬͨͷ

ࢀরཁ

15
11

495
493

͜ͷΑ͏ͳͷߏΛཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬ

ࣗಈཁ

ͨͨΊͰɼ͜ͷߏΛཁʹثཧղͤ͞Δ͜ͱॏཁ
෦ͷಉఆʹܾఆతʹॏཁͰ͋Δ 4 ɽ

2 http://lr-www.pi.titech.ac.jp/tsc/tsc2.html

3 2 ͭͷจΛ 1 ͭͷจͱͯ͠·ͱΊ͍ͯΔέʔε͕͋Γɼͦͷͨ
Ίࢀরཁ 13 จ͔Βߏ͞Ε͍ͯΔɽৄ͘͠จ༥߹ͷઅʹͯ
ৄड़ɽ
4 ͳ͓ɼΒͷཁͰث͜ͷΑ͏ͳͷભҠΛஈམΛ௨͡
ͯ֫ಘ͍ͯ͠Δ͕ɼຖ৽ฉσʔλͰஈམʹؔ͢Δใ͕ࣦΘΕ

5.3.2

จͷ༥߹

5.3.3

จॖɾ͍͑ݴ

ҟͳΔෳͷจ͔Β 1 ͭͷจΛ࡞͢Δ͜ͱจ༥

ද 3 ΛݟΔͱɼจॻશମʹΘͨͬͯจͷॻ͖͕͑

߹ͱݺΕ͍ͯΔ [1] ͕ੜ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽද

ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽෆཁͳम০અͳͲΛআڈ

7 ɼ 8 ɼ 9 ʹͦͷྫΛࣔ͢ɽࢀরཁͷதͰ 3 ճ͜

͢Δૢ࡞จॖͱݺΕ͓ͯΓɼ͜ͷ ද 3 ͷྫͰ

ͷૢ࡞͕ߦΘΕ͓ͯΓɼೖྗจॻʹ͓͚Δදͱݱൺ

จ 1ɼจ 10 ͳͲͰయܕతʹߦΘΕ͍ͯΔɽҰํɼจ

ใྔΛҡ࣋ͨ͠··จࣈͷߦ͕ݮΘΕ͍ͯΔɽ

ॖయܕతʹΓड͚ͷࢬङΓΛ௨ͯ͡ߦΘΕ

͜ΕΒͷૢ࡞ʹΑͬͯ͞ݮΕͨจࣈΛར༻ͯ͠ࢀ

Δ͕ɼࢀরཁʹ·ؚΕΔจͷ͏ͪΓड͚ͷࢬङ

রཁ࡞ऀ͞ΒʹใΛཁʹ٧ΊࠐΜͰ͓Γɼ

ΓʹΑ࣮͖ͬͯͰݱΔͷগͰ͋Γɼࢀরཁ࡞

͜ͷૢ࡞Λߦ͏ߏػΛ࣋ͨͳ͍ཁث࠶͍͓ʹݱ

ऀΑΓચ࿅͞Εͨૢ࡞Λ௨ͯ͡ࢀরཁΛ࡞͠

ͯྼͤ͟ޙΔΛಘͳ͍ɽ

͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ

ೖྗจॻ

ද 7: จ༥߹ͷྫ 1
ຊདྷͳΒվֵ̎ͷࠓ͕ਖ਼೦ͱͳ
ΔͣͰ͋Δɽͱ͜Ζ͕ʹ࣮ݱɼվֵ

ࢀরཁ

5.3.4

ހׅͷআڈ

ද 3 ͷྫʹ͓͍࣮ͯ֬ʹߦΘΕ͍ͯΔૢ࡞ހׅ

ͷؾബ͍ɽ

ͷআͰڈɼހׅΛ௨ͯ͡ఏ͞ڙΕ͍ͯΔิతͳใ

ຊདྷͳΒվֵ̎ͷࠓ͕ਖ਼೦ͱͳ

શͯཁ͔Βআ͞ڈΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜Εʹ

Δ͕ͣͩɼʹ࣮ݱվֵͷҙബ͍ɽ

Αͬͯେ͖͘จࣈΛՔ͙͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɼཁث
͜ͷૢ࡞Λ࣮ߦͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɽ

