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あらまし 近年，インターネット上の電子情報が増加の一途をたどっている．我々が獲得できる情報の量は増
えているものの，必要な情報すべてに目を通すことは難しい．そのため自動要約を行う手法が開発されつつある．
自動要約の手法は大きく，指示的要約と報知的要約とに分けられる．指示的要約は，あるテキストを読むかどう
かを判断するために用いられ，報知的要約は，原文の代替物として用いられる．本論文では，ストーリーを理解
するために必要な項目を含む文を抽出する報知的な要約生成システムを提案する．本手法においては，テキスト
の主題を表し，テキストを通じて出現するメイントピックと，テキストの主題に関連してテキスト中で部分的に
出現するサブトピックを抽出する．すなわち，サブトピックを抽出することにより，テキストのストーリーを理
解する上で必要な項目を網羅した要約を提供するシステムを本論文で提案する．
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1. ま え が き

1990 年代中盤からのパソコンや WWW（World

Wide Web）の急速な普及と利用者の増加に伴い，新

聞や学術論文はいうに及ばず，その他日常の様々なテ

キストが電子化されてきている．しかし，Web上の膨

大なテキスト集合から，既存の情報検索エンジンを用

いて目的に合致したテキストを探し出したとしても，

その数は依然膨大である．また，多くの検索エンジン

ではテキストそのものが結果として戻ってくるため，

各テキストの内容を確認して目的に合致するか否かを

判断しなければならない．この現状のため，情報の奔

流に埋もれている必要な知識を我々が獲得することは

困難となっている．

このような状況における効率的な知識獲得技術と

して注目を集めているのが，テキストの自動要約技

術 [15]である．テキストの自動要約は，要約結果の利
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用目的によって原文を参照する前段階で用いる指示的

（indicative）要約と，原文の代替として用いる報知的

（informative）要約に分類できる [7]．従来の自動要約

研究では指示的要約が注目を集めていたが，指示的要

約はテキストを読むか否かの判断には利用できるが，

原文の重要な内容を逃さないようにするには，再度原

文を参照して確認する必要がある．そのため，報知的

要約により原文の重要な内容を保持したままテキスト

量の削減を行うことが，時として求められる．

本研究ではこの報知的要約に着目し，テキストの主

題のみを抽出する指示的要約における要点だけでは

なく，テキストのストーリー展開を理解する上で必要

な箇所を網羅した報知的要約の生成を目指す．このス

トーリー展開が理解可能な要約を重要文抽出により生

成するためには，メイントピック，すなわち筆者がテ

キスト全体を通して用いている単語によって表される

話題に加え，メイントピックに関連して筆者がテキス

ト中で部分的に用いている単語によって表される話題

（本研究ではサブトピックと呼ぶ）を抽出することが

必要となる．そこで本研究では，テキストのメイント

ピックとサブトピックに関する重要文をそれぞれ抽出

して組み合わせることで，テキスト全体の報知的要約

を生成する手法を提案する．
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以下の 2. で，研究の背景となる従来の要約手法に

ついて述べる．その上で，テキストのストーリーモデ

ルと，このモデルに基づいたサブトピックを考慮した

報知的要約生成手法を提案する．3. で，2. の提案に

基づいて実装したシステムの詳細について述べる．4.，

5. で，テキスト要約実験に基づく本提案手法の有効

性の検証を行う．最後に，6. で本研究のまとめと今後

の課題について述べて本論文を締めくくる．

2. 研 究 背 景

検索エンジンの出力概要などに用いられる要約は，

各Webページに含まれるテキストの内容を端的に表

し，そのテキストの取捨に用いるための指示的な要約

となっている．しかし指示的要約における重要箇所は，

必ずしもテキストの論理展開における重要箇所に一致

しないため，指示的要約の手法をそのまま報知的要約

に応用することは難しい．そのため本研究においては，

テキストのストーリーの理解に必要な箇所を網羅した

報知的な要約の生成を目指す．

2. 1 報知的な要約生成

まず，テキスト中の話の流れを抽出する最も代表的

な考え方に，語彙的結束性があり，これに基づく要約

が提案されている [3]．語彙的結束性においては，関連

がある単語を含む文同士が結び付けられ，話題の境界

を同定した上で話題が抽出される．しかし語彙的結束

性を用いた話題の抽出においては，各話題に関係する

内容がテキスト中で隣接して記述されている必要があ

り，ある話題がテキスト中で複数箇所に分かれて記述

されている場合に，それらが別々の話題として判断さ

れる．本研究では，テキスト中で離れた位置にある話

題であっても，それらの話題が同一のキーワードを含

む文であれば同一の話題となる可能性を残す．

また，談話構造の修辞構造を用いて要約を生成する

研究 [2], [11] においては，文間の論理的な関係をとら

えて要約を行っている．前者は語彙的結束性と同様に

隣接するセグメント間の関係を抽出しており，後者は

離れた文間の関係も考慮しているが，現時点では主に

関係の有無を抽出しており，論理的な関係を正確に抽

出することは将来的な課題とされている．本研究では，

文や文間の構造を，出力する文の順序を決定する指標

として用いずに，テキストを話題ごとに分類した上で

話題を網羅した出力を与える．

テキスト中の文や段落を単語のベクトルとして表

し，文や段落間の関係を類似度により測った上でテキ

スト中の重要箇所を抽出する手法 [18]や，文の位置情

報などをもとに機械学習により重要な文を抽出する手

法 [14]などもある．単語間の関係を測り，文の位置情

報を扱う点においては本研究と類似しているが，これ

らとは研究の目的が異なっている．

ほかにも，二重修飾の削除を中心とした文内要約と，

重要度付与による文抽出の二つにより構成される新聞

記事要約システムYELLOW [16]や，語の共起関係か

ら各文の内容の類似度を算出し，これを各文間の話題

の流れの良さと定義して，話題の流れを保持した自動

要約 [8]などが提案されている．

前者においては，新聞記事コーパスを利用した tfidf

法 [19]による語の重み付けを行っており，重要度付与

に適切なコーパスが必要であることと，新聞記事以外

に対する効果が確認されていないため，本研究では

コーパスを用いずに新聞記事以外のテキストにも適用

可能なシステムを構築する．また後者においては，テ

キストの冒頭部，及び末尾部の文の中から，他の文と

の話題の流れが最も良くなる文を取り出して，それぞ

れを導入文，結論文とした上で，それらの間に話題の

流れが途切れないよう文を挿入している．この研究に

おいては，一つの流れのみを考慮しており，テキスト

中のメインとなる話題に関するストーリーが抽出され

る．本研究では，テキスト中の複数の話題について，

それぞれを代表するキーワードをもとに，各話題に関

連する文集合を抽出することで，複数の流れを考慮し

た要約生成を目指す．

2. 2 報知的要約における要約率

文字数制限が多い指示的要約の要約率（要約テキス

トの量/もとのテキスト量）は，30%以下に設定され

ることが多いのに対して，報知的要約の要約率は，必

要な情報を逃さないために時には 90%の高い割合とな

る．要約率を決定する基準は，要約の使用目的による

ところが大きく，全く情報を欠かせない場合には，冗

長表現の削除や短い表現への換言のみの高い要約率と

なり [24]，一部の情報を欠落させても情報量の削減を

目指すときには，要約の効果と要約率とのトレードオ

フが発生する．本研究においては，報知的要約におけ

る要約率の低減を目指すとともに，要約率を決定する

ための指針の獲得を目指す．

2. 3 網羅的な要約生成

情報を網羅する要約を目指す研究として，クラスタ

リングに基づく手法 [4], [21] が存在する．クラスタリ

ングをもとに要約を行う手法においては，例えば文を
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図 1 ストーリーモデル
Fig. 1 Story model.

