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Identifying Constant and Unique Relations by Using Time-Series Texts∗
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Masashi TOYODA††d) , and Masaru KITSUREGAWA††e)

あらまし ウェブに存在する膨大な量のテキストを知識源として，固有表現間の関係知識を獲得する研究が盛
んに行われている．しかしながら，現実世界は刻一刻と変化しているため，テキストに含まれる関係知識の中に
は，現在では既に成り立たない（現在成立していても将来的に成り立たなくなる）関係が存在する．そのため，
テキストから得られた関係を整合性のとれた知識として集積する際に問題が生じる．このような問題を解決する
ために，本研究では恒久性と一意性に基づく関係の分類を提案する．我々は，大規模時系列テキストから得られ
る時系列頻度情報と言語情報に基づく素性を導出し，機械学習の分類問題として各分類問題を定式化する．提案
手法を用いて実験を行った結果，時系列頻度情報が恒久性の分類において再現率，一意性の分類において精度の
向上にそれぞれ有効であることを確認した．
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1. ま え が き

点においては成立していても，時間の経過に伴い成り

大規模化するウェブテキストを知識源とし，固有表

な仮定は明らかに不適当である．例えば，以下のよう

立たなくなってしまう可能性があるため，上記のよう

現間の関係知識を獲得する研究が近年盛んに行われて

な文から獲得される関係について考えてみよう．

いる [1]〜[7]．こうした研究の成果によって，膨大な数
の関係知識が得られるようになり，質疑応答システム
や含意関係判定 [8] など実世界知識を必要とする高度
な自然言語処理技術が実現されつつある．
従来の関係知識獲得に関する研究では，テキストか
ら得られた関係知識を全てそのまま蓄積し，利用する
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ことが暗黙的に仮定されている．しかしながら，テキ
ストから得られる関係は，そのテキストが書かれた時

ここで，下線部は固有表現，太文字はそれらの間の
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1 d の場合，新しい関係が獲得されても，必ずしも古
い関係を削除する必要はない．
上記のような関係知識の管理を可能にするため，本
論文では関係を恒久性と一意性（注 1）に基づいて分類す
ることを提案する．例えば，1 a と 1 b は恒久性があ

Table 1

表 1 恒久性がある，ない関係の例
Examples of constant and non-constant
relations.

恒久性あり
arg1 の出身地である arg2
arg1 の父親の arg2
arg1 の著者の arg2

恒久性なし
arg1 の首相の arg2
arg1 が所属する arg2
arg1 が住む arg2

る関係である．一方，1 c と 1 d は共に恒久性がない
関係であるが，1 c は一意性があるのに対して，1 d は
一意性がない．
提案手法では，与えられた関係が恒久性を有するか，
あるいは一意性を有するかを教師あり学習における分
類問題としてそれぞれ定式化する．我々は，大規模時

表 2 一意性がある，ない関係の例
Table 2 Examples of unique and non-unique
relations.
一意性あり
arg1 の出身地である arg2
arg1 の本社がある arg2
arg1 の首相の arg2

一意性なし
arg1 の創設者の arg2
arg1 の要素である arg2
arg1 と国境を接する arg2

系列テキストを用いて，分類に有効な素性を導出する．
具体的には，時間窓を用いた頻度情報と言語情報を用
いることで，分類を可能とした．
実験では，約 6 年間の日本語ブログアーカイブ（約

23 億文）から獲得された関係知識から 1000 関係を選
択し，提案手法の分類精度を評価した．その結果，時
系列テキストを用いた素性により，分類精度が顕著に
向上することを確認した．
本研究の貢献をまとめると以下のようになる．

の大統領は arg2 のような形式の関係知識を議論す
る．arg1 と arg2 は具体的な固有表現が入るスロッ
トである．
恒久性がある関係とは，arg1 にある語が代入され
たときに，arg2 に入る語が時間的に変化しない関係
と定義する．例えば，arg1 の出身地は arg2 は，個
人の出身地は決して変わらないので恒久性がある関係

我々は恒久性に着目した関係の分類という新た

となる．一方，arg1 の首相である arg2 は恒久性

なタスクを提案した．既存研究では，Weikum ら [11]

がない関係である．なぜならば，例えばアメリカの大

•

も述べているように，関係知識が時間的に不変である

統領は 2012 年 5 月の時点ではバラク・オバマである

ことを暗黙に仮定しているため，テキストから獲得し

が，以前はジョージ・ブッシュやビル・クリントンで

た関係を整合性をとって管理することが困難になって

あったように，時間によって変化し得るからである．

いる．我々の提案は，このような問題の解決に寄与す

表 1 に恒久性がある関係，及び恒久性がない関係の例

るものである．

をそれぞれ示す．

•

我々は，関係獲得における時系列テキスト情報

の新しい活用方法を提案して，その効果を検証する実
験を行った．実験の結果，時系列テキストから得られ
た統計情報は，恒久性の分類のみならず，一意性の分
類においても有用であることが確認された．