5.3.5
ೖྗจॻ

ද 8: จ༥߹ͷྫ 2
ྫ͑ɼगट૬͕ࡢެͨ͠ʮ̔ˋ
ͷ֬อʯɼ̓ɾ̔ˋʹऴΘͬͨɽ
ʢத
ུʣ͕ͩଆͷࡁܦઐՈ͔Βʮຊ
̓ɾ̔ˋΑΓ͍ͷͰͳ͍͔ʯͱ͍
͏͕ٙग़͞Ε͍ͯΔɽ

ࢀরཁ

ެͷ̔ˋ̓ɽ̔ˋ͕ͩͬͨɼຊ
͜ͷࣈΑΓ͍ͷͰͳ͍͔ͱ͍

লུ

ศٓతʹʮলུʯͱ͕ͨ͠ɼ
ʮ͜ͷʯʮͳͲʯͷද
ݱΛ༻͍ͯɼೖྗจॻʹ͓͚ΔใΛআ͍ͯ͠ڈΔՕ
ॴ͕͋Δɽࢀরཁͷจ 3 Ͱɼगट૬ͷ 3 ͭͷ࣮ߦ
ͷ͏ͪۚ༥ߏػվֵ͕ࣦΘΕ͓ͯΓɼ͜Ε͕ʮͳͲʯ
ͱͯ͠ද͞ݱΕ͍ͯΔɽ·ͨจ 6 Ͱɼվֵͱ҆ఆ
ٻͷδϨϯϚΛʮ͜ͷʯͰද͓ͯ͠ݱΓɼಉ༷ʹจࣈ
ΛՔ͍Ͱ͍Δɽ

͏͕ٙઐՈ͔Βग़͞Ε͍ͯΔɽ

5.3.6

ࢀরཁͷ৴པੑ

Ұํɼࢀরཁͷ࣭͕ٙΘΕΔ෦͋Δɽࢀর
ೖྗจॻ

ද 9: จ༥߹ͷྫ 3
߳ߓͷൟӫճ෮͕ɼதࠃͷվֵͱΓ

ཁͷ 9 จΊઌ಄ͷଓࢺʮ·ͨʯɼೖྗจॻΛؑ
ΈΔʹཁ࡞ऀͷಡΈͷޡΓͱࢥΘΕΔɽ

ͤͳ͍͜ͱΛ؊ʹ͍ͯ͡Δͷதࠃͷ
ͣͩɽʹ͔͔ΘΒͣɼதࠃͷରԠ
͋·Γʹ྅ओٛతͩͬͨɽ
ࢀরཁ

5.4

ޡΓੳͷΈͷద༻

߳ߓͷൟӫ͕தࠃվֵͱΓͤͳ͍͜

͜͜·ͰͷੳΛɼຊߘͰఏҊͨ͠ޡΓੳͷ

ͱ͕ɼ͔͍ͬͯΔͣͳͷʹɼதࠃͷ

Έʹద༻ͨ݁͠ՌΛද 10 ʹࣔ͢ɽද 10 ʹࣔ͞Ε͍ͯ

ରԠ྅ओٛతͰ͋Δɽ

ΔΑ͏ʹɼࠓճจॖͳͲͷॻ͖ߏػ͑Λར༻͠
͍ͯͳ͍ͨΊɼඇจ͕ग़ྗ͞ΕΔ͜ͱͳ͔ͬͨɽҰ
ํͰɼจΛ͘ॻ͖͑Δૢ࡞Λߦ͑ͳ͍ͨΊɼใ
ͷඃ෴ʹ͓͍ͯࢀরཁʹେ͖͘ྼ͓ͯ͠ޙΓɼ͜Ε
͕͍࠶ݱͷͷݪҼͱͳ͍ͬͯΔɽ
࣍ʹɼੳͷΈΛࣗಈཁͷ݁Ռʹద༻͢Δࡍ