一つの単位として，内容が似ている文の集合にクラ

スタリングした上で，全体の情報量を多くなるよう

に文を選択して出力する．しかし，MMR（Maximal

Marginal Relevance）[5]などの手法により，他で述べ

られていない内容を含む文を選択することで情報量を

最大化 [20]しても，テキストの主題と関係のない話題

では，要約の役割を十分に果たすことができないこと

や，ある文が複数のクラスタに関連する場合，各文を

一つのクラスタに分類してしまうと，そのクラスタで

選択されなかったときに，他のクラスタの重要文とし

て選択されないことが考えられる．

本研究においては，話題を表す単語（クラスタラベ

ルに相当する）を，文章の主題に関係する単語に限定

し，テキスト内での出現位置と頻度情報をもとに絞り

込む．また複数の話題に対して，各話題との関連度を

各文に与えるため，各文がどの話題からも選択可能に

なる．

2. 4 テキストのストーリーモデル

本研究では，ある単一のテキストのストーリーを，

「テキスト全体の内容の論理的理解に必要な項目を，テ

キスト内での出現順に並べてできる話」と定義する．

具体的には，話を論理的に理解する上で必要な各項目

（表 2 は浦島太郎の例）に対応するテキスト中の文を，

もとのテキストにおいて出現する順番に並べたときに

できる話を指す．

本研究では図 1 のように，テキスト全体を貫いてテ

キストの主題を表すメイントピックと，テキストで部

分的に述べられる話題であるサブトピックとが存在し，

テキストの各段落や各文は複数のトピックと関連して

ストーリーが展開していくストーリーモデルを仮定し

ている．

このモデルに基づく用語を，以下で定義する．
• メイントピック：テキスト中で多くの段落に現

れるテキスト全体にかかわる話題

• サブトピック：テキスト中で最低二つの段落に

現れる話題（注1）

• メインキーワード：メイントピックを代表する

単語
• サブキーワード：サブトピックを代表する単語
• メイントピック関連文：メインキーワード及び

メインキーワードと強い関係をもつ単語を含む文
• サブトピック関連文：サブキーワード及びサブ

キーワードと強い関係をもつ単語を含む文

また，本研究で扱うテキストには，筆者がテキスト

全体を通して述べたいメイントピックと，このメイン

トピックに関連してテキストで部分的に述べられる

サブトピックとがあると仮定する．すなわち，新聞の

ニュース記事のように必要なことのみを短く述べたテ

キストよりもむしろ，物語やコラム記事のように論理

展開が存在することに加え，背景情報や背景知識が随

所に現れていたり，伏線が張られていたりと，主題に

関する内容を膨らませて書かれたテキストを対象と

する．

テキストの主題であるメイントピックは，指示的要

約の生成には有効に働くと考えられるが，テキスト

全体のストーリー展開を追うための報知的要約の生

成には，随所に現れる細かなサブトピックを考慮すべ

きと考えられる．なぜなら，テキストの論理展開は多

くの単語の連続的な出現によって形成されるからであ

る [23]．また，テキスト中で部分的に現れる同一の単

語が，テキスト内の離れた箇所に出現していたとし

ても，それがメイントピックとの関連があるサブキー

ワードとして評価されれば，その単語を含む文同士は

同一のサブトピックを構成する要素であると考えられ，

主題にかかわるストーリーの重要箇所を抽出できると

考えた．

そこで本研究においては，テキストの報知的要約を

生成するために，メイントピックとサブトピックと組

み合わせた手法を提案する．

2. 5 本研究のアプローチ

報知的要約を目指す本研究の特徴として，以下の 3

点が挙げられる．

1. サブトピックを用いる

2. セグメント（形式段落）ごとに重要文を抽出

する

（注1）：最低 2 段落に現れる話題としたのは，1 段落のみの話題では局
所的なノイズを数多く含むと考えたためである．
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3. 主語として用いられる名詞を用いる

すなわち，1. はテキストの主題に関係するサブト

ピックを手掛りとすることで，主題に関係する様々な

話題を集め，論理展開に必要な情報を補うことを表し，

2. はテキスト全体が主題に関して一貫している場合，

セグメントごとに，テキストの主題に関係する内容が

含まれていると考えられるため，各セグメントから重

要文を抽出して主題に関する一貫性の保持を目指すこ

とを表す．

本研究において形式段落を文のクラスタとみなすと

き，テキスト分割 [25]や文のクラスタリング [26]によ

る文のクラスタから重要文を抽出する研究と類似する．

形式段落は，人手によって与えられた意味のあるテキ

ストの切れ目であるため，自動的にテキスト分割で与

えられる切れ目を用いた場合に比べて，書き手の意図

に沿った要約が生成されやすいと考えられる．しかし，

長すぎたり，短すぎる形式段落が与えられることもあ

るため，将来的には，テキスト分割によって長すぎる

段落を分割し，短すぎる段落を隣接する段落と結合し

て段落の大きさを整える応用は考えられる．また，文

のクラスタリングは，テキスト中の重要な項目ごとに

文を分類するものであり，指示的要約の用途に用いら

れても，文のストーリーを作成する報知的要約には適

さないと考えられる．

3.はサブトピックを代表する単語として，主語にな

る単語を利用することで，何がどのように変化するか

を追うことができ，話の流れを理解できるようになる

と考えられる．

以上の特徴により，報知的要約における要約率の低

減を目指し，報知的要約の効果がある要約率を明確に

する．必要な情報を一つも欠かさない要約では，要約

率を下げることは難しいため，8割の情報を再現でき

る報知的要約の情報量の削減を目指す．ここで 8 割

としたのは，導入部全体や結論部全体など，部分的に

偏って情報が抜けると報知的要約としての役割を十分

に果たせなくなると考え，仮にテキストに 10 のあら

すじを構成する要素があったときに，二つの要素が連

続して抜けることがない確率が 80%（36/45）になる

ことから，これを実用に耐え得る最低限の基準と判断

して定めた．

3. サブトピックを考慮した報知的要約生成
システム

サブトピックを考慮した報知的要約生成システムの

図 2 サブトピックを考慮した報知的要約生成システム
Fig. 2 Informative summarization system

considering sub-topics.