一意性がある関係とは，arg1 にある語が代入され
たときに，arg2 に代入できる語が任意の時点におい
て唯一に定まる関係と定義する．例えば，arg1 の
出身地の arg2 は，出身地は常に一意に決まるため
一意性のある関係である．また，arg1 の本社があ

本論文の構成は以下のようになる．2. では関係の恒

る arg2 も一意性がある関係であるが，本社の住所

久性と一意性について述べ，本研究で取り組む関係分

は時間によって変化し得るため恒久性はないという点

類タスクの設定について述べる．3. 及び 4. では，恒久

で前に述べた関係と異なる．一方，arg1 の創設者の

性と一意性の分類タスクのために，時系列テキストか

arg2 は，ある会社の創設者は二人以上存在し得るた

ら獲得する素性について述べる．5. では，評価実験に

め，一意性がない関係である．表 2 に一意性がある関

ついて述べる．6. では，関連研究について述べ，最後

係，及び一意性がない関係の例をそれぞれ示す．

に 7. で本研究のまとめと今後の課題について述べる．

2. 恒久性と一意性に基づく関係の分類
2. 1 恒久性と一意性
まずはじめに，関係の恒久性及び一意性という二つ
の性質について議論をする．以下，本論文では arg1
412

2. 2 考

察

恒久性と一意性の判定を行う際，我々は多少の例
外を許容するものとする．例えば arg1 の大統領の

arg2 という関係を考える．我々はこれを恒久性がな
（注 1）
：関係の時間的変化は考慮していないが，Ritter ら [9] や Lin
ら [10] は functional relation と呼んでいる．
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く，一意性のある関係と捉えるが，以下のような例外

たような値をとると考えられる．

的な場合を想定することもできる．例えば，紛争状態

一方で，恒久性のない関係（例：arg1 が所属する

にある国では，同時に複数の大統領が存在することが

arg2）では，arg1 のある値に対して，arg2 が取り

ある．また，独裁国家においては，大統領が変わらな

得る値は時間によって異なると考えられる．例えば，

いことも考えられる．しかしながら，これらはいずれ

図 1 は arg1 の所属する arg2 において，arg1 の

も特殊な場合であると考えられるため，本研究では

値としてプロサッカー選手である “本田圭佑” が与え

arg1 の大統領の arg2 は恒久性のある関係や一意

られたときの arg2 の値の時系列頻度分布を表して

性のない関係としては考えない．

いる．本田圭祐は 2008 年から 2010 年の間に，VVV

上記の考察から，関係の恒久性と一意性は客観的に

フェンロから CSKA モスクワに移籍している．その

決定することが難しいことが分かる．しかしながら，

ため，2008 年と 2010 年の時点では，arg2 に出現す

関係が恒久性及び一意性という性質をもっているとい

る語が大きく異なることが確認できる．以下では，こ

う考え方は直感的に受け入れられるものであり，それ

のような時系列頻度の情報を，どのようにして恒久性

らの性質は複数の人間がある程度の一貫性をもって判

分類の素性として利用するのかを具体的に述べていく．

定可能であると考えている．評価実験においても，被
験者の間においてある程度の一致を確認することがで
きた（5. を参照）．

［時系列頻度情報に基づく素性］
我々は，arg2 に出現する語の頻度分布の類似度を
コサイン類似度を用いて求める．arg1 に出現するす

2. 3 問題設定とアプローチ

べての語について，arg2 の分布のコサイン類似度を

本研究では，与えられた各関係を恒久性と一意性に

求めて平均すると以下のようになる．

基づいて分類することを問題として設定した．恒久性
と一意性は，二つの独立した分類問題として定式化し，
教師あり学習を用いてこれらの分類問題を解く．

1
N



cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))

e∈EN (r)

正確な分類を行うためには，どのような素性を学習

ここで，r は関係（例：arg1 の大統領の arg2），e

に用いるかが問題となる．3. では恒久性の分類に用い

は arg1 に出現する語（例：“アメリカ”），Fw (r, e) は

る素性，4. では一意性の分類に用いる素性について述

r において arg1 の値として e が与えられたときの

べる．いずれの素性も，時系列頻度情報に基づく素性

arg2 の頻度分布である．w1 と w2 は，頻度分布の情

と，言語情報に基づく素性に分けることができる．

報源となる時間窓を表している．EN (r) は arg1 にお
ける頻度上位 N 語の集合である．EN (r) にあたって

3. 恒久性の分類に用いる素性

は，時系列テキスト全期間を用いて頻度の順序を決定

3. 1 時系列頻度情報

する．

恒久性の分類に用いる素性として，異なる期間にお
いて arg2 に出現する語の頻度分布変化を用いること
が考えられる．
［時系列テキスト］
時系列テキストとしては，2006 年 2 月から 2011 年