͍ͯΔͨΊɼ͜ΕΛར༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨɽ

ͷ۩ମతͳํ๏ʹ͍ͭͯද 11 ʹࣔ͢ɽද 11 Ͱɼ͋

ΔޡΓͷछྨ͕͋ΔޡΓͷݪҼʹΑͬͯੜ͡Δࡍʹɼ
ͲͷΑ͏ʹͦΕ͕ಉఆͰ͖Δ͔Λ·ͱΊͨͷͰ͋Δɽ
ࣗಈཁͷ͠͞ͷҰҼޡΓͷௐࠪͷࣗಈԽ͕͠
͍ͱ͍͏ʹ͋Δͱߟ͑ΒΕɼͦͷΛڀݚ՝ͱ
ͯ͠औΓ্͛ɼ͋Δೖྗจॻɼࢀরཁɼࣗಈཁͷ

3 ͔ͭΒ͜ͷΑ͏ͳදΛੜ͢Δ͜ͱΛඪͱͨ͠
ڀݚߟ͑Δ͜ͱͰ͖Α͏ɽ

6

ऴΘΓʹ
ຊߘͰɼࣗಈཁͷޡΓੳΛѻͬͨɽҰͭͷจ

ॻΛऔΓ্͛ɼͦΕΛཁثΛར༻ͯ͠ཁ͠ɼ෦

[5] National Institute of Standards and Technology.
The linguistic quality questions, 2007.
http://www-nlpir.nist.gov/projects/
duc/duc2007/quality-questions.txt.
[6] Ani Nenkova, Rebecca Passonneau, and Kathleen McKeown. The pyramid method: Incorporating human content selection variation in summarization evaluation. ACM
Transactions on Speech and Language Processing, Vol. 4,
No. 2, pp. 1–23, 2007.
[7] Hitoshi Nishikawa, Kazuho Arita, Katsumi Tanaka, Tsutomu Hirao, Toshiro Makino, and Yoshihiro Matsuo.
Learning to generate coherent summary with discriminative
hidden semi-markov model. In Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (Coling), pp. 1648–1659, 2014.

ͰͲͷΑ͏ͳޡΓ͕ੜ͍ͯ͡Δ͔ੳͨ͠ɽ࣍ʹɼච

[8] ࠤ·ؒٱΏΈʢฤʣ. จॻߏͱཁจͷॾ૬. ͘Ζ͠
͓ग़൛, 1989.

ऀͷߟ͑ΔࣗಈཁͷޡΓͷྨΛఏҊ͠ɼͦΕΛར

[9] Ԟଜֶ, ӳ࢚. ςΩετࣗಈཁ. ΦʔϜࣾ, 2005.

༻ͯ͠Ұͭͷจॻͷੳ݁ՌΛྨͨ͠ɽ·ͨɼͲͷ
Α͏ͳޡΓ͕ੜ͍ͯ͡Δ͔Λௐࠪ͢ΔͨΊͷ۩ମతͳ
ํ๏ʹ͍ͭͯఏҊͨ͠ɽಛʹࠓճऔΓ্͛ͨࣄྫʹ
͓͍ͯɼҎԼͷੳΛ௨ͯ͡ҎԼͷ݁ΛಘΒΕΔ
ͷͱࢥΘΕɼͦΕʹΑͬͯେ͖͘ཁͷ࣭Λ্
ͤ͞ΒΕΔͷͱߟ͑ΒΕΔɿ

1. ͷભҠΛଊ͑ͦΕΛಛྔͱͯ͠ཁʹثೝ
ࣝͤ͞Δ͜ͱɽ
2. จ༥߹ɼจॖɼހׅͷআͲͳڈͷૢ࡞Λཁث
͕ߦ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱɽ
ࠓޙɼఏҊͨ͠ྨΛΑΓਫ਼៛Խ͠ɼݸผͷੳ
ࣄྫΛੵ͍ͯ͘͠༧ఆͰ͋Δɽಛʹɼ
ʮૢ࡞ͷෆʯ
ͷ࣮ɼ͢ͳΘͪͲͷΑ͏ͳૢ࡞͕ෆ͍ͯ͠ΔͨΊ
ʹࣗಈཁ͕ࣦഊ͍ͯ͠Δ͔ɼ͓Αͼʮใͷෆʯɼ
͢ͳΘͪཁेʹثͳใ͕ͦͦ༩͑ΒΕ͍ͯ
Δͷ͔ࠓޙΑΓੳΛߦ͍ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δɽ·ͨɼ
ੳͷ݁ՌΛʹݩɼཁثΛվྑ͠ɼվྑͷ݁Ռ߹
Θͤͯใࠂ͢Δ༧ఆͰ͋Δɽ