全体構成を図 2 に示す．システムはテキストと要約率

を入力として受け取り，入力されたテキストからメイ

ンキーワードとサブキーワード候補を抽出し，メイン

トピック関連文とサブトピック関連文とを抽出する．

その後，両関連文に含まれる文を組み合わせて，テキ

ストのストーリーに基づく要約として出力する．ただ

し，本システムにおける要約率は，「要約テキストの

文数/もとのテキストの文数」で定義する．以下本章

では，本システムを構成する各モジュールについて述

べる．

3. 1 メインキーワードとサブキーワード候補抽出

モジュール

本モジュールでは，入力としてテキストを受け取り，

そのテキストのメインキーワードとサブキーワード候

補となる単語を抽出する．ただし，テキスト中の各単

語の品詞情報の取得には，形態素解析 Chasen [6] を

用いた．メインキーワードとサブキーワード候補抽出

アルゴリズムを以下に記す．

メイン（サブ）キーワード候補抽出アルゴリズム

［STEP1］ 以下の条件 1 を満たす名詞 n の集合 S1

と，条件 2と 3を満たす名詞 nの集合 S2 を抽出する．

条件 1：テキストの複数段落で主語（注2）として出現する．

条件 2：テキストの 1段落以上において式 (1)を満た

す．ただし，freqp(n)，meanp，stdpをそれぞれ，段

落 pにおける，名詞 nの出現頻度，全名詞の平均出現

頻度，全名詞の出現頻度の標準偏差とする．

freqp(n) ≥ meanp + stdp (1)

（注2）：各文の主語としては格助詞「が」，または係助詞「は」の直前に
存在する名詞を抽出した．
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条件 3：テキストの複数段落において式 (2)を満たす．

freqp(n) ≥ meanp (2)

［STEP2］ 集合 S1 と集合 S2 に含まれる各名詞 nに，

式 (3)，式 (4)により，主語頻度と出現頻度の最大値に

対する割合をそれぞれ付与する．ただし，freqtext(n)

と subjectFreqtext(n) をそれぞれ，テキスト中にお

ける名詞 nの，出現頻度と，主語になる頻度とする．

val1(n) =
subjectFreqtext(n)

maxw∈S1{subjectFreqtext(w)} (3)

val2(n) =
freqtext(n)

maxw∈S2{freqtext(w)} (4)

［STEP3］ テキスト中の各名詞 n にテキストにおけ

る重要度を式 (5)，式 (6)で付与する．

key(n) = val1(n) + val2(n) (5)

impLevel(n) =
key(n)

maxw∈S1∪S2{key(w)} (6)

［STEP4］ impLevel(n)で 0.7（注3）以上の評価値を得

た名詞を入力テキストのメインキーワードとして出力

し，0 < impLevel(n) < 0.7 である名詞 n を入力テ

キストのサブキーワード候補として出力する．

ここで，［STEP1］の各条件の意味を述べる．条件 1

の「複数段落で主語として出現する」において，「複数

段落」でテキストの広範囲に出現するという条件を，

また「主語」をとることで，テキストの主題に強くか

かわるという条件を表している．

条件 2の式 (1)は，テキストの 1段落以上で高頻度

で出現するということを表しており，ある段落におい

て高頻度で出現する名詞はテキストにおいても重要な

意味をもつと考えた．

最後に条件 3はテキストの広範囲に出現するという

条件を表している．これは，平均出現頻度未満で出現

する名詞は，筆者がその名詞をストーリー展開のため

に用いたのではなく，枝葉の情報として用いた可能性

が高いと考えたためである．

以上より，本モジュールでは，式 (6)による評価値

が高く条件 1から条件 3のすべてを満たす単語をメイ

ンキーワード，それ以外の条件 1，または条件 2かつ

条件 3を満たすキーワードをサブキーワード候補とし

て抽出する．

3. 2 重要文抽出モジュール

重要文抽出モジュールの構成を図 3 に示す．本モ

図 3 重要文抽出モジュールの構成
Fig. 3 Key sentences extraction module.

ジュールでは入力として要約の観点となるキーワード

と要約率，及びテキスト全体とテキストの各段落を受

け取り，テキスト中の各文に，入力キーワードに対す

るテキスト全体における重要さ（テキスト順位）と，

各文が属する段落における重要さ（段落順位）を付与

する．ここでテキスト中の各文に，キーワードに関す

るテキスト順位と段落順位の二つを付与するのは，本

研究において，テキスト中のストーリー展開に関する

重要な文は，以下の 2点のいずれかを満たすものと仮

定したためである．

1. テキスト全体の中で重要な位置付けにあり，テ

キスト全体を特徴づける文

2. 段落内で重要な位置付けにあり，段落を特徴付

ける文

すなわち，段落順位を導入することで，特定の段落

からの偏った重要文の抽出を避け，テキスト全体に分

散して出現する各段落における要点を評価して抽出す

ることで，テキストの論理展開が理解できるようにな

ると考えた．

一方，展望台システム [22]と呼ばれる重要文抽出シ

ステムは，情報を探す人間の観点に基づいた重要文抽

出が可能である．展望台システムではまず，テキスト

を要約する際の観点となる観点語の集合 S を入力とし

て受け取る．観点語の入力が与えられなかったときは，

テキスト中の高頻度語が観点語として用いられる．こ

の観点語の初期集合から，観点語と同じ文中に現れや

すい単語 wを式 (7)の評価値が高い単語を集めること

で観点語の補完を行う．ただし，式中の n(w)は単語

wが出現する文の数を表す．次に観点語が出現する文

にのみ現れるテキストを特徴づける特徴語を式 (8)を

（注3）：しきい値 0.7 という値は，予備実験から得られたメインキー
ワード抽出の F-measure が最も高くなる値である．
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用いて評価した上で，観点語と特徴語に関する両式の

評価値の線形和をもとに重要文を抽出する．

view(w) =
∏

s∈S

n(w ∧ s)2

n(w)n(s)
(7)

feat(w) =
∏

s∈S

n(w ∧ s)

n(w)
(8)

このように展望台システムは，テキスト中に出現す

る単語を観点とした重要文抽出が可能であり，重要度

評価においてテキストを特徴付ける文を取り出す点が，

本研究におけるストーリー展開に関する文の重要度の

仮定と一致するため，本研究においては重要文抽出シ

ステムとして展望台システムを採用した．

次に本モジュールでは，これら二つの順位を評価尺

度として同じ重みで扱うために正規化を行った上で組

み合わせ，テキスト中の各文に入力キーワードに関す

るストーリーにおける重要さを表す評価値を付与する．

最後に，その評価値に基づいて入力キーワードに関す

る重要文の集合をトピック関連文として抽出する．

以下本節では，テキスト中の各文に対する入力キー

ワードに関するテキスト順位と段落順位の与え方につ

いて述べる．その後，テキスト順位と段落順位の正規

化手法と，その組合せ方について述べる．最後に，組

合せによってテキスト中の各文に与えた入力キーワー

ドに関するストーリーにおける重要さを表す評価値に

基づく重要文抽出について述べる．

3. 2. 1 テキストの各文に対する重要度付与

本項ではテキスト中の各文に，抽出された各メイン

キーワードと各サブキーワードとの関連に基づく重

要度を付与する．すなわち，入力としてテキスト全体

を受け取ると，テキスト中の各文 s に対して，入力

キーワード k に対応するテキスト順位 ranktext(s, k)

を展望台システムにより付与する．一方で，テキスト

中の段落 p を入力として受け取ると，段落 p 中の各

文 sに対して，入力キーワード kに対応する段落順位

rankp(s, k)を展望台システムにより付与する．

3. 2. 2 テキストの各文の評価値の組合せ

本項では，前項で与えられた，キーワード kに関す

るテキスト中の各文 sのテキスト順位 ranktext(s, k)