9 月までの期間で蓄積した日本語のブログアーカイブ
を用いた．このテキストデータは，全部で約 23 億文
から成り立っている．各ブログ記事には収集された時
間情報が付加されており，月別にまとめられている．
そのため，以降では，1 か月を単位時間として議論を
する．
［アプローチ］
恒久性がある関係（例：arg1 の出身地は arg2）
では，arg1 にある値（例：“モーツァルト”）が与え
られたとき，相異なる二つの期間において arg2 は似

図 1 関係 arg1 が所属する arg2 の時系列頻度分布
Fig. 1 Time-series frequency distribution of arg1
belongs to arg2 when arg1 takes Keisuke
Honda.
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ここで，w1 や w2 という二つの時間窓をどのように
選択するかという問題が生じる．ある関係が恒久性を

Table 3

表 3 恒久性の分類に用いる接頭辞の例
Japanese preﬁxes and adjectives indicating
non-constant relations.

もたないことを把握するためには，二つの時間窓にお

前，新，元，現，旧，初，次など

いて arg2 の頻度分布が異なることが必要である．し
かしながら，事前にそのような時間窓のペアを知るこ
を作成する．次に，分類対象の関係から名詞を抽出

とは不可能である．
そこで，提案手法では全ての時間窓のペアに対する

し，その名詞の直前に各接頭辞が出現した頻度を計算

類似度の平均値，最小値，最大値を素性として学習に

する．この頻度の計算にあたり，我々は 3. 1 で述べた

用いる．

日本語ブログ全記事を用いた．この場合，時間情報は

1
N
1
N
1
N


e∈EN (r)


e∈EN (r)


e∈EN (r)

ave

w1 ,w2 ∈WT
w1 =w2

max

w1 ,w2 ∈WT
w1 =w2

min

w1 ,w2 ∈WT
w1 =w2

cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))

重要ではないため，頻度は全てのテキストから計算し
たものを用いる．最後に，各接頭辞の頻度がしきい値

θ1（注 3）を超えた場合 1 を，それ以外の場合は 0 を素性
cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))
cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))

ここで，WT は幅が T となる全ての時間窓の集合であ

の値として学習に与える．もし，関係に名詞が含まれ
ない場合は 0 として与える．
［時制と相］
時制と相は，恒久性がない関係を認識するための手
掛りとして使うことができる．ここで，以下の文章に
ついて考える．

る．実際に我々が用いるブログアーカイブは 2006 年

2 月から 2011 年 9 月までの 68 か月期間から収集さ
れているため（詳しくは 5. 1 で述べる），例えば T =3
（か月）と設定した場合，WT は 66 個の時間窓からな
る集合となる．固有表現の数 N と時間窓の期間 T は
ハイパパラメータである．本研究では，N =100 とし
た．また，時間窓の幅 T として，1，3，6，12 か月の
四期間を設定し，それぞれ前述のコサイン類似度の平
均値，最小値，最大値を計算することで得られた計 12
個の素性を用いる．

3. 2 言 語 情 報
本節では，恒久性の分類に用いる言語情報に基づく
素性について 2 種類述べる．
［接頭辞］
恒久性がない関係では，関係を表す語彙統語パター
ンの中で以下のような接頭辞が用いられることが多い．

(2) a. 米国の前大統領のジョージ・ブッシュ
b. 米国の初大統領のリンカーン

(3) a. 米国の大統領はビル・クリントンであった．
3 a のように，テキストにおいて過去形で記述され
ている関係があれば，その関係は恒久性を有さない可
能性が高いと考えられる．
提案手法では，時制として “た”，相として “てい
る”，“てる” をキーワードとして用いる．“た” は過去
の時制，“ている” と “てる” は文脈のよって持続や進
行形を意味する．
関係に含まれる動詞の直後に，各キーワードが出現
する頻度に基づいて素性を定義する．この素性は，も
し頻度がしきい値 θ2（注 4）を超えたならば 1 を，それ以
外は 0 を値とする．頻度は接頭辞に基づく素性と同様
にして計算し，もし関係に動詞が含まれない場合は値
を 0 とする．

4. 一意性の分類に用いる素性
本章では一意性の分類に用いる素性について述べる．
これらの素性も恒久性の分類と同様に，時系列頻度情

接頭辞 “前” や “初” は大統領が時間によって変化

報に基づくものと言語情報に基づくものに分けること

することを暗に示しているため，arg1 の大統領の

arg2 は恒久性がない関係であると判断する素性とし
て使うことができる．
表 3 に挙げた時間変化を示唆する接頭辞を用いて，
以下の手順で素性を設定した．まず，日本語形態素解
析用辞書である NAIST-jdic（注 2）から接頭辞のリスト
414