ࢀߟจݙ
[1] Regina Barzilay and Kathleen R. McKeown. Sentence fusion for multidocument news summarization. Computational Linguistics, Vol. 31, No. 3, pp. 297–328, 2005.
[2] Harold P. Edmundson. New methods in automatic extracting. Journal of ACM, Vol. 16, No. 2, pp. 264–285, 1969.
[3] Chin-Yew Lin. Rouge: A package for automatic evaluation of summaries. In Proceedings of ACL Workshop Text
Summarization Branches Out, pp. 74–81, 2004.
[4] Hans P. Luhn. The automatic creation of literature abstracts. IBM Journal of Research and Development, Vol. 22,
No. 2, pp. 159–165, 1958.

ඇจষͷग़ྗ
ૢ࡞ͷෆ

ද 1: ࣗಈཁͷޡΓੳ
ॏཁ෦ಉఆͷࣦഊ

จҙͷۂ

ඇจʹؔͯ͠ɼจΛੜ͢

ࢀরཁͷ࡞ऀ͕ߦͬͨૢ

θϩ໊ࢺͷ෮ݩΛߦ͏ߏػ

Δɼ͋Δ͍ॻ͖͑Δߏػ

࡞Λػց͕࠶͢ݱΔ͜ͱ͕Ͱ

Λཁ͕ثඋ͍͑ͯͳ͍߹

͕ෆेͰ͋ΔͨΊඇจ͕ੜ

͖ͣɼͦͷͨΊཁͷ੍

͕·ؚΕΔɽͦͷ߹ɼػց

͞ΕΔ߹͕֘͢Δ͕ɼ ͳͲ͔ΒॏཁͳใΛཁʹ

͕࡞ͨ͠ཁʹରͯ͠ɼೖ

ࡏݱͷॻ͖͑จॖ͕ओ

ؚΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ

ྗจॻͱҟͳΔཧղ͕ͳ͞

ྲྀͰ͋ΔͨΊɼඇจͷੜ

߹ɽྫ͑ࢀরཁͷ࡞ऀ

ΕΔՄੑ͕ੜ͡Δɽ·ͨɼจ

ૢ࡞ͷෆͱ͍͏ΑΓޠݴ

ུ͕ޠԽʹΑͬͯจࣈΛઅ

ষΛߏ͢Δཧ͕ؔೖྗ