と，sの属する段落 pにおける段落順位 rankp(s, k)の

組合せ方について述べる．まずテキスト順位と段落順

位を同じ重みで扱うために，各々を [0, 1]の範囲に移す

正規化を行う．すなわち，各評価手法によって最高順

位を付けた文の評価値を最大値 1，平均順位を 0.5，最

低順位を 0に移す．その後，式 (9)のように，正規化を

行ったテキストでの重要さを表す評価値 ranktext(s, k)

と，段落 pでの重要さを表す評価値 rankp(s, k)の和

により，各文 s に入力キーワード k に関するストー

リーにおける重要さを表す評価値 story(s, k) を付与

する（注4）．

story(s, k) = ranktext(s, k) + rankp(s, k) (9)

3. 2. 3 キーワードに関するストーリーに基づく重

要文抽出

本項では，前項で与えた評価値 story(s, k) を用い

て，重要文を抽出する方法について述べる．この重要

文抽出は，入力として与えられる要約率 rateと入力

キーワード kに基づいて行い，式 (9)の値が高い文を，

各段落 p から式 (10) で与えられる Np 文抽出するこ

とで行う．

Np = linenumber × rate× 1

2
× linep(k)

mainlinetext

(10)

ただし，linenumber はテキストの全文数，

mainlinetext はテキスト中でメインキーワードのい

ずれかが含まれる文の数，linep(k)はテキスト中の段

落 pにおいて入力キーワード kが含まれる文の数を表

す．すなわち，いずれかのメインキーワードが存在す

る文の数を，一つの入力キーワードによって出力され

る重要文の最大数として，各段落から入力キーワード

k を含む割合に比例した数の文を抽出する．また，係

数 1/2によって，出力となる重要文中の，メインキー

ワードによる重要文とサブキーワードによる重要文の

抽出の割合をそれぞれ 1/2に設定し，この値を超えな

いように重要文を抽出する（注5）．

3. 3 サブキーワード抽出モジュール

本モジュールでは，入力としてサブキーワード候補

と，メイントピック関連文を受け取り，テキストのサ

ブキーワードを抽出する．サブキーワードは，サブ

キーワードの候補の中からメイントピックとかかわり

のある単語を抽出する．すなわち，3. 1 で抽出され

（注4）：現在，テキスト全体の評価値と段落での評価値の重みを等しく
扱うことで，経験的に良好な値を得ている．将来的には，対象とするテ
キストの段落数や段落の大きさに応じて，調整されるべき値である．
（注5）：この 1/2 という値は経験的に本システムで良好な結果を得るた
めの定数で，将来的には，枝葉の内容の多寡などのテキストの特徴や，
枝葉の内容をどれだけ重視するかなど望まれる重要文の性質により調整
されるべき値である．
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たサブキーワード候補となった単語のうち，メイント

ピック関連文のいずれかに，少なくとも 1回は出現す

る名詞をサブキーワードとして抽出する．

3. 4 重要文統合モジュール

本モジュールでは，入力として，要約率，メイント

ピック関連文とサブトピック関連文を受け取り，要約

率に応じてこれらを統合した上で，ストーリーに基づ

く要約として出力する．統合の方法は，メイントピッ

ク関連文にサブトピック関連文を加えることで行う．

メイントピック関連文がストーリー展開に最低限必要

な骨組みであるのに対して，サブトピック関連文をそ

の肉付きとして重要なものから順に追加していく．す

なわち，式 (6) の評価値が高いサブキーワードに対

するサブトピック関連文から順に，与えられた要約率

に達するまでサブトピック関連文を追加し，メイント

ピック関連文と追加されたサブトピック関連文の集合

を最終的なシステムの出力とする．

3. 5 本システムによる要約の実例

本節では，前節までに述べた提案システムによる要

約例を，表 1 の「浦島太郎」を用いて示す．ただし表

中の記述はそれぞれ，段落数（Seg.），文の数（Sent.），

出典（Web Site），あらすじ項目数（Plots）を表す．

付録の表 A· 1 に「浦島太郎」の文の数による要約率
30%の提案システムによる要約と，提案システムにお

いてサブトピックを評価しないメイントピックのみか

らの要約を示す．表中の◎印は，提案システムによっ

てのみ抽出された文，×印はメイントピックシステム

によってのみ抽出された文を，Plots は各文に対応す

る表 2 のあらすじ項目（Labelはあらすじを区別する

ラベルを表す）とそのあらすじ再現率（5. 1 で後述）

を表している（注6）．

テキストのキーワードとして，表 3 に示す各単語が

得られ，システムに設定したしきい値（最大評価値 2.0

の 0.7倍）以上の評価値をもつ「浦島」がメインキー

ワードとして，その他の「亀」「乙姫」「リュウグウ」

などがサブキーワードとして抽出された．表 A· 1 の
本文はじめの鍵括弧内に，提案システムにおいて，各

文の抽出に用いられたサブトピックキーワードを示す．

抽出された表 A· 1 の×印を含む◎印以外の要約は
すべて，「浦島」のメイントピック関連文であり，それ

ら 29 文中 27 文は「浦島」という単語を含んでいる．

この，テキスト全体を通じて現れる「浦島」というメ

インキーワードによって，要約全体の最低限の骨組み

が形成されている．この上で提案システムは，×印の

表 1 実験に用いたテキスト
Table 1 Texts for the experiments.

Text Seg. Sent. Web Site Plots

笠地蔵 4 37 Logos [10] 8

親指姫 7 239 J-TEXTS [9] 22

猿蟹合戦 3 63 青空文庫 [1] 18

舌切り雀 3 53 青空文庫 11

浦島太郎 4 94 青空文庫 14

変質した環境問題 4 39 未来経済研究室 11

—企業の力の活用— [12]

ダイエー再建 3 50 Rieti [17] 12

と日本経済
なぜ日本人は 4 39 Rieti 10

英語が苦手なのか
少子化対策：夫，職場， 6 62 Rieti 10

政府，社会の役割
宮崎県産杉の中国へ 5 47 農林中金総合 10

の輸出計画について 研究所 [13]

表 2 「浦島太郎」のあらすじ項目
Table 2 Plots of “Urashima Taro” story.

Label Plots

A 子供が亀を苛めていた．
B 浦島太郎が子供にお金を払って亀を譲ってもらった．
C 浦島太郎が亀を海へかえした．
D 亀が浦島太郎に御礼をしにきた．
E 亀が浦島太郎をリュウグウヘ乗せていった．
F 乙姫様が亀を助けた御礼に浦島を歓迎した．
G リュウグウで 3 年遊んですごした．
H 浦島太郎は家に帰りたくなった．
I 浦島太郎はお土産に蓋を開けてはいけない玉手箱を

乙姫様からもらった．
J 浦島太郎が亀に乗って地上に帰った．
K 地上には浦島太郎の知合が一人もいなくなっていた．
L 浦島がリュウグウにいる間に地上では 300 年が経過

していた．
M 浦島太郎はどうにかなるかもしれないと思って玉手

箱の蓋を開けた．
N 玉手箱からは人間の寿命が入っていてお爺さんに

なってしまった．

「浦島」にかかわる情報の少ない文の代わりに表 A· 1
◎印の「亀」「乙姫」「リュウグウ」のサブトピック関連

文を抽出した．この「浦島」と部分的に共起する「亀」

「乙姫」「リュウグウ」による関連文により，物語中で

浦島太郎と重要なかかわりをもつ，亀，乙姫，リュウ

グウとの関係を知ることができ，話の展開がより明確

になったと考えられる．

また，表 1 のその他のテキストについては，表 4 に

挙げたメインキーワードとサブキーワードに基づいて，

要約が生成された．「笠地蔵」の「お爺さん」と「笠」

など，テキストのタイトルから考えるとメインとサブ

（注6）：本論文における「あらすじ」は，ストーリー全体の「粗い筋」の
意味であり，一般に用いられる物語のあらすじのように，結論などの重
要な部分をわざと欠落させ，読み手を引きつけるための文章とは異なる．
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表 3 「浦島太郎」のキーワード
Table 3 Keywords for “Urashima Taro” story.

