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連想構造を用いた情報整理システム
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既存の雑多で構造の不均質な情報源から情報を収集・整理する手法を提案する．基本となるアイディア
として, 雑多な情報をゆるやかに関連づける連想構造というデータ構造を用いる. 連想構造は生データから
容易に生成でき，人間が直観的に理解しやすい．我々は，連想構造を用いて既存の情報源から情報を収集
し，整理する過程を支援するシステム CM-2(Contextual Media version 2) を試作した． CM-2 では,
(a) 既存の情報源から情報を取り込み, 連想構造を生成する情報キャプチャ機構と, (b) キーワードに基づ
き情報の切り出しと構造化を行なう知的情報統合機構を実現した． CM-2 の有効性を実験によって確かめ
た．

Information Reorganization using Associative Structures
y

Harumi Maeda,

y; ☆

Kazuto Koujitani

and

y

Toyoaki Nishida

We propose a method to gather and reorganize information from heterogeneous information
sources. The method is based on the use of a plain information representation called associative structures. Associative structures connect various information media without de ning
the semantics rigorously. They are easy to generate from raw data and comprehensible to
humans intuitively. We developed a system called CM-2 (Contextual Media version 2) to
realize this method. We describe the system's two major facilities; (a) an information capture facility which gathers information from heterogeneous information sources and generates
associative structures and (b) an intelligent information integration facility which reorganizes information according to user's input. We verify our approach by analyzing results of
experiments.

1.

構造というデータ構造を用いる. 連想構造は生データか

はじめに

ら容易に生成でき, 人間が直観的に理解しやすい. 採用

研究活動に代表される創造的思考活動には雑多で構

する方法はヒューリスティックなものであり, あらゆる

造の不均質な情報源の情報が必要である. 例えば, 過去

ケースに対応できるものではないが, 予備実験の結果か

に作成した論文や OHP や研究メモ, 研究動向を調査す

なりの有効性が期待されたので, 定式化, 実現して有効

るための書籍・雑誌, 広く知識を収集するための辞書,

性を実験的に評価することとした. 我々は, 連想構造を

オンラインデータベースや WWW(World

用いて既存の情報源から情報を収集し, 整理する過程を

Wide Web)

などである. 文書として書き表されていない頭の中の断

支援するシステム CM-2

片的なアイディアや常識も重要である. このような情報

☆☆

を試作した.

CM-2

では,

 既存の情報源から情報を取り込み, 連想構造を生成

を統合的に整理するためには, 既存のデータモデルや知

する情報キャプチャ機構

識表現を用いることは人間の負荷が高い.

 キーワードに基づき情報の切り出しと構造化を行な

本論文では, 既存の雑多で構造の不均質な情報源から

う知的情報統合機構

情報を収集・整理する手法を提案する. 基本となるアイ

を実現した.

ディアとして, 雑多な情報をゆるやかに関連づける連想

本論文は以下のとおり構成される.

2 節では既存の

情報源の雑多性について述べる.

3 節では連想構造と
4 節では例題を示す. 5,
6 節では CM-2 の 2 つの手法について説明する. 7 節で
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\CM" は 我々の長期的な研究目標である \Contextual Media(文脈メディア)" の略語である.
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は実験結果を示す.
する.

8 節では手法の有効性について議論
9 節では関連研究と比較する.

(a)

(b)
奈良

奈良

寺

既存の情報源の雑多性

2.

我々の身の回りには多様な情報源が存在する. 表1に,
情報源の例を示す. 情報源は電子化されているか, いな

奈良公園 大仏

いかによって分類できる. 電子化されているものは, テ

鹿
図2

キスト, 画像 (静止画・動画) などに分類できる. テキス

東大寺 法隆寺 興福寺
連想構造

Fig. 2 Associative Structures

トは, プレーンテキスト, 見出し付テキスト, 構造化テキ
ストなどに分類できる. このような形態の違いを形態の
雑多性とよぶ.
概念にどのような名前をつけるかは人によって違う.
違う名前で同じ概念の場合 (同義) や, 同じ名前で違う概

3.