（注 2）
：http://sourceforge.jp/projects/naist-jdic/
(version mecab-naist-jdic-0.6.0-20090616)

（注 3）
：評価実験では θ1 =10 とした．ここではその言語表現が使われ
うるかを素性としているため，誤解析による誤検出の影響を除くことが
できるしきい値を，実際にデータを見て恣意的に決定した（以後のしき
い値も同様）．
：評価実験では θ2 =3000 とした．
（注 4）

論文／時系列テキストを用いた恒久性と一意性に基づく関係の分類

ができる．

度より十分大きい場合，一意性を有する可能性が高い．

4. 1 時系列頻度情報
本節では，一意性の分類に用いる時系列頻度情報に
基づく素性について 2 種類述べる．
［固有表現の種類数］
一意性の分類に用いる素性として，arg2 に出現す

そこで，提案手法では全ての時間窓に対する頻度割
合の平均値，最小値，最大値を素性として学習に用
いる．

1
N

る語の種類数を計算することが挙げられる．一意性が
ある関係では，理想的にはある期間において arg2 に
出現する語の種類数が 1 種類になるはずである．書か

1
N

れた時点の事実と異なる arg2 がノイズとして観測さ
れることもあるかもしれないが，いずれにせよ arg2
の種類数が少ないほど一意性を有する可能性が高いこ
とには違いない．
しかしながら，そのような単純なアプローチには
関係の恒久性を考慮していないという欠点が存在す

1
N


e∈EN (r)


e∈EN (r)


e∈EN (r)

ave

fw (e, r, e1st )
fw (e, r, e2nd )

max

fw (e, r, e1st )
fw (e, r, e2nd )

min

fw (e, r, e1st )
fw (e, r, e2nd )

w∈WT

w∈WT

w∈WT

ここで，fw (e, r, e ) は関係 r における，arg1 と arg2
がそれぞれ e と e のときの頻度である．また，w は
時間窓を表す．

る．例えば，恒久性がなく，一意性がある関係として

4. 2 言 語 情 報

arg1 の本社がある arg2 を考える．もし，頻度情

文章の並列構造や列挙を示唆する助詞・接尾辞は，

報を多く得るために時間窓の幅を広く設定すると，こ

一意性がない関係を認識するための手掛りとして使う

の関係は恒久性がないために過去や未来に成り立つ語

ことができる．以下の文章を考える．

も頻度分布に現れてしまい，まるで一意性がない関係
に見えてしまう．では，時間窓の期間を狭くすればよ
いことになる．しかしながら，時間窓の期間を狭くす

(4) a. フランスと国境を接するイタリアとスペイン
b. フランスと国境を接するイタリアなど

ると今度はデータスパースネスの問題が生じ，頻度情
報が十分に得られないという問題が生じる．
このようなトレードオフは，時間窓の適切な幅を決
定することが困難であるという問題を提起している．
提案手法では，このような問題に対処するために 3. 1
と同様に，時間窓の幅 T として四つの値を設定した素
性を用いる．

1
N
1
N
1
N


e∈EN (r)


e∈EN (r)


e∈EN (r)

4 a の助詞 “と” による並立構造は，フランスと国境
を接する国が複数ある（ここではスペイン）ことを意
味しているため，arg1 と国境を接する arg2 は一
意性がないと判別できる．そこで提案手法では，並立
構造に用いられる各助詞（表 4 を参照）が，arg2 の
直後に出現する頻度に基づいて素性を定義する．もし，
頻度がしきい値 θ3（注 5）を超えた場合は 1 を，それ以外

ave #type(Fw (r, e))

w∈WT

max #type(Fw (r, e))

w∈WT

min #type(Fw (r, e))

w∈WT

は 0 を素性の値とする．
また，4 b の助詞 “など” も，フランスと国境を接す
る国が複数あることを意味しているため，arg1 と国
境を接する arg2 は一意性がないと判別できる．そこ
で提案手法では，“など” に加え四つの接尾辞（注 6）が，

arg2 の直後に出現する頻度に基づいた素性も定義す
る．もし，しきい値 θ4（注 7）を超えた場合 1 を，それ以

なお，#type(・) は arg2 に出現する語の種類数を表し
ている．
［頻度上位二語間の頻度割合］
提案手法では更に arg2 に出現する頻度上位二語間

Table 4

表 4 並立構造の特定に用いた助詞
List of Japanese particles that are used to
form coordination structures.
と，とか，や，やら，だの，なり，か

の頻度割合を素性に用いる．ここで，e1st と e2nd を，
それぞれ arg2 に出現する最も頻度が高い語と 2 番目
に頻度の高い語とする．もし，e1st の頻度が e2nd の頻

（注 5）
：評価実験では θ3 =10 とした．
（注 6）
：“ら”，“等”，“たち”，“達” である．
：評価実験では θ4 =10 とした．
（注 7）
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Table 5