Keywords Key value

浦島 2.0

亀 0.80

乙姫 0.50

リュウグウ 0.30

海 0.20

顔 0.20

箱 0.13

表 4 要約率 30%の要約生成に用いられたキーワード
Table 4 Keywords for summarization. (Summariza-

tion Rate = 30%)

Text Main keywords [Sub keywords]

笠地蔵 お爺さん [笠]

親指姫 マイア [人，燕]

猿蟹合戦 猿，蟹 [柿，子蟹，栗]

舌切り雀 お爺さん，お婆さん，雀 [葛篭，宿]

浦島太郎 浦島 [亀，乙姫，リュウグウ]

変質した環境問題 企業 [環境]

ダイエー再建 ダイエー，銀行 [債権，経済]

日本人は英語が苦手 英語 [日本人]

少子化対策 女性，少子化 [意向]

宮崎県産杉 中国，宮崎 [杉，価格]

が逆と考えられるキーワードもいくつか存在するが，

これはテキストの内容が「お爺さん」を主体として書

かれていたためであり，全体を通して出現する話題に，

部分的に出現する話題を加えた報知的な要約生成とい

う，本システムの目的達成に対しての影響は少ないと

考えられる．

4. キーワード評価実験

本章で，提案システムによって抽出されるメイン

キーワードとサブキーワードの妥当性を検証する実験

について述べる．実験に用いたテキストは，「浦島太郎」

「桃太郎」「猿蟹合戦」「舌切り雀」「母」「親指姫」[1]の

六つである．実験では，メインキーワードとサブキー

ワードの正解を作成するために，男女 7名に各テキス

トを読んでもらい下記の指示を与えた．

1. 「各テキストを読んで，このテキスト中であな

たが重要であると考える単語を抜き出して下さい．」

2. 「指示 1 で抽出した単語の中から，対象テキス

トの主題を表す語を抜き出して下さい．」

ただし，抜き出す単語は名詞に限定し，それぞれ抜き

出す単語の数は無制限とした．この指示 2で選ばれた

単語のうち 4人以上に選ばれた単語をメインキーワー

ドの正解，メインキーワードの正解として選ばれな

かった単語のうち 4人以上に選ばれた単語をサブキー

ワードの正解とした．メインキーワードとサブキー

ワードの正解を表 5 に，提案システムによって抽出さ

れたメインキーワードとサブキーワードを表 6 に示

す．ただし提案システムは，正解セットと同数のメイ

ンキーワードとサブキーワードを出力するものとし，

同じ評価値の単語があれば，それら複数を出力する．

これらの表を見ると，提案システムが抽出したメイ

ンキーワードは，正解と比較して，テキスト「母」に

おける「子供」と「花」のメインとサブを取り違えた

点を除いて正解しており，物語の主題を正しくとらえ

た要約の生成が期待できる．サブキーワードも，適合

率，再現率ともに平均して 7割程度であり，各文は各

キーワードの評価値によって総合的に評価されるため，

報知的要約の生成に効果を発揮できるだけの結果と考

えられる．

「金銀珊瑚」は，テキスト中で 1 度しか出現しな

かったが，物語の結論に関係する語であったため，ま

た「老人」「コスモス」「湖水」などは，テキスト中

の 1 段落のみに現れ，物語の状況変化を引き起こす

印象的な語であったために，正解に選ばれたと考えら

れる．提案システムではこれらの単語を抽出するこ

とはできないが，これらの一つの段落のみに現れる

単語，また低頻度の単語までを対象として加えると，

結局すべての名詞がキーワード候補となってしまい，

キーワード抽出精度の低下につながる．実際に 3. 1

の［STEP1］の条件において，「複数段落において」と

いう条件を除いてキーワードの出力を試みたところ，

3. 1 の［STEP1］の終了時点におけるキーワード候

補の数は，6 テキストの合計で提案システムの 74 個

に対して，267 個に増え，最終的に出力される正解サ

ブキーワードの数は増えず，正解以外のキーワードが

四つ増える結果となった．

そのため，100%の再現率が要求される報知的要約

に本システムを適用することは難しいが，80%程度の

内容を理解できる報知的要約の生成には適用が可能と

考えられる．

5. 要約比較実験

前章で述べた提案システムが，ストーリー展開を理

解する上で必要な箇所をどの程度網羅しているかを調

べる実験を行った．

5. 1 実 験 条 件

実験は提案システム（Proposal）による要約を，以

下の五つのシステムによる要約と比較することで行う．
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表 5 メインキーワードとサブキーワードの正解（下線は表 6 にない単語）
Table 5 Correction set of Main keywords and sub keywords. (Underline means

the words not included in Table 6)

Text Main keywords Sub keywords

浦島太郎 浦島 亀，乙姫，リュウグウ，玉手箱
桃太郎 桃太郎，鬼 お爺さん，お婆さん，犬，猿，きじ，島，黍団子，桃
猿蟹合戦 猿，蟹 柿，栗，蜂，昆布，臼，子，おにぎり
舌切り雀 お爺さん，お婆さん，雀，葛篭 宿，舌，金銀珊瑚
母 母，死，子供 神様，老婆，花，老人，夜，コスモス，湖水
親指姫 マイア 燕，嫁，お婆さん，穴，蛙，人，もぐら，お母さん，花，虫，王妃，王様，チューリップ

表 6 提案システムによるメインキーワードとサブキーワード（下線は表 5 にない単語）
Table 6 Main keywords and sub keywords by the proposed system. (Underline

means the words not included in Table 5)

Text Main keywords Sub keywords

浦島太郎 浦島 亀，乙姫，リュウグウ，海，顔
桃太郎 桃太郎，鬼 お爺さん，お婆さん，犬，猿，きじ，島，黍団子，舟
猿蟹合戦 猿，蟹 柿，栗，蜂，昆布，臼，子
舌切り雀 お爺さん，お婆さん，雀，葛篭 宿
母 母，死，花 神様，老婆，子供，木，目
親指姫 マイア 燕，嫁，お婆さん，穴，蛙，人，もぐら，お母さん，花，お家，葉，子，水

• メイントピック抽出システム（Main）：提案シ

ステムにおいて，サブトピックを評価せず，メイント

ピックのみを評価して要約を出力するシステム
• 展望台システム（PVS）[22]：各単語の頻度と各

文内における単語の共起頻度に基づく条件付確率を用

いて重要文抽出を行うシステム
• 頻度システム（Freq）：各名詞にテキスト中で

の出現頻度を得点として与えて，文中に含まれる名詞

の得点の総和が高い文から順に抽出する重要文抽出シ

ステム
• 類似性検出システム（MMI）：MMR と文の重

要度（Importance）を統合した重要文抽出法 [20]