情報整理システム CM-2

3.1

連想構造

連想構造は key と呼ぶいくつかのユニットと value

念の場合 (多義) がある. 同じ人を指す場合に, 姓のみ,

と呼ぶいくつかのユニットの間に定義され, 「key が与

すべての名前, ミドルネーム省略など, 多様な書き方が

えられると value が想起される」というゆるやかな関連

ある. また, 日本語にはかな表記のゆれとよばれる現象

を表す.

がある

1)

.

これらの現象を表記の雑多性とよぶ.

同じ形態のテキストでも,

1 つ 1 つのテキストの構
☆
と図1(b) ☆☆ を比
較してみる. これらは, WWW ブラウザに表示された
人工知能研究者 2 人のページである. 直観的に明らか
なように両者のページの構造は異なっている. 例えば,
James Allen のページ (図1(a)) では, ページの最初に
写真や名前があり, 次に履歴や研究に関する情報が自然
な文章ととして書かれている. これに対して Barbara
Hayes-Roth のページ (図1(b)) では, 名前, E-Mail ア
ドレス, 肩書などが箇条書で書かれている. これらの現
象を構造の雑多性と呼ぶ.
造は異なっている. 例えば, 図1(a)

表1

情報源の例

Table 1 Examples of Information Sources
情報源

電子化

情報の形態

WWW
NetNews
E-Mail

○

ハイパーテキスト, 画像など

○

見出し付テキスト

○

見出し付テキスト

新聞記事

△

見出し付テキスト

文献

△

構造化テキスト

個人のメモ

△

プレーンテキスト

プログラム

○

構造化テキスト

OHP

△

画像

アイディア

×

非定型

本

×

○ : 電子化されている

× : 電子化されていない

構造化テキスト
△ : 一部電子化されている

key と value の間の連想関係は厳密に定義され
るのではなく, 多分に主観的であることを許している.
これは既存の情報源の雑多性に対応することを狙ってい
る.
ユニットとは, 情報を蓄積する情報ベースの基本構成
要素である. ユニットは CM-2 の外部のテキストファイ
ルやイメージファイルを表す外部参照データユニット
と,

CM-2

において情報を関連付けるための内部的な対

象である概念ユニットに大別される.
本論文では CM-2 における連想構造を図2のように
記述する.

1 つの連想構造を点を用いて表現し, key と
value の関係を矢印を用いて表す. 図2(a) は key 「奈
良」が与えられると value 「奈良公園」「大仏」「鹿」
が 想 起 さ れ る こ と を 示 す. 図2(b) は key 「奈 良」 と
「寺」から value 「東大寺」「法隆寺」「興福寺」が想
起されることを示す.
連想構造には, 特別な形態として, IS-A 構造, 辞書構
造を定義できる. IS-A 構造では, クラス, サブクラスな
どを区別することなく, 上位概念をクラス, 下位概念を
インスタンスと呼ぶ. IS-A 構造は知的情報統合機構に
おける推論に使用される. 辞書構造は概念ユニット間の
変換に使用される.
の概要

3.2

CM-2

CM-2

は, 既存の雑多で構造の不均質な情報源から情

報を収集・整理するための情報整理システムである.
CM-2

の情報ベースは, 内部知識ベース (概念ベース)

とテキストデータやイメージデータなどがある外部デー
タベースから構成される. 利用者はワークスペースと呼
ぶ空間を通してネットワークに接続された個人やグルー
☆
☆☆

http://www.cs.rochester.edu/u/james/
http://www-ksl.stanford.edu/people/bhr/index.html

プの情報ベースを利用できる.
CM-2

では,

(a) 既存の情報源から情報を取り込み,
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(b)Barbara Hayes-Roth のページ

(a)James Allen のページ

図1 WWW ページの例
Fig. 1 Example WWW Pages

処理の概要を示す. 情報キャプチャ機構によって既存の
情報源から情報を取り込んで連想構造を生成し, 知的情

既存の情報源
（非定型情報、テキスト、画像など）

報統合機構を用いて連想構造から情報を切り出して整理
する.

利用者

CM-2
4.

