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Webページの難易度と学習順序に基づく情報理解支援システム
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あらまし 検索エンジンが発達したことで，我々は知りたい情報を検索結果のWeb ページ集合から獲得でき
るようになった．しかし，知りたい情報の中でもなじみのない言葉の意味を検索結果から理解することは難しい．
それはその言葉を理解するために必要な知識が我々に不足していることが多く，Web ページの内容を理解でき
ないためである．また，目的とする言葉を理解するために必要な知識を検索結果から知ることはできず，情報獲
得の効率が悪くなる問題もある．本論文ではWeb 検索結果を用いてなじみのない言葉の意味を効率良く理解す
るための支援システムを提案する．提案システムは検索結果のWeb ページをクラスタリングし，クラスタと各
Web ページに対し情報の難易度を与えており，やさしい情報源から順に情報獲得ができる．また，多くの単語の
意味を集中して学習できる学習順序をクラスタに与えている．これら難易度と学習順序の組合せにより，なじみ
のない言葉の意味を理解する支援が行えることを実験から確認した．
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1. ま え が き

検索エンジンの発達とともに，知りたい情報はWeb

ページを用いて調べることができるようになった．

ユーザは自分が知りたい情報を示すキーワードを，

Google [5] や Yahoo! [16]の検索エンジンに入力する

ことで，求める情報を得ることができる．

だが，ユーザ自身になじみのない言葉の意味を，検

索エンジンを用いて理解することは難しい．それは与

えられるWebページ集合が内容の難易度の順には出

力されず，難しいものや簡単なものが入り交じってい

るためである．そのためユーザは内容が理解できる簡

単なWebページを再検索する必要がある．

また，なじみのない言葉の意味を理解するには目的

とする言葉に関連する知識を学習する必要がある．だ
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が検索結果からは必要な関連知識とそれらを理解する

順番が不明なため，関連知識の学習効率は悪くなる．

本論文では簡単な内容から順を追って難しい内容を

学習するための情報の難易度と，多くの単語の意味を

集中して学習できる学習順序を提供することで，なじ

みのない言葉の意味の理解を支援するシステムを提案

する．

以下，2.で関連研究について述べ，3.で提案する情

報理解支援システムを説明する．4.で難易度付与と学

習順序付与に関する予備実験，5.で提案システムの評

価実験結果を示し，6.で考察を述べ，7.でまとめる．

2. 関 連 研 究

2. 1 情報理解支援

人がなじみのない言葉の意味を理解する際には様々

な手段をとる．本論文ではWebページを用いた情報

理解の支援システムを提案する．

Web ページを用いた情報理解支援システムは，学

習方法の面から大きく二分できる．一つは幅広い

関連知識の学習から，情報理解を支援するシステム

（AreaView2001 [15]）である．もう一つは必要な最小

限の知識の学習から，情報理解を支援するシステム
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（NaviPlan [17]）である．AreaView2001 では，ある