• ベースラインシステム（Naive）：各形式段落か

ら，その段落の長さに比例した数の文を先頭の文，末

尾の文，先頭から 2番目の文，末尾から 2番目の文の

順に出力する．

ただしMMIでは，式 (11)の値が高い文を順に抽出

するものとする（注7）．

また，式中の S はテキストが含む文の集合，Aは既

に抽出された文の集合，Imp(Si)は文の重要度として

文 Si が含む単語（名詞，動詞，形容詞，副詞）のテキ

スト内頻度の総和を，総和の最大数で割って最大値が

1 になるように正規化したもの，Sim(Si, Sj) は，二

つの文 Si と Sj が含む単語間のコサイン類似度（注8）と

する．すなわち，重要度が高く，過去に抽出した文と

の類似度が低い文が順に抽出される．

MMI = max
Si∈S∩Ā

(Imp(Si) − α max
Sj∈A

Sim(Si, Sj))

(11)

実験には，ストーリー展開が存在するテキストとし

て，表 1 の上半分五つの物語と，下半分五つのコラム

を用い，各テキストを提案システムと各比較システム

に与えて得られる，要約率 20%，25%，30%の要約を

比較する．

実験評価は，各システムの出力した要約とあらすじ

の正解との比較に基づいて，各システムのあらすじ再

現率を測定することにより行う．あらすじの正解は，

各テキストごとに 7 名の被験者を割り当て，「テキス

トのあらすじを箇条書きで作成して下さい」という指

示を与え，過半数の被験者が挙げた項目をテキスト

のあらすじ項目として採用した（注9）．表 2 に「浦島太

（注7）：本実験における各要約率において，後述の平均あらすじ再現率
が最も高くなったときのパラメータ α = 2.0 を用いた．
（注8）：Si と Sj に共通の単語種類数を，（Si の単語種類数 ×Sj の単
語種類数）の平方根で割ったもの．
（注9）：各項目は，テキスト中の 1 文から理解できる項目として列挙し
てもらった．また各項目の内容が書かれたテキスト中の文の数は，1 文
である項目が 46%，2 文以上存在する項目が 54%で，平均して 1.64

文存在した．あらすじ項目を作成した理由は，被験者がテキストに書か
れている内容を読み取った上で，ストーリーの流れをより正確に再現し
てもらう作業を支援するため，また同一内容が複数の文に書かれている
ことによる評価のずれを小さくすることを目的として行った．
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表 7 各システムの平均あらすじ再現率
Table 7 Averaged recall value of plots.

Sum.rate20% Sum.rate25% Sum.rate30%

AVG STD AVG STD AVG STD

Proposal 0.59 0.16 0.69 0.14 0.82 0.094

Main 0.56 0.11 0.62 0.11 0.67 0.11

PVS 0.49 0.18 0.56 0.16 0.62 0.16

Freq 0.50 0.12 0.53 0.094 0.63 0.11

MMI 0.53 0.11 0.61 0.12 0.69 0.12

Naive 0.31 0.12 0.31 0.12 0.31 0.12

郎」のあらすじ項目を，各テキストの項目数を表 1 の

Plotsに示す（注10）．

またテキスト中の各文と各あらすじ項目との関係を

再現率の評価に用いるため，テキストの各あらすじ項

目 k が，テキスト中の各文 n から理解可能か否かを

あらすじを作成した被験者 7名に回答してもらい，理

解可能と回答した被験者の割合を，各文のあらすじ

再現率 recall(n, k)とした（注11）．この各文のあらすじ

再現率をもとに，文の集合 Outputのあらすじ再現率

outlineRecallを式 (12)により定義する．ただし，K

をテキストの項目数とする．

outlineRecall =
1

K

K∑

k=1

max
n∈Output

{recall(n, k)}

(12)

同様にあらすじ適合率 outlinePrecision を以下の

式 (13)で定義する．ただし，N はシステムの出力す

る文の数を表す．

outlinePrecision =
1

N

K∑

k=1

N∑

n=1

recall(n, k)

(13)

5. 2 実 験 結 果

全 10 テキストについて，あらすじ再現率の平均と

標準偏差を表 7 に示し，あらすじ再現率の平均の，要

約率による変化を図 4 に示す．また，要約率 30%に

おける各テキストに対する各システムのあらすじ再現

率を表 8 に示す．ただし，表 8 中の物語平均とコラ

ム平均は，物語 5テキストのあらすじ再現率の平均と

コラム 5テキストのあらすじ再現率の平均を表す．

表 7 より，すべての要約率において提案システムが

最も高い再現率を示している．展望台システムと頻度

システムに対する再現率の差は要約率 20%において

10%程度であり，その差は要約率が高くなるとともに

図 4 要約率によるあらすじ再現率の変化
Fig. 4 Comparison between summarization rate and

recall value of plots.

表 8 各テキストに対する要約率 30%におけるあらすじ再
現率

Table 8 Recall value of plots for each text. (summa-

rization rate = 30%)

Text Prop. Main PVS Freq MMI Naive

笠地蔵 0.80 0.50 0.60 0.60 0.75 0.40

親指姫 0.85 0.69 0.78 0.72 0.76 0.34

猿蟹合戦 0.59 0.58 0.5 0.55 0.68 0.22

舌切り雀 0.85 0.70 0.70 0.64 0.55 0.27

浦島太郎 0.94 0.87 0.91 0.82 0.93 0.28

変質した環境問題 0.87 0.64 0.67 0.55 0.61 0.45

ダイエー再建 0.75 0.58 0.42 0.53 0.63 0.42

日本人は英語が苦手 0.80 0.77 0.67 0.80 0.80 0.40

少子化対策 0.87 0.74 0.40 0.54 0.53 0.36

宮崎県産杉 0.83 0.60 0.50 0.57 0.63 0.50

物語平均 0.81 0.67 0.70 0.67 0.73 0.30

コラム平均 0.82 0.67 0.53 0.60 0.64 0.42

広がっている．このことから，ストーリーの主張点を

抜き出す指示的要約を目指した要約システムに比べ，

ストーリー展開の網羅を目指した提案システムの効果

が確認できる．

一方で，要約率 20%における提案システムとメイ

ントピックシステムとの差はほとんどないが，要約率

の増加に伴って提案システムの優位性が大きくなり，

表 8 より，要約率 30%では全テキストに対して提案

（注10）：ここで用意したあらすじ項目を正解として用いた場合，20%と
25%の要約率による要約において，すべての正解を抽出可能な理想的な
システムにおいても再現率 100%を達成できないが，過半数の被験者が
指示する妥当なあらすじを，要約率を変化させたときにどの程度網羅し
て抽出することができるかを調べるために，この正解セットを用いた．
また，理想的なシステムにおける再現率はそれぞれ，30%要約で 100%，
25%要約で 97.4%，20%要約で 88.5%となる．
（注11）：各あらすじ項目は，テキスト中の文と必ずしも「1 文」対「1

項目」で対応しないため，要約が報知的であることの判断として，あら
すじ項目を含むか否かの 2 値で評価することが難しい．加えて，あらす
じ項目の理解が，報知的要約の目的を果たすための必要条件と考え，報
知的要約の評価にあらすじ再現率を用いた．
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システムが優れた再現率を示している．このことから，