情報キャプチャ機構

URL入力

例

題

例えば, 興味のある分野の研究者やプロジェクトに関
連する情報を集めたいが適当な本やデータベースがない
とする. そのような場合, 個人の持つ知識や,

連想構造

WWW の

ページを統合して, 必要な情報だけを整理できると便利
である.
我々は,

整理項目
入力

CM-2

を用いて, 図1のような WWW の人工

知能研究者のホームページを収集して, 人工知能に関す

知的情報統合機構

る情報を整理した.
4.1

例

1

図4(a) は, 利用 者が抽出キー ワード「reasoning」,
整理項目「研究者」「e-mail」「プロジェクト」「大
学」を入力して表形式を選択して, 研究者毎に情報を
整理 し た 結果 を 示 す. 例 え ば, 「reasoning」 と いう

箇条書

表

キーワードがページの中に書かれている研究者として,

ネットワーク

図3

Overview of CM-2
Fig. 3 CM-2 の概要

CM-2

の連想構造を生成する情報キャプチャ機構,

(b)

キーワードに基づき情報の切り出しと構造化を行なう知
的情報統合機構, の 2 つの機構を持つ. 図3に,

Adam Farquhar, Alon Levy, James Allen などが抽
James Allen に関しては, James Allen
のページから名前, 大学, プロジェクトの情報を抽出し
て表示している. 元のページに書かれていない e-mail
などの情報は表示されない.

出されている.

CM-2

の

4
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(a) 研究者毎 (表)

(b)

(c) 研究者毎 (ネットワーク)

図4 CM-2 の整理結果例
Fig. 4 Example Results of CM-2

プロジェクト毎 (箇条書)
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例
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どんな情報がほしいかわからない場合も考慮して, 形

2

図4(b) は, 整理項目「プロジェクト」」「研究者」

態素解析と HTML 構造解析を用いて汎用的なキーワー

「e-mail」「大学」を入力, 箇条書形式を選択して, プ

ドを抽出してから, ヒューリスティックを利用して重

ロジェクト毎に情報を整理した結果を示す. 例えば,

要なユニットを抽出する方針とした.

Adaptive Intelligent Systems プロジェクトは, Barbara Hayes-Roth のページや, Philippe Morignot の
ページ☆ から抽出され, プロジェクトから逆に研究者名
を関連づけて表示している.
4.3

例

URL を解析して
HTML 文書を取得した後のアルゴリズムの概略を以下
に述べる.
step 1 ユニットと連想構造を生成する.
step 1.1

る.

3

図4(c) は, 整理項目「研究者」「研究者」「URL」

 形態素解析は, 日本語では JUMAN4) , 英

「e-mail」「プ ロ ジェ ク ト」「大 学」 を 入 力, ネッ ト

Barbara
Hayes-Roth に関するワークスペースを示す. ワークス
ペースの中に, ドット表記に基づくネットワークにより
ユニットと連想構造が表示される. 例えば, key 「Barbara Hayes-Roth」 「研 究 者」 か ら value 「Edward
A. Feigenbaum」 が 示 さ れ て い る. こ れ は Feigenbaum のページに, Barbara Hayes-Roth の名前が書か
れていることによる. このように, 最初の整理項目と同
じ項目を入力することにより, 同一クラスのインスタン
ス間の関係を調べることができる.
ワークスペース上でユニットを選択することにより,
連想されるユニット (value) を表示することができる2) .
また, ワークスペース上で, ユニットや連想構造の編集
ができる3) .
以下では, CM-2 の 2 つの機構の実機能について述べ
る.

語では Brill's

ワーク形式を選択した場合の結果の一部で,

5.

Rule Based Tagger6) を用

いる.

 抽出する概念ユニットは, 名詞または, 名
詞が連続して出現する品詞群である. 英語
の場合は, 間に前置詞や接続詞や冠詞を含
んでもよい.
step 1.2

HTML の構造を解析して連想構造を

生成する.



<h1> や <h2> な ど の 見 出 し 表 現,
<dl>, <ul>, <ol> な ど の 箇 条 書 表 現

がある場合などにタイトル { スコープを

設定し, ユニットがどのタイトル { スコー
プに含まれているかを基に連想構造を生
成する.
step 2

ヒューリスティックを用いて IS-A 構造を生

成する.
step 2.1

クラス判定ヒューリスティックを用い

て IS-A 構造を生成する.