言葉の意味を知ろうとしているユーザに，Web ペー

ジをクラスタリングし，章，節，項からなる情報理解

のための入門書を作成する．理解の目標となる言葉に

関連する多くの知識を学習できるが，知識を理解する

順序が明確になってはいない．NaviPlan はユーザが

知りたい言葉の意味を説明しているWeb ページを用

意し，Web ページ中に関連知識の意味を説明してい

るWeb ページへの，ハイパリンクを埋め込んだもの

を作成する．ハイパリンクをバックトラックしていく

ことで，必要な最小限の知識から言葉の意味を理解す

ることができる．しかし，幅広い関連知識の把握まで

には至らない．

言葉の意味の理解には多くの関連知識を順序よく学

習できる必要がある．提案システムでは多くの関連知

識を順序立てて学習できるようにする．

2. 2 文書の難易度

従来研究では文書中の単語の長さ [3] や 1 文の長

さ [1] から文書に難易度を与えているものがある．だ

が，これらの手法における難易度は文書の読みにくさ

を測っており，その文書の内容の理解にあたっての難

易度ではない．

提案システムではWebページに含まれる単語から

Webページの内容の難易度を測る．

2. 3 学習コンテンツの順序付け

関連知識を順序よく学習するためには「Aの前に B

を学習する必要がある」，すなわち知識の前後関係を考

慮する必要がある．Gagneらは学習コンテンツをノー

ド，コンテンツの順序関係をアークとした有向グラフ

を作成し，コンテンツの並べ換えを支援した [4]．グ

ラフからコンテンツの学習順序を作る際にはファジー

数 [8]や GA [10], [12]を用いる．コンテンツの学習順

序は関連知識を帰納的に学習できる順序とされること

が多い．これは人間が新しいものを学ぶ際には帰納的

に学習することが多いためである．帰納的に学習する

と目的の言葉の意味が学習者には難しい場合，理解の

目標となる言葉の意味を理解するまでに時間がかかる

おそれがある．

提案システムではWebページから関連知識を表す

単語を抽出し，多くの単語が連続して出現する順序付

けを行う．これによって時間をかけすぎず，着実に理

解の目標となる言葉の意味を理解できるようにする．

2. 4 文 書 分 類

文書分類手法は既存カテゴリーに文書を分類する手

法 [9], [11] と与えられた文書集合をクラスタリングす

る手法 [2], [6]がある．

vivisimo [19] は検索結果のWebページをクラスタ

リングするシステムである．vivisimoは検索で得られ

たWebページの要約とタイトルから高頻度語を抽出

し，高頻度語を用いてクラスタリングしているといわ

れている．そのため目標とする言葉と関連のない単語

がクラスタリングに用いられるおそれがある．これに

対して，提案システムは目的の言葉を表す単語との共

起確率の高い単語，すなわち単なる高頻度語ではなく

目的の言葉を表す単語と同程度の頻度で同時に用いら

れやすい単語を用いてクラスタリングする．目的の言

葉と強い関係にある多様な単語を用いて，言葉の意味

の理解に必要な知識を幅広く学ぶためのクラスタを作

成する．

3. 情報理解支援システム

本章では提案する情報理解支援システムの構成を説

明する．提案システムを図 1 に示す．ユーザは一つの

名詞（入力キーワード）をシステムに入力する．入力

キーワードを検索エンジン Google に入力し，検索結

果のWebページ集合を取得する．その後各Webペー

ジを特徴づける特徴語を抽出し，各特徴語に語の難し

さを示す評価値を与える．そして特徴語の難しさの評

価値からWebページに難易度を与える．続いてWeb

ページをクラスタリングし，10 個のクラスタを得る．

クラスタに含まれるWeb ページの難易度からクラス

タの難易度を与える．また，多くの特徴語が連続して

図 1 情報理解支援システム構成
Fig. 1 Information understanding support system.
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出現する学習順序をクラスタに与える．最後に難易度，

学習順序付きクラスタを出力する．

以下で各処理の詳細を述べる前に，提案システムで

用いる用語の定義を行う．

入力キーワード：ユーザがその意味を知りたい単語

難易度：内容を理解するために必要な知識の量

学習順序：多くの特徴語の意味を集中して学習する

ための順序

特徴語：Webページ中で入力キーワードの説明に用

いられている単語

3. 1 システムへの入力：入力キーワード

ユーザは自分が知りたい言葉を表す一つの名詞を入

力する．ユーザが人工知能について知りたい場合には

「人工知能」を入力キーワードとして与える．

3. 2 Webページ集合の取得

入力キーワードを使って，Google の検索結果から

最大 1,000 件のWebページを取得する（注1）．

3. 3 特徴語の抽出

取得したWebページから入力キーワードの説明に

使われている特徴語を取り出す．特徴語の抽出には重

要文抽出システムの一つである展望台システム [13]を

用いる．展望台システムは文章を読む際の観点となる

観点語を与えると，観点語に基づいて文章を特徴づけ

る特徴語を抽出できるシステムである．提案システム

では観点語として入力キーワードを与えるが，このと

きに得られる特徴語が入力キーワードの説明に用いら

れている単語とみなせるため，展望台システムによっ

て特徴語を抽出する．観点語の定義を以下に示す．

観点語：Webページを読む際の観点となる単語

特徴語はWebページの観点語をもとに抽出される．

展望台システムにはWebページのテキスト，入力キー

ワードを観点語 v0 として与える．展望台システムで

はWeb ページのテキストより式 (1)の評価値の高い

単語から順に最大 5個の名詞を抽出し，観点語集合 Sv

を作成する（注2）．

Relation(r) =
∏

v0∈Sv

Snum(r ∧ v0)
2

Snum(r)Snum(v0)
(1)