20%までの要約率による要約では，テキストのメイン

トピックが重要で，メイントピックのみから十分な要

約が生成でき，それ以上の要約率においては，メイン

トピックの内容の理解を助けるサブトピックに関する

話題の重要性が増していくと考えられる．これは報知

的要約を生成する上でも，8020 の法則（注12）に通じる

ものがあると解釈できる．そのため，本システムが最

も効果を発揮するのは 20%よりも大きい要約率による

要約を行うときであり，表 7 からも，30%の要約率の

際には 82%の平均再現率と，9.4%という標準偏差に

より，安定した効果が現れている．

表 8 の物語平均とコラム平均について見ると，提案

システムとメインストーリーシステムではテキストの

種類による差は存在しないが，展望台システムと頻度

システム，及びMMI ではやや差が現れている．これ

はコラムでは，ある事柄の概要を述べた後に具体例や

詳細が述べられる傾向にあり，物語に比べて冗長な内

容を表す文が多かったため，展望台システムと頻度シ

ステムでは，テキストの主題に関連して内容の似通っ

た文が抽出されやすかったこと，MMI ではテキスト

の主題には関連するが必要以上に細かい話を抽出した

ことが原因と考えられる．

また，表 8 中の「猿蟹合戦」の再現率が低くなっ

ているが，これは「猿蟹合戦」において，要約率が

30%のときに抽出される文の数が 20 文であるのに対

して，抽出すべきあらすじ項目の数が 18項目と多く，

再現率の獲得が難しくなったためである．本システム

は報知的要約の生成のために再現率を重視して構築し

ているため，低い要約率に対して高い適合率の要約が

要求されるときには，十分な効果が得られない可能性

がある．この「猿蟹合戦」においては，MMI が最も

高い再現率を示している．これは，MMI が既抽出の

文と類似しない文を積極的に選ぶためであり，あらす

じが多く多岐にわたるような場合にはMMIが優れる

可能性がある．しかし，MMI はテキストの主題とは

無関係に多様な文を選ぶため，MMI によって既抽出

の文との類似性に基づいて抽出しても，主題との関係

が乏しい文はあらすじになりにくく，その他のテキス

トに対しては高い効果が得られなかった．

更に，「ダイエー再建」のコラムにおいては，二つの

あらすじ項目が，単独の段落にのみ出現する単語によ

り構成されていた．そのため，複数の段落に出現する

というサブキーワードとしての条件を満たさなかった

図 5 要約率によるあらすじ適合率の変化
Fig. 5 Comparison between summarization rate and

precision value of plots.

ために抽出されず，再現率の低下につながった．この

ように，特に局所的なあらすじ項目は，現時点では抽

出することができないため今後の改善が望まれる．

図 5 に，式 (13) によるあらすじ適合率と，その要

約率による変化を示す．要約率が 20%から上がるにつ

れ，提案システム以外は適合率が減少しているのに対

して，提案システムでは同程度の適合率を保っている．

これは，テキストの主張点を抜き出す指示的要約では，

抽出される文の数の増加に対して似通った内容の文を

抽出することしかできなかったため，また類似性を検

出する MMIにおいては，主題とのかかわりが低い多

様な文が抽出されてしまったためである．

これらの結果から，提案システムは，主題との関連

を重視する Main システムと，多様な文を抽出する

MMI の双方の長所を併せ持つことにより，主題と関

連する多様な文を抽出することができたことが分かる．

ベースラインシステム（Naive）においては，物語，

コラムのいずれの適合率，再現率においても，良い値

が得られなかった．これは，要点や結論を明確に記述

すべき論文や新聞記事で，各段落の先頭や末尾に重要

な記述が多いことに比べ，物語やコラムなどのストー

リーを重視する文章では，段落の内部においてストー

リーが展開されるためと考えられる．このことは，表 8

において，コラムよりもストーリー性が強い物語の再

現率が低いことからも確認できる．

本システムのあらすじ適合率は特に高い値ではない．

（注12）：ある集合があったときにその 8 割の内容は，頻度の上位の 2

割によって説明されるとする法則．別名パレートの法則．コンビニ等の
店舗の売上げの 8 割は，2 割の顧客に集中していることや，テキスト中
に出現する単語の 8 割は，頻度上位の 2 割の単語によって占められる
などといわれている．
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適合率の向上は，要約の冗長さを減らす意味で必要な

項目であるが，ストーリー展開を知る報知的要約の役

割を果たすためには，再現率を下げてまで適合率を上

げることよりも，高い再現率を維持することが要求さ

れる．また，主題に関連する多様な文を抽出するため

には，多くの可能性を列挙する必要があり，適合率を

格段に向上させることは難しいと考えられるため，現

時点ではこれ以上の適合率の改善は図っておらず，今

後の課題としている．

提案システムによって抽出不可能なストーリー展開

を理解する上で必要なあらすじ項目も存在する．例え

ば，「笠地蔵」のあらすじ項目の一つは，原文中の「六

つ並んだ頭の上には雪が積って，氷柱も下がっていま

した．」に対応しているが，この文は「お爺さん」や

「笠」をはじめとする，メインキーワードと同じ文に

出現する単語を含んでいない．このように低頻度語か

らのみ構成される文を，提案システムではストーリー

展開において重要であると判断することはできない．

しかし，このような低頻度語のみからなるあらすじ項

目の，全体に対する割合は高くないと考えられるため，

かえってストーリー展開において重要でないノイズと

なる文を抽出するリスクを避け，このような項目は本

システムでは抽出を行わない．

6. む す び

本論文では，テキストの主題を表すメイントピック

と，メイントピックに次いでテキストの主題にかかわ

るサブトピックとを組み合わせることで，テキストの

ストーリー展開における重要な項目を網羅した報知

的要約生成手法を提案した．提案手法は，テキストを

30%に要約する際において，80%のあらすじ再現率を

達成しており，テキストの主張にあたる重要な項目だ

けではなく，その主張に至る過程や根拠を理解するこ

とに役立てられると考えられる．

本システムの応用として，システムが出力する要約

文を物語のあらすじとして用いる際には，物語の前か

ら 3 分の 2 に含まれる要約文のみを利用することや，

人手であらすじを作成する際の手助けとして利用する

ことが考えられる．また，検索エンジンなどに用いら

れる指示的要約に加えて，報知的要約をポップアップ

で表示するなどの応用を筆者らは考えている．
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付 録

表 A· 1 「浦島太郎」の要約文
Table A· 1 Summarization for “Urashima Taro” story.