ղੳͷࣦഊʹΑΔɽඇจষʹ

ͨ͠߹ɼػցಉ༷ͷૢ

จॻͱҟͳΔಡΈΛ͢ڐͷ

͍ͭͯɼػցཁʹదͳ

࡞ΛߦΘͳ͍ݶΓࢀরཁʹ

ʹͳ͓ͬͯΓɼಡऀ͕ͨͬޡ

ஊߏΛ༩͑Δ͕ߏػෆ

౸ୡͰ͖ͳ͍ɽ

݁ʹ౸ୡ͢Δ߹͕·ؚΕ

͍ͯ͠Δ߹͕֘͢Δɽ

Δɽ

ಛྔ

ಛྔ

จͷॻ͖ن͑ଇͷෆʹ

ೖྗจॻͷಛఆՕॴ͕ཁʹ

ཁثͷࣦഊͱ͍͏ΑΓޠݴ

ͷෆ

ͷઃఆ

ͬͯඞਢ֨ͷ֨ཁૉΛͯͬޡ

·ؚΕΔ͖ॏཁͳใΛؚ

ղੳثͷࣦഊɽ

ෆ

আͨ͠ڈ߹ͳͲɽஊߏ

ΜͰ͍Δ͜ͱΛɼಛྔͷઃ

ʹؔ͢Δใ͕ͳ͘ɼཁʹ

ఆͷෆʹΑͬͯػց͕ཧղ

దͳཧߏΛ༩͑Δ͜ͱ

Ͱ͖ͳ͍߹ɽݻ༗දݱධ

͕Ͱ͖ͳ͍߹ͳͲɽ

ՁදͲͳݱͷใ͕༩͞Ε
͍ͯͳ͍߹ͳͲɽ

ޠݴղ

Γड͚ղੳ͕ثΓड͚ղ

ࣗવޠݴղੳͷࣦഊʹΑͬͯ

θϩ໊ࢺΛͯͬޡ෮ͨ͠ݩ

ੳͷࣦ

ੳΛͨͬޡ߹ɼड़ߏ߲ޠ

దͳಛྔΛػց͕औಘͰ

߹ͳͲ͕֘ɽೖྗจॻͷ

ഊ

ղੳ͕ثड़ߏ߲ޠͷೝࣝ

͖ͳ͔ͬͨ߹ɽݻ༗දݱೝ

༰Λཁؚ͕ҙͤͣɼக໋

ʹࣦഊͨ͠߹ɼஊߏղ

ࣝʹࣦഊͨ͠߹ͳͲɽ

తͳޡΓͱͳΔɽ

จͷॻ͖ن͑ଇͷద༻ॱং

͋Δಛྔ͕దͳॏΈΛಘ

ཁͦثͷͷʹىҼ͢Δͱ

͕ਖ਼͘͠ͳ͘ɼͯͬޡඞਢ֨

͓ͯΒͣɼॏཁจͱͯ͠ೝఆ

͍͏ΑΓղੳثͷࣦഊɼෆ

ͷ֨ཁૉΛআͯ͠͠·ͬͨ

͞ΕΔ͖จ͕ͦ͏ೝఆ͞Ε

උʹΑΔͷ͕ଟ͍ͱࢥΘΕ

߹ͳͲ͕֘ɽ

ͳ͔ͬͨ߹ɽ܇࿅ࣄྫͷෆ

Δɽ

ੳ͕ثஊߏͷղੳʹࣦഊ
ͨ͠ͳͲɽඇจষ͕ग़ྗ͞Ε
ΔڪΕ͕ߴ·Δɽ
ύϥϝλͷޡΓ

ɼෆదͳֶशํ๏͕༻
͍ΒΕͨ߹ͳͲ͕·ؚΕΔɽ
୳ࡧͷޡΓ

ύϥϝλ͕ͳ͍͕ɼ࠷

ࠨʹಉ͡ɽ

ࠨʹಉ͡ɽ

ඇจͱ͍͏ҙຯͰ͜ͷ߹

ཁͷͨΊʹඞཁͳใ͕ͦ

ೖྗจॻ͕ຊ࣭తʹᐆດੑΛ

ଘࡏ͠ͳ͍ͱࢥΘΕΔɽ

ͦཁʹث༩͑ΒΕ͍ͯ

ؚΜͰ͓Γɼ֎෦ͷใͳ͠

ͳ͍߹ɽྫ͑ɼ৽ฉࣄه

ʹೖྗΛਖ਼͘͠ղऍͰ͖ͳ

ͷλΠτϧʹ·ؚΕΔใΛ

͍߹ͳͲɽͦͷΑ͏ͳ߹ɼ

ඞͣཁʹؚΊΔΑ͏ʹཁ

ػցʹΑΔղऍ͕ޡΓɼ݁Ռ