ただし，Snum()̇は単語が出現する文の数を表す．観

点語集合 Sv は観点語 v0 と同程度の頻度かつ共起頻度

の高い単語 r から構成される．

観点語集合 Sv を用い入力キーワードに関する記述

箇所を特定し，その中で入力キーワードの説明に用い

られる特徴語 tを得る．式 (2)の評価値の上位 10%の

中から，出現頻度の上位 20個の名詞を特徴語とする．

Topic(t) =
∏

r∈Sv

Snum(t ∧ r)

Snum(t)
(2)

3. 4 特徴語の難しさの評価

特徴語に単語の難しさを示す評価値を特徴語の出現

頻度を用いて与える．一般的に単語は出現頻度が低い

ほど，難しく意味をとらえにくい単語である [18]．提

案システムで扱うWebページ集合においても，入力

キーワードの説明に使われにくい単語ほど出現頻度は

低くなると考え，式 (3)によって特徴語 tの難しさの

評価値 Sp(t)を与える．

Sp(t) =
ALLP − Pnum(t)

ALLP
(3)

ただし，ALLP は取得したWebページ数，Pnum(t)

は t を含むWeb ページ数を表す．式 (3) を用いて低

頻度の特徴語に高い評価値を与える．

3. 5 Webページのクラスタリング

本節では，提案システムがWeb ページ集合の難易

度と学習順序を提供するため，入力キーワードに関し

て得られるWeb ページ集合を分類するクラスタリン

グの手法について述べる．クラスタリングには，クラ

スタ内で内容が類似するように，クラスタ間では内容

が異なるように，それぞれ類似度と独立率 [6] という

指標を用いる．以下に，クラスタリングに用いるアル

ゴリズムとその意味を示す．

クラスタリングアルゴリズム

入力キーワードから得られる Web ページ集合：W = {w}
Web ページ w に現れる観点語の集合：Jw = {jw}
いずれかの Web ページに現れる観点語の集合：I = {i}
観点語 iをラベルとするクラスタ集合：C = {Ci},D = {Di}
クラスタ Ci の独立率：IND(Ci)

クラスタ Ci と Cj の類似度：SIM(Ci, Cj)

（|A| は集合 A の要素数を表す）

T1 = 0.3; T2 = 1.0;

foreach(i ∈ I)

Ci = Di = φ;

Step1：Web ページのクラスタへの分類
foreach(w ∈ W )

foreach(jw ∈ Jw)

w を Cjw の要素とする;

（注1）：Google で表示される検索結果のうちで，URL が取得可能な
Web ページが最大 1,000 件であるため．
（注2）：すなわち各 Web ページには 1～5 個の観点語が与えられる．
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foreach(w ∈W )

foreach(jw ∈ Jw)

if(|Cjw | == maxk∈Jw{|Ck|})
w を Djw の要素とする;

Step2：独立率によるクラスタの絞込み
foreach(Ci ∈ C){

IND(Ci) =
|Di|
|Ci| ;

if(IND(Ci) < T1)

Ci を C から取り除く;

}

Step3：独立率と類似度によるクラスタの統合
foreach(Ci ∈ C，ただし IND(Ci) の昇順){

foreach(Cj ∈ C，ただし IND(Cj) > IND(Ci)){
SIM(Ci, Cj) =

|Ci∩Cj |
|Ci| ;

if(SIM(Ci, Cj) ≥ T2)

if(|Ci| ∗ 5 ≤ |Cj | ≤ 100)

C から Ci, Cj を取り除き
新クラスタ Ci,j = Ci ∪ Cj を C に加える;

}}

Step4：終了条件の判定
if(T2 ≤ 0.3 または |C| ≤ 0.1 ∗ |I|)

C をクラスタリング結果としてクラスタリング終了;

else

T2 ← T2 − 0.05 として step1 へ;