Plots Extracted Key Sentences

A(7/7) [亀] 何かと思って浦島が覗いてみると，小さい亀の
子を一匹捕まえて，棒で付いたり，石で叩いたり，
散々にいじめているのです．

A(7/7) 浦島は見かねて，「まあ，そんなかわいそうなことを
するものではない，いい子だから」と，止めました
が，子供達は聞き入れようともしないで，「なんだい，
なんだい，構うもんかい」と言いながら，また亀の
子を，仰向けにひっくり返して，足で蹴ったり，砂
の中にうずめたりしました．

B(6/7) 浦島はますます可哀そうに思って，「じゃあ，おじさ
んがお金をあげるから，その亀の子を売っておくれ」
と言いますと，子供達は，「うんうん，お金をくれる
ならやってもいい」と言って，手を出しました．

B(7/7) [亀] そこで浦島はお金をやって亀の子を貰い受けま
した．

C(7/7) そのあとで浦島は，甲羅からそっと出した亀の首を
優しく撫でてやって，「やれやれ，危ないところだっ
た，さあもうお帰りお帰り」と言って，わざわざ，亀
を海端まで持って行って離してやりました．
×遠い沖の方までも漕ぎ出して，一生懸命お魚を釣っ
ていますと，ふと後ろの方で「浦島さん，浦島さん」
と呼ぶ声がしました．

D(7/7) 浦島が不思議そうな顔をしていると，「わたくしは，
先日助けていただいた亀でございます，今日はちょっ
とそのお礼に参りました」亀がこう言ったので，浦
島はびっくりしました．
◎ [リュウグウ]「でも，本当にありがとうございま
した，ときに，浦島さん，あなたはリュウグウをご
覧になったことがありますか」

Plots Extracted Key Sentences

E(5/7) ◎ [リュウグウ]「ではほんのお礼の印に，わたくし
がリュウグウを見せて上げたいと思いますがいかが
でしょう」．
[亀]「なに，わけはございません，わたくしの背中に
お乗り下さい」亀はこう言って，背中を出しました．
[亀] 浦島は半分気味悪く思いながら，言われるまま
に，亀の背中に乗りました．

E(7/7) 「さあ，リュウグウへ参りました」亀はこう言って，
浦島を背中から降ろして，「しばらくお待ち下さい」
と言ったまま，門の中へ入って行きました．
間もなく，亀はまた出てきて，「さあ，こちらへ」と，
浦島を御殿の中へ案内しました．
◎ [乙姫] 鯛や，ひらめやかれいや，色々のお魚が，
物珍しそうな目で見ている中を通って，入って行き
ますと，乙姫様が大勢の腰元を連れて，お迎えに出
て来ました．
◎ [乙姫] やがて乙姫様について，浦島はずんずん奥
へ通って行きました．

F(7/7) やがて，水晶の壁に，色々の宝石を散りばめた大広
間に通りますと，「浦島さん，ようこそおいで下さい
ました，先日は亀の命をお助け下さいまして，誠に
ありがとうございます，何にもおもてなしはござい
ませんが，どうぞゆっくりお遊び下さいまし」と，乙
姫様は言って，丁寧にお辞儀しました．

F(3/7) ×ご馳走が済むと，浦島はまた乙姫様の案内で，御
殿の中を残らず見せてもらいました．
◎ [乙姫] 一通り見てしまうと，乙姫様は，「今度は
四季の景色をお目にかけましょう」と言って，まず，
東の戸をお開けになりました．
×浦島は何を見ても，驚き呆れて，目ばかり見はっ
ていました．

G(7/7) ◎ [リュウグウ] 毎日面白い，珍しいことが，それか
らそれと続いて，あまりリュウグウが楽しいので，
なんということも思わずに，うかうか遊んで暮らす
うち，三年の月日が経ちました．

G(5/7) ×三年目の春になったとき，浦島は時々，久しく忘
れていた故郷の夢を見るようになりました．

H(3/7) 浦島は今更のように，「お父さんや，お母さんは，今
頃どうしておいでになるだろう」と，こう思い出す
と，もう，居ても立ってもいられなくなるような気
がしました．

H(7/7) [乙姫] 浦島はもじもじしながら，「いいえ，そうでは
ありません，じつは家へ帰りたくなったものですか
ら」と言いますと，乙姫様は急に，大層がっかりし
た様子をなさいました．

I(7/7) 「まあ，それは残念でございますこと，でもあなた
のお顔を拝見致しますと，この上お引止め申しても，
無駄のように思われます，では致し方ございません，
行っていらっしゃいまし」こう悲しそうに言って，乙
姫様は，奥から綺麗な宝石で飾った箱を持っておい
でになって，「これは玉手箱といって，中には，人間の
一番大事な宝が込めてございます，これをお別れの
印に差し上げますから，お持ち帰り下さいまし，で
すが，あなたがもう一度リュウグウへ帰って来たい
とおぼしめすなら，どんなことがあっても，決して
この箱を開けてご覧になってはいけません」と，く
れぐれも念を押して，玉手箱をお渡しになりました．

I(2/7) 浦島は，「ええ，ええ，決して開けません」と言って，
玉手箱を小脇に抱えたまま，リュウグウの門を出ま
すと，乙姫様は，また大勢の腰元を連れて，門の外
までお見送りになりました．
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Plots Extracted Key Sentences

J(7/7) ◎ [亀] そして亀の背中に乗りますと，亀はすぐ波を
切って上がって行って，間もなく元の浜辺に着きま
した．

J(2/7) ×「では浦島さん，ご機嫌よろしゅう」と，亀は言っ
て，また水の中に潜って行きました．

K(4/7) 「おかしなこともあるものだ，たった三年の間に，み
んなどこかへ行ってしまうはずはない，まあ，なん
でも早く家へ行ってみよう」こう独り言を言いなが
ら，浦島は自分の家の方角へ歩き出しました．
×浦島は，「不思議だ，不思議だ」と繰り返しながら，
狐につままれたような，きょとんとした顔をしてい
ました．
浦島はさっそく，「もしもし，お婆さん，浦島太郎の
家はどこでしょう」と，声を掛けますと，お婆さん
は怪訝そうに，しょぼしょぼした目で，浦島の顔を
眺めながら，「へえ，浦島太郎，そんな人は聞いたこ
とがありませんよ」と言いました．
×浦島はやっきとなって，「そんなはずはありません，
確かにこの辺に住んでいたのです」と言いました．

L(7/7) そう言われて，お婆さんは，「はてね」と，首を傾げ
ながら，杖でせい伸びしてしばらく考え込んでいま
したが，やがてぽんと膝を叩いて，「ああ，そうそう，
浦島太郎さんというと，あれはもう三百年も前の人
ですよ，なんでも，わたしが子供の時分聞いた話に，
むかし，むかし，この水の江の浜に，浦島太郎とい
う人があって，ある日，舟に乗って釣りに出たまま，
帰ってこなくなりました，多分リュウグウへでも行っ
たのだろうということです，なにしろ大昔の話だか
らね」こう言って，また腰を屈めて，よぼよぼ歩い
て行ってしまいました．
×浦島はびっくりしてしまいました．

L(7/7) [リュウグウ]「はて，三百年，おかしなこともある
ものだ，たった三年リュウグウにいたつもりなのに，
それが三百年とは，するとリュウグウの三年は，人
間の三百年にあたるのかしらん，それでは家もなく
なるはずだし，お父さんやお母さんがいらっしゃら
ないのも不思議はない」こう思うと，浦島は急に悲
しくなって，寂しくなって，目の前が暗くなりまし
た．
◎ [亀] もう亀も出てきませんから，どうしてリュウ
グウへ渡ろう手だてもありませんでした．

M(7/7) 「そうだ，この箱を開けてみたらば，わかるかもし
れない」こう思うと嬉しくなって，浦島は，うっか
り乙姫様に言われたことは忘れて，箱の蓋を取りま
した．

N(4/7) [乙姫] 浦島は空になった箱の中を覗いて，「なるほど，
乙姫様が，人間の一番大事な宝を入れておくとおっ
しゃったあれは，人間の寿命だったのだな」と，残
念そうに呟きました．
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