分類

恒久性

一意性

表 5 恒久性・一意性の分類に用いる素性の概要
Summary of features used in the classiﬁcations of constancy and
uniqueness.
時系列頻度情報

1
N



fi =
e∈EN (r) {ave, max, min}w1 ,w2 ∈WT
w1 =w2



1
N

1
N

cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))

e∈EN (r) {ave, max, min}w∈WT



e∈EN


1
0

言語情報
f requency(wij ) > θj
otherwise

wi接頭 = { 前，新，元，現，旧，初，次 etc}

#type(Fw (r, e))

wi時制，相 = {〜た，〜ている，〜てる }

1 f requency(wij ) > θj
fi =
0 otherwise

fw (e,r,e1st )
fw (e,r,e2nd )

wi並列 = { や，と，とか，やら etc}

(r) {ave, max, min}w∈WT

wi接尾 = { など，ら，等，たち，達 }

外は 0 を素性の値とする．
このようにして，言語情報に基づく素性として合計

12 個の素性を用いる．
3. と 4. では，それぞれ恒久性，一意性の分類に用
いる素性について述べた．ここで，これまで述べた素
性を表 5 にまとめる．次章では，これらの素性を用い
た評価実験について述べる．

5. 評 価 実 験
本章では，正解データを人手によって作成し，提案

図 2 係り受け構造を用いた関係知識の獲得
Fig. 2 Example of extracting a relation using
dependency path.

手法を用いた恒久性と一意性の分類を評価する．実験
では，パラメータである固有表現数 N 及び時間窓の
期間 T が分類の性能に及ぼす影響を調査し，誤分類の
原因について分析を行った．

5. 1 実験データ
実験データの作成にあたり，3. 1 で述べた時系列テ
キストから関係知識を獲得し，そのうち約 1000 関係
に人手で各分類タスクにおける正解ラベルを付与した．
具体的な手続きについては以下に述べる．
まず，時系列テキストを係り受け解析し，二つの固有
表現とそれらの間の最短係り受けパス（注 8）を関係知識
として獲得する．例えば，文章として「昨日，本田圭佑
」が与えられ
が所属する CSKA モスクワが快勝した．
た場合，図 2 のように関係知識が獲得される．係り受
け解析には，Yoshinaga と Kitsuregawa による高速分
類手法 [12] を用いた構文解析器 J.DepP（注 9）を用いた．
また，類義関係や上位下位関係に起因する表記の多様
性を吸収するために，本研究では日本語 Wordnet [13]
を用いた．具体的には，同一語義 (synset) に属する
語，及び，上位下位関係にある synset に所属する語
を同一のものとして扱った．
我々は，獲得された二つの固有表現の組合せ数上位

1000 関係を選択し，各関係について恒久性があるか否
416

か，一意性があるか否かを被験者に依頼してラベル付
けしてもらった．各関係当り三人の被験者を割り当て，
多数決により最終的な正解ラベルを決定した．kappa
値 [14] は恒久性が 0.346，一意性が 0.428 となってお
り，Landis ら [15] の基準によるとそれぞれ妥当な一
致と相当な一致となる．
被験者のラベル付けが一致しなかった主な要因とし
て，各被験者が知っている arg1 の語に知識差がある
ことが挙げられる．例えば，arg1 が arg2 と戦う 
を考えよう．この場合，arg1 としては，サッカーチー
ムや野球球団，またはボクサーなどを考えると対戦相
手は一意に決まるため，この関係は一意性を有するよ
うに見える．しかし，陸上競技や水泳など複数のチー
ムや選手が同時に戦う競技もあるため一意性は有さな
い．このような要因による不一致は恒久性についても
生じる．正確なラベル付けには網羅的な世界知識が必
要であり，被験者間でそのような知識にばらつきがあ
ると不一致が生じやすくなる．以下では，上記の他に
被験者のラベル付けが一致しなかった代表的な要因を
（注 8）
：活用語は原型に正規化する．
：http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/˜ynaga/jdepp/
（注 9）
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恒久性と一意性のそれぞれについて述べる．
［arg1 の語の粒度の違い］
恒久性のラベル付けで生じた不一致の代表的な要因

示されており [16], [17]，実装が容易で高速な Passive

Aggressive アルゴリズム [18] を用いた．
［恒久性の分類］

として，固有表現の粒度の違いが挙げられる．例えば，

図 3 に恒久性の分類における再現率・精度曲線を示

arg1 が arg2 で開幕する  を考えよう．このとき，

す．関係の恒久性の分類に関する既存研究は存在しな

arg1 の語として “オリンピック” を考えると，4 年ご

いため，ベースライン手法には以下の式で表せられる

とに開催地は変わるため恒久性を有さない．しかし，

コサイン類似度を用いた簡易な手法を用いた．

arg1 の語として “ロンドン オリンピック” を考える
と，開催地は “ロンドン” で変化しないため恒久性を
有する．このように，恒久性を判別するとき，被験者