情報キャプチャ機構

 クラス判定ヒューリスティックは, people

情報キャプチャ機構は, 既存の情報源から情報を取り

判定や project 判定などの個別クラス判

込み, 連想構造を生成する.

定ヒューリスティックから構成される. ユ

我々は, 簡単なテキスト解析アルゴリズムとヒュー
リスティックを用いて,

形態素解析を用いてユニットを生成す

ニットに対して, 個別クラス判定ヒューリ

WWW 上の HTML 文書, 日本

スティックを順番に適用し, 最初の判定結

経済新聞全文記事データベース (以下日経 DB と略す),

果をそのユニットのクラスとする. 個別ク

Lisp プログラム, UNIX ファイルシステムなどを対象
に, 連想構造を生成するプログラムを開発した.
また, 電子化されていない情報源から情報を取り込む
ために, ワークスペースから連想構造を直接入力できる.

ラス判定ヒューリスティックは, 与えられ

5.1

たユニットの名前に含まれる文字列から
クラスを推論する.
step 2.2

で生成されたユニットから IS-

A 構造で連結されないものを削除し, 連想構造

アルゴリズム

アルゴリズムは情報源の種類によって異なるが, 基
step 1 ユニットと連想構造の生成, step
IS-A 構 造 の 生 成 の 2 段 階 か ら 構 成 さ れ る. 以 下,
WWW 上の HTML 文書に焦点をあてて説明する.
我々は, 利用者にドメイン知識がない場合や, 最初に

step 1

を修正する (オプション).

本的には,

 この処理は選択が可能で, 情報ベース内の
データ量の削減を目的としている.

2

5.2

例

James Allen のホームページの URL が与えられた
場合どのような処理を行なうのか説明する (図5).

☆

http://www-ksl.stanford.edu/people/morignot/index.html

URL 解析により HTML ファイル取得後,

形態素解

6
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きるが, 構造や表記の雑多性が残る. 知的情報統合機構

URL http://www.cs.rochester.edu/u/james/

は, 構造や表記の雑多性を吸収し, 不均質な連想構造か

HTML文書
<h1>James F.Allen, URCS Faculty Member </h1>
<p>
b. 1950. Ph.D. (1979) University of Toronto.
...................; University of Rochester.
<p>
James Allen's research interests.........................
These areas of research are combined in TRAINS Project,

ら, 利用者の入力したキーワードに基づき, 情報の切り
出しと構造化を行なう.
アルゴリズム

6.1

アルゴリズムの概略を以下に示す. 基本的には,

step

ヒューリスティックを用いた連想構造の統合,

step 2

利用者の入力に基づく均質な連想構造の生成,

step 3

1

結果の表示の 3 段階から構成される.

step1
URCS Faculty
Member

James F.Allen

James F.Allen URCS Faculty
Member

ヒューリスティックを用いて連想構造を統合

step 1

する.
主要なヒューリスティックを以下に示す.

 同名概念統合: 名前の文字列が同じ概念ユニッ

James Allen

Ph.D.

research interests
University of
Toronto

University of
Rochester

areas of research

トを統合する

 辞書参照概念統合: 辞書構造を参照して概念ユ

TRAINS Project

ニットを統合する

 包含的連想生成: ある概念ユニットの名前の文

step2

IS-A

James F.Allen

people

字列が他の概念ユニットの名前の文字列に含

URCS Faculty
Member

まれている時, その概念ユニットを key として
他の概念ユニットを value とする連想構造を
生成する

Ph.D.