࡞ऀ͕ཁΛ࡞͍ͯ͠Δ

ͱͯ͠จҙΛͨ͠ۂཁ͕

ʹ͔͔ΘΒͣɼཁʹثର

࡞͞ΕΔ߹͕͋Γ͏Δɽ

దղ͕ಘΒΕͳ͔ͬͨͨΊʹ
จͷॻ͖ࣦʹ͑ഊͨ͠߹ɽ
ᩦཉ๏ͳͲͷۙࣅղ๏Λ༻͍ɼ
࠷దղʹ౸ୡͰ͖ͳ͔ͬͨ
߹͕·ؚΕΔɽ
ใͷෆ

ͯ͠λΠτϧͷใ͕༩͑
ΒΕͳ͍߹ɽ

ද 3: จॻ൪߸ 990305053 ͷςΩετɽຖ৽ฉ’99 σʔλूΑΓҾ༻ͨ͠ɽଠࣈೖྗจॻͱࢀরཁͱͰจΞ
ϥΠϝϯτΛऔΓɼରԠ͚͕ͮऔΕͨจಉ࢜ʹ͓͍ͯڞ௨ͷ୯͋ͰޠΔɽ

1. தࠃͷࠃձɼશࠃਓຽදେձʢશਓʣ͕ ͔̑Β࢝·Δɽ
2. ग᭫جट૬ͷʮ׆ಈใࠂʯͱ༧ࢉҊΛ৹ٞ͠ɼࢲ༗੍ࡁܦͷଘࡏΛอো͢Δݑ๏ͷҰ෦վਖ਼ͳͲΛߦ
͏༧ఆͩɽ

3. ࡢ ͷશਓͰɼ ৽ट૬ʹબΕͨगट૬ ɼʮ̔ˋʯͱʮࡾͭͷ࣮ߦʯ ʢࠃ༗ۀاվֵɼۚ༥ମ
੍վֵɼߦߏػվֵͷ̏ҎղܾʣͳͲΛެͨ͠ɽ
4. ࠃ༗ۀاվֵ ɼ ߦߏػվֵ   ܭೋ ઍ  ඦ ສ ਓ  ن ͷ େ Ϧ ε τ ϥ  ܭը Ͱ ͋ Γɼ
ʮ໋Λ͔͚ͯΔʯͱ͍ͨͬݴट૬ͷ ܾ͍ڧҙʹশࢍͷ͕͕͋ͬͨɽ
5. ຊདྷͳΒվֵ̎ͷࠓ͕ਖ਼೦ͱͳΔͣ Ͱ͋Δɽ
6. ͱ͜Ζ ͕ʹ࣮ݱ ɼ վֵͷؾബ͍ɽ
7. ΞδΞۚ༥ػةͷӨ͕ڹதࠃ ʹͼٴɼٸ͕ ڥࡁܦʹѱԽ͠ ͨɽ
8. վֵͰੜ·ΕΔࣦऀۀΛଞͷ࢈ٵʹۀऩͰ͖ͳ͍ɽ
9. վֵͷςϯϙΛ؇Ίͯɼࣾձෆ҆Λ͑ࠐΉ͖ ͩͱ͍͏ۭ͍ͯͬ·ڧ͕ ؾΔɽ
10. ҆ఆͱٻͷδϨϯϚ͕͋ͬͯ ҙࢤͷͰͱ͍͜ڧΒΕΔगट૬վֵ࿏ઢΛ؏͘ͱظ͍ͨ͠ɽ
11. ͔͠͠ɼ த ࠃ ͷ  ͕ ࡁܦѱԽ ͢ Δ ͱͱʹɼ த ࠃ ʹ ର ͢ Δ ৴ པ Λ ༳ Δ ͕ ͤ Δ Α ͏ ͳ
͍͔ͭ͘ൃੜ͍ͯ͠Δɽ

12.
13.
14.
15.

ྫ͑ɼगट૬͕ࡢެ ͨ͠ʮ̔ˋ ͷ֬อʯɼ̓ɾ̔ˋ ʹऴΘͬͨɽ
΄΅̔ˋͰ͋Γɼެୡ͞Εͨͱ͞Εͨɽ
ͩ ͕ ଆͷ ࡁܦઐՈ͔Β ʮ ຊ ̓ɾ̔ˋ ΑΓ͍ͷͰͳ͍͔ ʯ ͱ͍͏͕ٙग़͞Ε͍ͯΔɽ
ిྗফඅྔ ࠃ༌ૹྔ ͕૿͑ ͍ͯ ͳ͍ͷʹɼࠃ૯ੜ࢈ ʢ̜̙̥ʣ ͕૿͑Δͷ͓͔͍͠ͱ౷ܭͷެ
ਖ਼͞ʹ͕ٙग़͞Εͨɽ