1
N



cos(Fw1 (r, e), Fw2 (r, e))

e∈EN (r)

が想定する arg1 の語の粒度が異なると違った結果と

なお，時間窓 w1 は固有表現 e が最初に観測される月，

なってしまう．

w2 は固有表現 e が最後に観測される月で決定される．

［関係の意味的曖昧性］
一意性のラベル付けで生じた不一致の代表的な要因
として，関係が複数の意味に解釈され得ることが挙げ
られる．例えば，arg1 が arg2 で受賞する  を考え

上記の類似度があるしきい値以上である関係 r を恒久
性があると分類する．実験結果の再現率・精度曲線は，
このしきい値を変化させることで描かれている．
図 3 から，提案手法により再現率・精度共にベー

よう．この関係では，制作者と受賞した祭典名（例：

スライン手法に比べて大きく上回る分類結果が得られ

“アカデミー賞”）との関係とも考えられるし，“英国

た．ベースライン手法の再現率・精度が極端に低いの

王のスピーチ” といった受賞した作品名との関係とも

は，最初と最後の月の頻度分布のみに注目するだけで

考えられる．前者の場合は一意性を有するが，後者の

は，5. 5 で述べるような誤分類の原因の影響を大きく

場合は同時に複数の作品で受賞することも考えられる

受けてしまうからである．

ため一意性を有さないと判断することもできる．この

恒久性の分類では，言語情報に基づく素性は時系列

ように，関係を係り受けパスだけで表現すると複数の

頻度情報に基づく素性よりも有効であった．また提案

意味として捉えられる場合があり，このような場合に

手法では，特に再現率 0.69 以上において言語情報に

は一意性を判別することができない．

基づく素性のみを用いた場合より精度が高くなってお

Lin ら [10] の研究で用いた実験データでは，一意性
の判別において二人の専門家間で 95.5%の一致が得
られたと報告されている．これに対し，我々の実験

り，言語情報に基づく素性と時系列頻度情報に基づく
素性が相補的な関係となっていることが分かる．
［一意性の分類］

データでは最も一致した二人の被験者間で，恒久性

図 4 に一意性の分類における再現率・精度曲線を

が 91.6%，一意性が 80.1%であり，彼らの数値と比べ

示す．ベースライン手法としては Lin ら [10] の手法

ると低い一致率となった．しかしながらこれは，彼ら
の実験データでは，関係の恒久性を考慮せず，時制を
含んだ関係を扱っているという点で我々のデータセッ
トと異なっているためだと考えられる．時制が過去で
ある関係（例：arg1 が訪れた arg2）は，一意性が
ない関係になることが多く，被験者のラベル付けの一
致が高くなることが予想される．本研究では時制や
相は取り除いて関係を扱っており，一意性の判別がよ
り難しいデータセットであったことから，このような

kappa 値となったといえる．
5. 2 実 験 結 果
上記の実験データを用いて，恒久性，一意性のそれ
ぞれの分類に対し五分割交差検定を行った．分類器と
しては，多くの自然言語処理タスクでその有効性が

Fig. 3

図 3 再現率・精度曲線（恒久性の分類）
Recall-precision curve. (constancy classiﬁcation)
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Fig. 4

図 4 再現率・精度曲線（一意性の分類）
Recall-precision curve. (uniqueness classiﬁcation)

図 5 N の値による分類精度（恒久性の分類）
Fig. 5 Comparison with the methods varying a value
of N for constancy classiﬁcation.

（KLFUNC，KLDIFF 及びそれらの平均値）を実装し，
特に彼らの研究において最も性能が良かった KLFUNC
と KLDIFF の平均値を用いた手法をベースライン手
法とした．
図 4 から，提案手法により再現率・精度共にベース
ライン手法に比べて大きく上回る分類結果が得られた．

Lin らの手法は我々の提案手法に類似した手がかりを
用いているが，時系列情報を考慮していないという点
で異なる．よって，時系列情報を用いることが恒久性
のみならず一意性の分類において有用であることが示
されたといえる．
一意性の分類では時系列頻度情報に基づく素性が分
類において中心的な役割を果たし，言語情報に基づく

図 6 N の値による分類精度（一意性の分類）
Fig. 6 Comparison with the methods varying a value
of N for uniqueness classiﬁcation.