 文脈参照連想統合: ある連想構造と他の連想構

areas of research
University of
Toronto
IS-A

IS-A

university
図5

造の key が同じ時, 連想構造を統合する

University of
TRAINS
Rochester
research interests

 重複連想統合: 重複する連想を統合する

IS-A

このほか, 表記の雑多性を解消するために, 複
数形統合ヒューリスティック (英語), ミドル

project

情報キャプチャ機構のアルゴリズム動作例

ネーム省略ヒューリスティック (英語), 略語統

Fig. 5 Information Capture Facility

析を用いて, 名詞句とそれに準じるものを概念ユニット
として抽出する. 見出し表現

<h1>...</h1> に囲まれ

F.Allen」
Faculty Member」 を key と し, 段 落 表 現
<p>...<p> で 囲 ま れ る 範 囲 か ら 生 成 さ れ た ユ ニッ
ト「Ph.D.」「University of Toronto」「University
of Rochester」 を value と す る 連 想 構 造 を 生 成 す る
(step 1).
「James F.Allen」は「James」という英語名の単語
を含むため「people」クラスであると推論し, IS-A 構
造を生成する. 「University of Rochester」「University of Toronto」は「university」という単語を含むた
め「university」クラスであると推論し, IS-A 構造を生
成する (step 2).

合ヒューリスティック (英語) などを実装した.
する.

る 範 囲 か ら 生 成 さ れ た ユ ニッ ト 「James

 最初の整理項目をクラスとするインスタンス

「URCS

6.

知的情報統合機構

利用者の入力に基づき均質な連想構造を生成

step 2

を最初の key として,

2 番目以降の整理項目を

2 番目の key として,

複数のユニット間の連想

構造の連鎖を探索する活性伝播型連想検索サ
ブルーチン5) を用いて value を求め, 新しい連
想構造を生成する.

 抽出キーワードが入力されている場合は, 最初
の key を求める際に, インスタンスの集合の中
から, 抽出キーワードの文字列を含むユニット
と連想構造で連結されているユニットを選択
する.
step 3

生成された連想構造を表, 箇条書, ネットワー

ク形式に変換して表示する.
6.2

例

情報キャプチャ機構により生成された生の連想構造

情報 キャプチャ 機構に よって自 動生成 された Bar-

は, そのままでもワークスペース上で検索することがで

bara Hayes-Roth と Phillipe Morignot に関する連想
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構造と, 利用者が手入力した連想構造が与えられた時に
略語統合ヒューリスティックにより, 「Adaptive

telligent Systems」と「AIS」を統合する.

同名概念統

CM-2

プロジェクト
dictionary
project

IS-A

IS-A

project

laboratory

Knowledge
Systems
Laboratory
IS-A
laboratory

AIS

agents

IS-A

IS-A

project

topic

step 1
Barbara Hayes-Roth
Phillippe Morignot morignot@
ksl.stanford.
IS-A
IS-A
edu IS-A
dictionary
people
e-mail
part

研究者

プロジェクト
dictionary
project

IS-A

Adaptive Intelligent Systems

AIS

Knowledge Systems Laboratory

agents

IS-A
topic

laboratory

を用いて異なる情報源から情報の収集・整理実

奈良観光ガイドブック

を参考にして, 奈良観光情報

ベースを構築した. 構築に際しては, ユニットと連想構
造の記述を手作業で行なってから,

IS-A 構造の生成を

行なった. 例えばガイドブックに「東大寺の二月堂でお
水取りが行なわれる」という情報がある場合,

step 2
利用者入力
Adaptive Intelligent
Systems

整理項目１

実験 1: 奈良観光ガイドブック

key 「東

大寺」「二月堂」 value 「お水取り」という連想構造を
作成した. 東大寺の写真 (画像ファイル) がある場合に

key 「東大寺」「写真」 value 「東大寺の写真 (外

プロジェクト
整理項目２
研究者

表

2176 個である. IS-A 構造に関しては, 一部情報キャプ
2) を実装し, 自動的に生成した. 固有名
詞辞書を与えずにどこまでできるかを実験した. 例え
ば, 「寺」判定ヒューリスイックは, 「寺」を文字列に
含むかどうかの簡単な知識である. 「寺」「神社」「値
段」など 26 のクラスに関して実験したところ, 350 個
の IS-A 構造が生成され, そのうちの 288 個 (82%) が適
切であった. 固有名詞辞書がなければ IS-A 構造の生成
が難しいのは, 「レストラン」「人」クラスなどである.
次に, 自動生成された IS-A 構造に関連するクラス
に関して, 知的情報統合機構を用いて情報整理の実験
を行なった. 適合率において, 「寺」毎に「花」「塔」
「像」「駐車台数」の 4 つのクラスを整理するテスト 1
の結果が 92%, 「花」毎に「寺」「時期」の 2 つのクラ