16. ౦লͳͲ ํͷ͕̍̌ˋΛ͑ͨ ͷ ਫ૿͠ΛٙΘΕ͍ͯΔɽ
17. ۚ༥վֵ ʹ͍ͭͯɼ ֎ࢿͷ औΓ ѻ͍Ͱେ͖͘༳Εͯ ͍Δɽ
18. ࡢळɼಥવ࢈ͨ͠౦ࠃࡍ৴ୗࢿެ࢘ʢ̜̞̩̞̘ʣͷෛ࠴ͷॲཧʹ͍ͭͯɼ
ʮਖ਼ొʹن͞Εͨ֎ࢿ
ฦࡁΛอূ͢Δʯͱ͍͏தࠃͷํ͕ɼࠓʹͳͬͯҾͬ͘Γฦͬͨɽ

19.
20.
21.
22.
23.

֎ࢿʮିखʹ͕͋Δʯͱಥ͖์͞Εͨɽ
֤ํͷࠃࡍ৴ୗࢿެ࢘ʢ̞̩̞̘ʣʹಉ༷ͷ͕ඈͼՐ͍ͯ͠Δɽ
ͦ͜Ͱಉ͡ํ͕؏͔ΕΔͱɼࠓޙதࠃ͔͏༐ؾͷ͋Δ֎ࢿͳ͘ͳΔ͔͠Εͳ͍ɽ
߳ߓʹର ͯ͠ɼ࠷ۙͷதࠃͷ ࢟ ɼ ߗ͕ͨ͠͡ײ൱Ίͳ͍ɽ
߳ߓਓ͕தࠃࠃͰ͏͚ͨࢠ͕͋ݖཹډߓ߳ʹڙΔͱஅͨ߳͠ߓͷࡋॴΛɼதࠃܹ͕͘͠ऀہ൷
ͨ͠ɽ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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目的

表 1: それぞれの抜粋に対する評価結果
抜粋 A 抜粋 B

本稿では，修辞構造木から得た談話依存木に基づく
要約手法 [3] を対象として誤りを分析する．この手法
で生成される要約は必ず談話依存木の根付き部分木
となる．根付き部分木は EDU(Elementary Discourse

Unit:ほぼ，節に相当) 間の依存関係をそこなわないた
め，テキストとしての一貫性が担保できる．しかし，
根付き部分木という制約 (に加え要約長の制約) は非
常に強い制約であるため，原文書から情報を抽出する
際に大きな妨げとなることも考えられる．そこで，談

2.2

話依存木が人間の生成する要約を再現するにあたり，
どの程度の妨げとなるのかを議論する．

ROUGE-1 w/
ROUGE-1 w/o

.501
.451

.507
.455

ROUGE-2 w/
ROUGE-2 w/o

.337
.324

.342
.321

再現率

.305

.316

コーパス

RST Discourse Treebank (RST-DTB) [1] に収録さ
れている 30 件の要約 (人間が自由に生成した要約) に
対し，その作成人物とは別の 2 名が独立に生成した抜
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粋を利用する．なお，抜粋は要約中の情報と原文書中

手法

2.1

の EDU を対応づけることで生成されている．

要約手法

文献 [3] によると，談話依存木に基づく要約手法は

2.3

以下の整数計画問題，木制約つきナップサック問題と
して定式化される．

maximize
x

自動評価手法の標準である ROUGE-N(N=1,2) のス
トップワードあり/なしに加え，参照要約が抜粋であ

N


ることから EDU に基づく再現率を採用する．なお，

W (ei )xi

(1)

N


 i xi ≤ L

(2)

i=1

∀i : xparent(i) ≥ xi

(3)

∀i : xi ∈ {0, 1},

(4)

W (ei ) は i 番目の EDU の重要度，i は i 番目の
EDU の長さ (単語数) をあらわす．L は許容される要
約長 (単語数)，xi は i 番目の EDU を要約に含めるか
否かあらわす決定変数である．関数 parent() は任意
の EDU のインデックスに対し，談話依存木において
その親となる EDU のインデックスを返す関数である．
式 (3) の制約があることで，要約が談話依存木の根付
き部分木であることが保証できる．

システム要約に与える要約長の制約 L は参照要約 (抜
粋) の単語数とした．

i=1

s.t.