素性はあまり有効に働いていないことも分かった．こ
の要因として考えられるのは，並立助詞が使われてい

も見えるが，差は無視できる程度にとどまっている．

るからといって必ずしもその関係が一意性を有さない

また，N を全固有表現にした場合は分類精度が大きく

ことにはならないということが挙げられる．例えば

低下した．これは，下位の固有表現は出現頻度が少な

「イチローが所属するマリナーズとヤンキースが対戦

いためノイズの影響が無視できなくなるためと考えら

した．
」といった文章における並立助詞 “と” は，イチ

れる．

ローがマリナーズとヤンキースの 2 球団に同時に所属

一方で，一意性の分類においては，N の値の違いに

していることを表しているわけではない．これらを正

より大きな分類精度の変化が見られた（図 6 を参照）．

確に識別するにはより高度な解析が必要である．

一意性の判別においては，より良い分類結果を得るた

5. 3 固有表現数 N の分類精度への影響
3. 1 で述べたように，提案手法では arg1 の固有表
現数 N の値を 100 に設定した．この設定の有用性を確
かめるために，固有表現数 N の値をそれぞれ 2，10，

20，100，500 及び全ての固有表現（注 10）に設定したと
きの分類精度を評価した．
図 5 から，恒久性の分類において，N =2〜500 で
は値が大きいほど分類の性能が良くなっているように
418

めに N の値を調整する必要があるといえる．

5. 4 時間窓の期間 T の分類精度への影響
提案手法では，3. 1 や 4. 1 で述べたように，素性と
して時間窓の期間を複数設定したものを用いた．この
手法の有用性を確かめるために，単一の T に基づく手
法と提案手法の分類精度を比較した（図 7，図 8）．
（注 10）
：実験データでは最大で 30655 語

論文／時系列テキストを用いた恒久性と一意性に基づく関係の分類

Table 6

表 6 誤分類の原因
Major factors of misclassiﬁcations.

恒久性の
誤分類数
類義語・上位下位概念語の不特定
14
話題性による記述の偏り
2
短期的な時間変化
14
過去の事実の記述
9
誤情報の記述
3
長期的な時間変化
6
原因

一意性の
合計
誤分類数
48
62
44
46
39
53
11
20
10
13
0
6

いるため，相補的に精度が向上したと考えられる．
以上から，時間窓の期間を複数設定した素性を用い
図 7 T の値による分類性能（恒久性の分類）
Fig. 7 Comparison with the methods using only a single
value of T for constancy classiﬁcation.

ることが有効であることが示された．
一方で，恒久性の分類においては，時間窓の期間を
複数設定する提案手法の有用性は見られなかった（図 7
を参照）．

5. 5 誤分類の原因分析
誤分類した関係のうち両タスクから合計 200 関係を
無作為に選び，その原因について調査した結果，表 6
のようになった．
［類義語・上位下位概念語の不特定］
本研究では類義語・上位下位概念語の特定のため，
日本語 Wordnet を用いた．しかしながら，それでも
認識できない異表記が存在し，誤分類の原因となって
いた．例えば，arg2 がとる固有表現に “グーグル” や
図 8 T の値による分類性能（一意性の分類）
Fig. 8 Comparison with the methods using only a single
value of T for uniqueness classiﬁcation.

“Google” といった翻字に起因する表記揺れが存在す
るために，時間的に変化しているように見えてしまい，
恒久性がない関係に誤分類してしまう場合がある．ま
た，arg1 の固有表現として “松井” があったときに，

図 8 から，一意性の分類において，提案手法は単

“松井秀喜”，“松井稼頭央”，“松井大輔” などの複数の

一の T に基づく手法よりも分類精度が向上すること

対象を指し得る略称が用いられると，arg2 の固有表

が確認できる．特に，再現率 0.345 において提案手法

現としては，その略称が指す全ての固有表現 arg1 に

による精度の向上が顕著である．このとき，それぞれ

対応した固有表現 arg2 をとることとなり，一意性が

T = 1，T = 12 として生成した素性のみを用いて正

ある関係を一意性がない関係と誤分類してしまう．こ

しく分類できた関係 S1 ，S12 を比較したところ，一致

うした異表記を扱うには，翻字認識や名寄せに関する

した割合 |S1 ∩ S12 |/|S1 |(= |S12 |) は 0.558 にとどまっ

研究成果を取り込んでいく必要があると考えられる．

た．例えば，arg1 の新曲の arg2 という一意性が
ある関係では，一般的に新曲は 1 年に数曲でることが

［話題性による記述の偏り］
ブログ記事において記述される話題には偏りがあり，

多いため，T = 1 では正しく分類されているものの，

誤分類の大きな原因となる．例えば，ハリウッド俳優

T = 12 ではそれらを同時に扱ってしまうため正しく

であるウィル・スミスの息子のジョイデン・スミスは，

分類されなかった．

時系列テキストにおいて頻繁に記述されている．これ

このことから，T = 1，T = 12 において生成され

は，ジョイデン・スミスが父と映画で共演したからで

る素性が，それぞれ異なる関係を正しく分類するのに

あり，他の子供についてはブログにはほとんど記述さ

有効となっているといえる．提案手法ではこれらの素

れない．このため，例えば arg1 の息子の arg2 と

性を含め，様々な T で生成された素性を同時に用いて

いった一意性がない関係を，一意性があると誤分類し
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てしまう．
［短期的な時間変化］