［Step1］：Webページのクラスタへの分類

まず，Step1ですべての観点語に対応するクラスタ

を作成する．クラスタ集合 C は，各Webページが複

数のクラスタに属することを許したクラスタリングで

あり，クラスタ集合 D は，各Webページが最も要素

数の多い一つのクラスタにのみ属することを許したク

ラスタリングとなる．

［Step2］：独立率によるクラスタの絞込み

独立率とは，他のクラスタに含まれるWebページ

が，自分のクラスタに既に含まれている割合，すなわ

ち他のクラスタの情報を必要としない割合を表す．こ

れは，井山らによって提案されたクラスタリングの指

標であり，独立率を考慮することでWebページの重

複を避け，内容が独立したクラスタを得ることができ

る [6]．そこで，予備的な実験において，内容が独立し

たクラスタが得られる独立率のしきい値を求め，独立

率がしきい値以下のクラスタをクラスタ集合から除い

ている．

［Step3］：独立率と類似度によるクラスタの統合

類似度とは，二つのクラスタに共通に含まれるWeb

ページの割合を表す．これによって，クラスタ間の関

連の強さを測ることができる．そこで，類似度がしき

い値以上のクラスタ同士を一つのクラスタに統合し，

クラスタ間でWeb ページの内容ができるだけ重複し

ないようにまとめる．

また，独立率が低いクラスタには類似度が高いクラ

スタが少なく，独立率が高いクラスタには類似度が高

いクラスタが多い．独立率が高いクラスタから順に統

合すると，多くのクラスタが一つのクラスタに統合さ

れてしまうため，独立率の昇順にクラスタの統合を

行っている．

統合時にクラスタのWebページ数に条件を設けてい

るのは，検索エンジン Googleによる取得可能なWeb

ページ数が最大 1,000 であることと併せて，100ペー

ジ以上の巨大なクラスタの出現により，クラスタの順

序付けによる単語の意味理解を妨げないため，また

Web ページ数に差があるクラスタ同士の類似度は関

係の必要十分性に欠けることから，Webページ数の差

が 5倍以内に収まるクラスタ同士を統合するようにし

ている．

［Step4］：終了条件の判定

類似度が高いものから順にクラスタを統合していく

ために，類似度のしきい値を 1.0から 0.3まで 0.05刻

みで減少させている．下限の 0.3という値は，この値

を下回ると，関係のないクラスタ同士までが統合され，

10 個以上のクラスタが得られなくなったために定め

た．またクラスタリング開始時のクラスタ数（全Web

ページに含まれる観点語の総数）が平均 200であった

ため，その 10 %である 20以下になる際にクラスタリ

ングを終了するようにした（注3）．

また本システムは，このクラスタリングアルゴリズ

ムを，入力キーワードから得られるWebページ集合に

対して 2回適用する．1度目は，語義の多様性による

入力キーワードと無関係なWeb ページを除くことを

目的として，得られるクラスタリング結果の中のWeb

ページ数が最大のクラスタのみを残すようにする．実

際に，入力キーワードの第一義にかかわる最大のクラ

スタ以外の多くは，入力キーワードの基本的な意味を

理解する上ではノイズとなる傾向にあった．

そこでこの一つのクラスタに対して，再びクラスタ

リングアルゴリズムを適用し，最終的にWebページ

（注3）：今回の評価実験で用いなかった単語を入力キーワードとして，観
点語の総数を調査したところ最大 400 個であった．そのため Web ペー
ジ集合が異なる場合でも，類似度のしきい値の下限を 0.3 と固定しクラ
スタ数が 20 以下となったときに終了することで，本アルゴリズムを適
用できる．
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表 1 入力キーワード「人工知能」に対するクラスタリン
グ結果（クラスタラベルは一つだけ示している）

Table 1 The clusters of the second clustering results

when inputting “artificial intelligence”.