評価指標

3

結果と議論
表 1 に ROUGE スコア，再現率を示す．なお，談話

依存木は RST-DTB の人手による注釈付けからルー
ル変換により得た．詳しくは文献 [3] を参照されたい．
参照要約は抜粋であるため，本来であればすべての
評価指標は 1 を取り得るにもかかわらず，どのスコア
とも決して高いとは言えない．この原因は，以下のい
ずれかであろう．

• 要約は根付き木に限るという制約 (式 (3)) に問題
があった．

4

表 2: 木制約を考慮した場合のオラクルスコア
抜粋 A 抜粋 B

結論
本稿では，文献 [3] の要約手法に対し，人手で生成

ROUGE-1 w/

.825

.897

した抜粋を再現するという観点から談話依存木の制約

ROUGE-1 w/o
ROUGE-2 w/
ROUGE-2 w/o

.819
.712
.615

.825
.723
.617

が及ぼす影響について分析した．その結果，要約を談
話依存木の根付き部分木に限るという制約が悪影響を
与えることが明らかとなった．しかし，この結果が要
約手法としての限界を示しているとは限らない．
まず，制約を根付き部分木ではなく任意の部分木に

表 3: 抜粋と談話依存木の関係
抜粋 A 抜粋 B
根を含む割合
依存木正解率

.633
.640

緩和することで ROUGE，再現率が改善する可能性が
ある．文圧縮にて文献 [3] と類似性のある Katja らの

.667
.662

手法 [2] では，単語依存木を用いて文圧縮をする際，依
存木の根 (一般的には動詞) だけでなく，文中の他の動
詞などいくつかの根の候補を考慮している．談話依存

• 根付き部分木の選択に問題があった (式 (1) の重
み付けに問題があった)．
• 上記，双方の問題があった．

木は単語依存木のように文法的に規定された強い構造
とは限らないため制約を緩める効果はより大きいので
はないかと考える．
次に，本稿での評価の観点は抜粋を再現できるかと
いう観点であり，要約 (抜粋) として人間が受容可能

より詳細に分析するため，木制約のもとで ROUGE

かという観点が欠けている．たとえ，ある人間が生成

のオラクルスコアを計算した．その結果を表 2 に示す．

した抜粋を再現できなくとも，一定数の人間が受容可

再現率のオラクルスコアは，簡単に計算することがで

能な要約であれば工学的には問題なかろう．これら 2

きないため，掲載していない．

点をより詳細に調べることは今後の課題としたい．

表 2 より，根付き部分木 (式 (3)) という制約がある
ことで，オラクルが 1 に満たないということがわかる．
さらに表 1 のスコアは表 2 の 4〜6 割程度であること

参考文献

から，式 (1) の EDU の重み付けにも問題があること
がわかる．つまり，要約は根付き部分木に限るという
制約と EDU の重み付けの双方に問題がある．

EDU の重み付けに関しては，何らかの方策で改善
できるだろうが，要約を根付き部分木に限るという制
約が本当に問題なのだろうか? この疑問に答えるべく
抜粋が談話依存木の根となる EDU を含む割合と抜粋
がどの程度談話依存木を保存しているか示す指標であ
る以下の依存木正解率を調べた．


DepAcc(S) =

δ(ei )
.
|S|

ei ∈S

(5)

S は，要約として抽出された EDU の集合，δ(ei ) は，
S に eparent (i) が含まれる場合に 1，そうでない場合に
0 を返す関数である．
表 3 より，抜粋が根を含む割合，依存木正解率とも
0.6 程度であり，そもそも抜粋が談話依存木の根付き部
分木の抽出によって生成されていないことがわかった．
これらの結果より，抜粋を再現するという観点から
は要約を談話依存木の根付き部分木に限るという制約
が悪影響を与えることがわかった．
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