収に乗り出しているのではないかという憶測によるも
のである．事実ではないこのような記述のために，ま

我々が用いた時系列テキストは 1 か月を単位時間と

るで複数の企業が同時に買収したように見えてしまい，

している．そのため，それよりも短い間隔で変化する

一意性がある関係を一意性がないと誤分類してしまう．

関係については，時系列頻度情報に基づく素性が分類
精度向上に寄与しにくくなる．例えば，arg1 が arg2
を下す  の arg1 に海外のサッカーチームである “レ

6. 関 連 研 究
大規模テキスト，特にウェブテキスト（1. を参照）

アル・マドリード” を代入したときを考えよう．サッ

から関係知識を獲得する研究は，近年盛んに研究され

カーの試合は 1 か月に複数回行われるので，1 か月を

ている．しかしながら，これまでの研究の多くは単に

単位時間とすると複数の相手チーム（例えば，“バル

テキストから関係を獲得することに着目していた．そ

セロナ” や “バレンシア”）と同時に試合をしたように

のため，整理・管理を目的として関係知識を分類する

見えてしまう．このため，一意性がある関係を一意性

研究は少ない．

がないと誤分類してしまう．しかしながら，このよう

関係の恒久性を分類する研究はこれまで行われてい

な誤分類が起こる関係の多くは，arg1 が arg2 に勝

ない．関係の恒久性を考慮した関係獲得研究としては，

利する  や arg1 が arg2 を訪れる  といったように

Temporal Information Extracton タスク [19], [20] が

瞬間的な動作を表す動詞を伴うものがほとんどであり，

挙げられるであろう．このタスクでは，テキスト（例：

動詞そのものの性質を別に特定することによって判断

“オセロはシェイクスピアによって 1602 年に書かれ

可能だと考えている．

た．”）からイベントとそれが起きている期間の情報

また，表 6 の原因にある「長期的な時間変化」で

を獲得する．テキストから直接獲得される時間情報は

は，ブログ記事の収集期間内では変化しなかった恒久

関係の恒久性を知る上で確かに有益であるが，それだ

性がない関係を恒久性があると誤分類してしまう．今

けで関係の恒久性を判定することは難しい．

回頻度情報の抽出に用いた時系列テキストは 6 年分な

一方で，関係の一意性に関しては研究は幾つかの研

ので，arg1 のライバルの arg2 のようなそれより長

究が行われている．Ritter ら [9] は，関係の一意性が

い期間で変化するような関係は恒久性を有すると判断

様々な自然言語処理タスク（矛盾検出や数量詞の範囲

されていた．これらに対処するためには，6. で述べる

特定，類義語の特定など）を解く上で有用であること

ような文中に記述されている時間表現（“1980 年” や

を指摘した．彼らは EM アルゴリズムに基づく手法に

“平成 18 年” など）を用いる必要があると考えている．

より，関係の一意性をスコア付けする手法を提案した．

［過去の事実の記述］

Lin らは，一意性を判別するために，三つのアルゴリ

本研究では，各ブログ記事が収集されたときのタイ

ズムを提案した．これらの研究では，本研究と同じ一

ムスタンプを時間情報として用いている．そのため，

意性の分類問題について扱っているが，一意性の判別

ある記事に過去の出来事について記述されていた場合，

の際に恒久性の観点を考慮していない（4. 1 を参照）

提案手法では記事が収集されたときの事実として扱わ

という点で提案手法とは異なる．

れてしまうという問題がある．しかしながら，ブログ
記事には比較的最近の出来事について書かれることが

7. む す び

多く，また分類の素性においても時系列情報だけでな

本研究では，実世界テキストから獲得した固有表現

く，そのような影響を受けにくい言語情報も用いてい

間の関係知識を集積する際に，知識の整合性の問題が

るため，誤分類の大きな原因とはならなかった．

生じることを指摘した．更に，その問題を解くために

［誤情報の記述］
ウェブテキストには，誤った情報や憶測に基づく記

関係知識の恒久性・一意性の概念が有用であることを
議論し，獲得された関係知識を関係の恒久性と一意性

述があり，それらの記述がノイズとなって誤分類の原

という観点から分類する手法を提案した．具体的には，

因となってしまう．例えば，arg1 が arg2 に買収さ

時系列テキストを用いることで，各分類タスクに対し

れる  の arg1 に “Yahoo!” を代入すると，arg2 とし

て考案した言語情報に基づく素性と，時系列頻度情報

て “Microsoft” や “Google” といった固有表現が獲得

に基づく素性を導出し，これを線形分類器の素性とし

された．これは，Microsoft や Google が Yahoo!の買

て用いた．評価実験の結果から，時系列頻度情報に基
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