クラスタラベル Web ページ数 独立率
o 人工知能 11 1.000

o 人工 172 1.000

表示 8 0.875

推論 5 0.800

理解 5 0.600

名詞 5 0.600

o 情報 26 0.577

o システム 15 0.533

学習 10 0.500

o 研究 51 0.490

o 論文 12 0.417

o 敵 17 0.412

o 年 22 0.409

目標 10 0.400

探索 10 0.400

o 日 23 0.391

遺伝 8 0.375

o コンピュータ 16 0.313

人 10 0.300

人間 21 0.296

数の多い 10のクラスタを出力に用いる．これにより，

入力キーワードの理解に必要なWeb ページを含むク

ラスタを得る．表 1 に，入力キーワード「人工知能」

に対するクラスタリング結果を示す．このうち，左端

に丸印の付いたクラスタが出力に用いられる．

3. 6 難易度の付与

3. 5で得られた 10 個のクラスタに難易度を付与す

る．内容を理解するのに多くの知識が必要なクラスタ

では，クラスタに属するWeb ページが難しく，属す

る特徴語の種類数が多いと考えられる．そこで，クラ

スタに属するWeb ページの最大難易度と，クラスタ

内のWeb ページ集合が含む特徴語の種類数から，ク

ラスタの難易度を評価する．

Webページの難易度は特徴語の難しさの評価値の和

から測る．二つの特徴語 t1，t2 の難しさの評価値の間

に，Sp(t1) < Sp(t2)なる関係が成り立ち，二つの特

徴語が共起する確率が高い場合を考える．このとき t1

は t2 を理解するための基礎知識を表すと考えられる．

すなわちWebページ w の難易度は，含む特徴語の共

起確率によって変化すると考え，式 (4)で評価する．

Dif(w) = Sp(tmax)+
∑

t∈Sw

Sp(t)Pro(t|tmax)(4)

Pro(t|tmax) =
Pnum(t ∧ tmax)

Pnum(tmax)
(5)

式 (4) において tmax はWebページ w の最も難しい

特徴語を表し，Sw はWeb ページ w 中の tmax 以外

の特徴語からなる単語の集合を表し，Pro(t|tmax)は

tmax を含まない Web ページ集合における t を含む

Web ページの割合として式 (5) により算出する．式

(4)はWebページ wの難易度を，まずWebページが

含む最も難しい特徴語の評価値で大まかに決定する．

加えて難しさの評価値が高く，かつ他の tmax を含ま

ないWebページに頻出する特徴語が多いほど難易度

が高いとする．

式 (6) を用いて，クラスタに属するWeb ページの

最大難易度と特徴語の種類数から，クラスタの難易度

を測る．

Complexity(C) = 20 −Rank(max(Dif(w)C))

−Rank(Kind(C)) (6)

式 (6)では，max(Dif(w)C)はクラスタ C に属する

Webページの最大難易度を表し，Kind(C)はクラス

タ C 内の特徴語の種類数を表す．Rank()は評価値の

順位を返す関数で，評価値が高い順に 1，2 と値を返

す．Web ページの難易度と特徴語の種類数を同等に

評価し，両評価値が高いクラスタほど難易度が高いと

する．

3. 7 学習順序の付与

3. 5で得られた 10 個のクラスタに学習順序を与え

る．入力キーワードの意味を理解するには，説明に使

われている特徴語の意味を理解する必要がある．その

ため，ある特徴語が含まれるWebページが連続して

出現する順序をクラスタにつけ，多くの特徴語の意味

を集中的に学習できるようにする．

学習順序付けの評価関数は文章の流れを評価する手

法 [14] をもととしている．10 個のクラスタを 1 列に

並べたすべての順列（10!通り）に対し，すべての特

徴語が出現する密度（式 (7)）の和（式 (8)）を測り，

和が最も大きい順序を出力に用いる．

Density(t) =
Cnum(t)

Last(t) − First(t) + 1
(7)

Continuity(grad) =
∑

t∈Sg

Density(t) (8)
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式 (7) において，Last(t)は t が出現する最後のクラ

スタの順番を示す数，First(t)は tが出現する最初の

クラスタの順番を示す数，Cnum(t) は Last(t)から

First(t)の区間のクラスタにおいて，t を含むクラス

タの数を示す．式 (8)において，Sg は 10個のクラス

タに含まれる特徴語の集合を表す．

3. 8 システムからの出力：難易度・学習順序付き

クラスタ

難易度と学習順序を付けたクラスタを図 2 に示すイ

ンタフェース上に出力する．インタフェースでは上段

に入力キーワードを示し，下段の左フレームにはクラ

スタラベルを学習順序の順に表示する．ラベルの後ろ

に難易度の評価値を示す．クラスタラベルがクリック

されると，右フレームにクラスタ内のWebページへ

のリンクを難易度の昇順に表示する．Webページの難

易度はリンクが見づらくなるため表示しない．クラス

タラベルは複数の観点語からなるが，左フレームでは

クラスタリングの開始時のクラスタ集合 C の中で，最

もWeb ページ数が多かったクラスタのラベルだけ表

示し，クラスタが選択されたときのみすべて表示する．

提案システムでは学習順序のとおりにクラスタをた

どってもらうが，クラスタの難易度が低い，若しくは

高いと感じた場合は飛ばして次のクラスタへ進んでも

らう．難しい内容のWebページから読み始めると学習

が進まなくなるおそれがあるため，ユーザにはやさし

い内容のWebページから読み始め，順に難しいWeb

ページへと進み，納得いくまで学習してもらう．これ

図 2 システム出力：難易度・学習順序付きクラスタ
Fig. 2 System output: clusters with the value of in-

formational complexity and the value of learn-

ing gradation.