Phillippe Morignot

箇条書

プロジェクト
Adaptive
Intelligent
Systems

図6

研究者
・Barbara Hayes-Roth
・Phillipe Morignot

プロジェクト
Adaptive Intelligent Systems
・研究者: Barbara Hayes-Roth,
Phillipe Morignot

知的情報統合機構のアルゴリズム動作例

Fig. 6 Intelligent Information Integration Facility

手作業で構築した情報ベースは, 概念ユニット 1276 個,
外部参照データユニット 39 個, 連想構造 861 個の合計

Barbara Hayes-Roth

研究者

step 3

部参照データユニット)」という連想構造を生成した.

チャ機構 (step

Adaptive Knowledge
Intelligent Systems
Systems Laboratory

験

7)

は,

e-mail

IS-A

験を行なった.
7.1

IS-A
people
part

合ヒューリスティックにより, 「Knowledge

実

Phillippe Morignot morignot@
ksl.stanford.
IS-A
edu IS-A
people

Barbara Hayes-Roth

研究者
dictionary
people

In-

Systems
Laboratory」「university」などを統合する (step 1).
利用者が整 理項目 1 「プ ロジェクト」, 整理項目 2
「研 究 者」 を 入 力 す る と, 「プ ロ ジェ ク ト」 ま た は
「project」 ク ラ ス の イ ン ス タ ン ス で あ る ユ ニッ ト
「Adaptive Intelligent Systems」を最初の key とす
る. 項目 2 「研究者」を 2 番目の key とする. 「研究
者」または「people」クラスのインスタンスであるユ
ニットの中から, 「Adaptive Intelligent Systems」と
連想構造でつながりがあるユニット「Barbara HayesRoth」と「Phillipe Morignot」を value として, 連想
構造を生成する (step 2).

情報キャプチャ機構により自動生成
Barbara Hayes-Rothのページ Phillippe Morignotのページ

利用者入力

どのような処理を行なうのか説明する (図6).

7.
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スを整理するテスト 2 の結果が 86% であった (表2).

☆

連想構造を用いることにより, あらかじめ情報ベース
のスキーマ設計を厳格に行なわなくても, 情報源の情報
記述の流れに沿ってデータ入力ができることがわかっ
た. また, ユニットが普通名詞である場合は, 連想構造
を生成したあとに,

IS-A 構造を自動生成することが容

易でかつ有効であることがわかった.
7.2

実験 2: 日本経済新聞全文記事データベース

日経 DB の記事は見出し付テキストである. 見出しは
あらかじめ本文の内容を簡潔に表すように作成されてお
り, その中に含まれる概念を抽出することにより, 新聞
記事の理解や加工を助けられると考える.

☆

実験 1 では元の情報ベースを手作業で構築したので再現率の評価

は行なっていない.
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見出しから日本語形態素解析 JUMAN を用いて名詞

表2

を抽出して概念ユニット (key) として, 記事本文を参
照する外部参照データユニットを value とする連想構

情報源

造を生成する情報キャプチャ機構 (step

奈良観光ガイドブック

1) を実装した.

1994 年の日経 DB の中で「インターネット」という単
語を含む記事 285 件につき実験を行なったところ, 概念
ユニット 1188 個, 連想構造 285 個, 外部参照データユ
ニット 285 個生成された. 生成された概念ユニットのう
ち 92% が本文のキーワードとして適切であった. 次に,
実験 1 と同様に固有名詞辞書なしで情報キャプチャ機構
(step 2) を実装し, 「大学」「官公庁」クラスに関連す
る IS-A 構造を生成した.
知的情報統合機構により, 大学毎 (テスト 1) 及び官公
庁毎 (テスト 2) に記事を整理する実験を行なった. ここ
では, 単に組織名が含まれているというのではなく, そ
の組織が記事の主体であるかという観点で評価を行なっ
た. 適合率において大学毎で適合率 63%, 再現率 91%,
官公庁毎で適合率 83%, 再現率 71% であった (表2).
日経 DB のような新聞記事データベースでは, 見出し
がついていることと, 表記の雑多性が少ないことより,
見出しに含まれる情報からだけでもある程度役に立つ整
理ができることがわかった.
7.3