によりユーザは簡単なWebページのみ読んで，浅い

理解にとどまることはなく，言葉の意味の深い理解を

行える．

4. 難易度付与と学習順序付与の予備実験

本実験の目的は式 (6)によってクラスタに妥当な難

易度を，式 (8)によって妥当な学習順序を与えられる

ことの確認である．

4. 1 実 験 方 法

システムが出力するクラスタの難易度と被験者に

よって与えられたクラスタの難易度の相関を調べた．

またシステムが出力する学習順序と被験者によって与

えられた学習順序の相関を調べた．

実験で用いたクラスタの作成方法について説明す

る．はじめに，表 2 左列の 5 個の入力キーワードを

Wikipedia [20]に入力し，各入力キーワードが説明さ

れているWebページを取得した．取得したWebペー

ジは章ごとに文章が区切られており，本の形式になっ

ている．入力キーワードのWebページを章ごとに分

け，章のタイトルをラベルとした空のクラスタを作成

した（表 2 右列）．クラスタには各章の文章を一つの

Webページとしたものと，各章の文中にリンクが張ら

れているキーワードの説明がされているWebページ

を収めた．多くの順序から妥当な学習順序を取り出せ

ることを示すために，入力キーワードの選定基準は，

100通り以上の順序が得られること，筆者や被験者が

その意味を知っている自然科学分野のキーワードであ

ることの二つとした．

被験者とその割当を説明する．本実験の目的は妥当

な難易度と学習順序を付与できることの確認である．

表 2 入力キーワードとクラスタラベル
Table 2 Cluster labels of inputted keyword.

入力キーワード クラスタラベル
形態素解析 A：形態素解析 D：文法上の問題

B：わかち書き E：代表手法
C：品詞，未知語の問題 F：関連項目

アルゴリズム A：アルゴリズム E：プロトコル
B：歴史 F：代表的なアルゴリズム
C：決定的アルゴリズムと確率的アルゴリズム
D：厳密な定義 G：関連項目

検索エンジン A：検索エンジン D：歴史
B：検索エンジンの狭義の意味 E：課題
C：検索エンジンの広義の意味 F：外部リンク

フーリエ変換 A：フーリエ変換 D：応用
B：定義 E：一般化
C：性質 F：関連項目

電子署名 A：電子署名 E：要件
B：概要 F：安全性の定義
C：電子署名方式のモデル G：代表的な電子署名方式
D：電子署名方式の定義 H：関連項目
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表 3 被験者による難易度との平均順序相関
Table 3 Correlation values with the correct gradation.

入力キーワード 式 (6) −Rank(max(Dif(W )c)) −Rank(Kind(C))