実験 3:

WWW

上の HTML 文書

4 節の例題に関する実験を行なった. 人工知能研究者
のホームページ 100 個から, 情報キャプチャ機構を用い
て HTML 文書 (英語) から情報を抽出し, 知的情報統合
機構を用いて 7 つの整理項目に関して整理を行なった.
情報キャプチャ機構において, ユニット 764 個, 連想
構造 625 個, IS-A 構造 755 個生成された. これはデー
タ量の増加をおさえるために step 2 において一部の
連想構造とユニットを削除した数である. クラス判定
ヒューリスティックのために与えた知識は, 「people」
「e-mail」「project」「university」「department」
「laboratory」「topic」の 7 つのクラスに関して 288
個である. ただし, 「university」「e-mail」「department」「laboratory」に関しては, 実験 1,2 と同様に
簡単な知識のみである. 「project」に関しては, あらか
じめ固有名詞辞書を与えずに, 「文字列に project を含
む」「大文字 3 文字以上である」などの知識を与えた.
「people」「topic」に関しては, それぞれ英語の名前
辞書, AI 用語辞書の知識を与えた.
次に, 知的情報統合機構を用いて, 「people」毎に
他の 6 つのクラスを整理するテスト 1 と, 「project」
毎に他の 6 つのクラスを整理するテスト 2 を行なった.
people 毎で適合率 90%, 再現率 83%, project 毎で適
合率 68%, 再現率 73% の確度で情報整理が正しく行な

実験結果

Table 2 Results of Experiments
テスト

適合率

再現率

テスト1

92%
86%
63%
83%
90%
68%

91%
71%
83%
73%

テスト2
テスト1

日本経済新聞全文記事データベース

テスト2
テスト1

WWW 上の HTML 文書

テスト2
適合率: 正しく生成された連想構造のユニット数
生成された連想構造のユニット数
正しく生成された連想構造のユニット数
再現率:
生成されるべきユニット数

われることを確認した (表2).

0
0

2 100 (%)
2 100 (%)

project 毎は, people 毎

に比べると若干率が悪いが, これはもともとのページが
人間に関するページであり,

project クラスのインスタ

ンスと他のクラスのインスタンスの間に直接的な連想構
造が生成されなかったためである.
連想構造と利用者の知識を用いることにより, 特別な
自然言語処理を行なわなくても,

HTML 文書からの概

念抽出と整理がうまく行なえることがわかった.
8.

議

論

本研究では, 雑多で構造の不均質な情報源から情報を
収集・整理するための手法を提案した. 本手法における
新規性は, データ構造としての連想構造にある. 連想構
造は,

(1) 生データから容易に生成できることと, (2) 人

間が直観的に理解しやすいことが特徴である. 連想構造
を用いることにより, 多様な情報源からの情報の収集と
整理を低コストで行なえる.
形態の雑多性に関しては, 概念と外部参照データとい
う 2 種類のユニットを導入することにより, 電子化され
た多様な情報源の情報を統合的に扱うことができた. ま
た, 連想構造は記述が容易であるため, 電子化されてい
ない情報源からの情報獲得も容易であることがわかっ
た.
表記の雑多性に関しては, 辞書構造の導入と, 知的情
報統合機構のヒューリスティックを用いることにより,
一部解消することができた. しかし, 概念の多義性の問
題や, 日本語の表記のゆれについては本研究では扱わな
かった.
構造の雑多性に関しては,

WWW 上の HTML 文書

のようなタグ付きの構造化テキストを例題として実験を
行なった結果, 連想構造を用いることにより,

HTML 文

書からの概念抽出と整理がうまく行なえることがわかっ
た. ここで実装した情報キャプチャ機構はキーワード抽
出を目的としたものであり, ほしい情報が文章で表され
るような場合には異なるアルゴリズムを設計する必要が
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ある. また, タグのついていないプレーンテキストに対

整理する手法を提案した．基本となるアイディアとして

しては今後の課題である.

雑多な情報をゆるやかに関連づける連想構造というデー

9.

タ構造を用いた. この手法に基づき情報整理システム

関連研究

CM-2

本研究は, 知識メディア8) ・オントロジー・エージェ

を試作した． CM-2 では,

(a) 既存の情報源から

情報を取り込み, 連想構造を生成する情報キャプチャ機

ントによる仲介を基本技術として知識共有と再利用の基

構,

盤の確立を目的とする知識コミュニティプロジェクト9)

行なう知的情報統合機構を実現した.

の一つである. 本研究では, 連想構造を基本構造とする

実験によって確かめた．

知識メディアに焦点をあて, 情報を収集, 整理するシス
テムを開発した.

(b) キーワードに基づき情報の切り出しと構造化を

本研究の関連研究として, インターネット上の異質な

WWW に関しては Yahoo をはじめとして, 多くの検索
エンジンが広く実用化されている. これらは主に情報収
集の手法に焦点があてられているが, 本研究のように収
集した情報を統合・組織化するところまでは研究が進め
られていない.
本研究をネットワーク上の情報の抽出・加工の点か
ら見ると, 佐藤ら15) の研究と関連する. この研究では,
ネットニュースを対象として, 抽出したい情報の雛型を
設定し, スタイルなどを与えるアプローチがとられてい
る. 本研究では WWW の HTML 文書などを対象とし
ている. 本研究の情報キャプチャ機構は, 利用者にドメ
イン知識がない場合や, 最初にどんな情報がほしいかわ
からない場合も考慮して, 不要な情報を取り込む可能性
があるがどのようなドメインでも汎用的に取り込む段階
と, ヒューリスティックを与えてより有用な情報を取り
込む段階から構成されるアプローチをとった.
新聞記事からの情報抽出に関しては, MUC(Message
Understanding Conference)16)17) において多くの実
験評価が行なわれいる. MUC では開発者にあらかじめ
見本データが通知されるため, 情報抽出の精度が非常に
高い. 一方我々は, 既存の多様な情報源の情報の整理を
目的としているため, 抽出精度は劣るかもしれないが,
連想構造を用いて情報をゆるやかに取り込んだ後に, 情
報の構造化を図っている.
本研究を, 人間の創造的問題解決プロセスを支援す
るコンピュータシステムという広義の発想支援システ

KJ エディタ19) や CAT120)

などと類似性がある. これらは主にアイディアの発散・
収束支援に焦点があてられている. 一方, 我々は既存の
雑多な情報源の情報を整理する手法に焦点をあててい
る.
10.

の有効性を

今後は, 異なる情報源から取得した大量の情報の統
合 (例えば, 人工知能に関して今回の WWW とネット
ニュース) などの課題に取り組む予定である.

情報からの情報獲得の研究10)11)12)13)14) がある. また,

ムの枠組18) でとらえると,

CM-2

おわりに

既存の雑多で構造の不均質な情報源から情報を収集・

参
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の研究に従事．人工知能学会，日本認知科学会，計測自
動制御学会ヒューマン・インタフェース部会,

AAAI 各

会員.

糀谷

和人

1994 年大阪大学工学部電子工学科
1996 年奈良先端科学技術大学

卒業.

院大学情報科学研究科博士前期課程
修了. 同年オムロン株式会社入社. 新
事業開発センタファジィ推進室所属.
知識獲得, データマイニングの研究に従事. 人工知能学
会会員.

西田

豊明（正会員）

1977 年 京都大学工学部情報工学
科卒業. 1979 年 同大学院修士課程修
了. 京都大学工学部助手, 助教授を経
て, 1993 年 奈良先端科学技術大学院
大学情報科学研究科教授, 現在に至
る. 京都大学工学博士. 1984 年から 1 年間 Yale 大学客
員研究員. 1995 年から科学技術庁金属材料技術研究所
客員研究官. 知識の共有と再利用, 知識メディア, 定性
推論の研究に従事. 1988, 89, 95 年人工知能学会全国大
会優秀論文賞授賞. 1988 年度人工知能学会論文賞授賞.
1990 年本学会創立 30 周年記念論文賞授賞. 著書「自然
言語処理入門」（オーム社）, 「定性推論の諸相」（朝
倉書店）など. 人工知能学会など各会員. IJCAI-97
Video Track Chair, 京都 21 委員など.