形態素解析 0.467 0 0.333

アルゴリズム 0.333 −0.142 0.142

検索エンジン 0.467 0 0.333

フーリエ変換 0.333 0.666 0

電子署名 0.429 0.50 −0.250

そのため自然科学分野の知識を有した画像処理，制御

工学分野の理系大学生，大学院生 16 名を被験者とし

た．難易度付与の実験では表 2 の入力キーワードから

得られたクラスタについて，各入力キーワードごとに

作成した二つのクラスタの組合せ（合計 94組（注4））に

対して，各組に 3人ずつ（注5）被験者を割り当てた．順

序付与の実験では表 2 の 5個の入力キーワードそれぞ

れのクラスタ集合に 7人ずつ（注6）割り当てた．

実験のタスクを説明する．難易度付与の実験では

表 2 の入力キーワードの各クラスタ集合から二つのク

ラスタを取り出し，Webページの内容を理解しやすい

クラスタを選択してもらった．一方，学習順序付与の

実験では表 2 の入力キーワードの各クラスタ集合を示

し，クラスタ内のWeb ページを読んでもらい，話の

流れの自然な順にクラスタを順序付けしてもらった．

評価方法を説明する．難易度付与の評価では理解し

やすいクラスタに +1，そうでないクラスタに −1と

点を付け，点数の合計からクラスタに難易度の順序を

付けた．その難易度順序とシステムが出力する難易度

順序，式 (6)の第 2項の−Rank(max(Dif(W )c))と

第 3項の −Rank(Kind(C))のそれぞれによる順序を

比較した．学習順序付与の評価では被験者が作ったそ

れぞれの順序とシステムが出力する順序，Wikipedia

内でクラスタが出現した順序を比較した．順序比較に

はケンドールの順序相関係数 [7] を用いた．ケンドー

ルの順序相関係数は任意の 2個のデータの大小関係か

ら 2組のデータの順序相関を評価できる．

4. 2 難易度付与の評価

被験者による難易度順序とシステム出力（式 (6)）

による難易度順序を比較した．表 3 に入力キーワード

ごとの相関係数を示す．「形態素解析」，「検索エンジ

ン」，「電子署名」の三つの入力キーワードにおいては

中程度の相関，「アルゴリズム」，「フーリエ変換」の

二つの入力キーワードでは弱い相関が見られた．人間

が感じる難易度とシステム出力は，全く同じ難易度付

けにはならなかったが，弱から中程度の正相関が見ら

れた．順序相関はデータの半数の順序が入れ換わると

無相関とある評価指標であるが，順序相関を使って正

相関が得られたことから，式 (6)が有効な評価方法で

あることが分かる．

一方，−Rank(max(Dif(W )c)) と −Rank(Kind

(C))の値による順位では明確な相関はなかった．この

理由はWebページの最大難易度が高くても他のWeb

ページの難易度が低い場合や，特徴語の種類数が多く

てもやさしい特徴語が多い場合にはクラスタ内のWeb

ページの内容を理解することに，多くの知識を必要と

しないためと考えられる．すなわち，適切な難易度を

与えるには両方を評価する必要があり，Webページの

最大難易度と特徴語の種類数が人間が感じるものに近

い難易度を与える可能性が高い．

4. 3 学習順序付与の評価

はじめに被験者が回答した学習順序に対して考察を

与える．全回答順序の 35 個中 28 個が表 2 の各入力

キーワードの Aクラスタを先頭とする順序であった．

Aクラスタに属するWebページには入力キーワード

の概要が書かれており，これを読むことで目的の言葉

の全体像を把握しようとしたため，多くの回答順序の

先頭が A クラスタになったと考えられる．この結果

から自分に足りない知識は何であるかを考え，それを

できるだけ効率良く埋めていく順序が自然な話の流れ

を形成する，と我々は解釈した．したがって入力キー

ワードをラベルに含むクラスタを先頭とする学習順序

に式 (8)で評価値を与え，評価値が最も高い学習順序

を出力することにした．

システム出力の学習順序と先頭が Aクラスタである

回答順序との平均相関を調べた．ここでは，前段落で

システム出力の順序の先頭を Aクラスタと定めたため

（注4）：表 2 の入力キーワードごとの二つのクラスタの組合せから，

6C2 + 7C2 + 6C2 + 6C2 + 8C2 = 94 組のクラスタを作成した．
（注5）：16 人中 10 人は 18 組，6 人は 17 組の難易度を比較した．
（注6）：16 人中 3 人が三つの集合，13 人が二つの集合に順序を付与し
た．
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表 4 被験者の回答順序，システム出力の学習順序及び
Wikipedia での順序の平均相関

Table 4 Correlation values between correct pattern

and the patterns with highest value of Eq. (8)

and the pattern on the Web page.

入力キーワード システムと システムと 被験者と
被験者 Wikipedia Wikipedia

形態素解析 0.800 0 −0.333

アルゴリズム 0.850 −0.142 −0.428

検索エンジン 0.866 −0.333 0

フーリエ変換 0.666 0 0.333

電子署名 0.784 −0.500 0.250

に，先頭が A クラスタである回答順序のみ評価した．

表 4 において，システム出力と回答順序を比較したと

ころ，「フーリエ変換」以外の四つの入力キーワードで

は高い相関，「フーリエ変換」では中程度の相関があっ

た．システム出力とWikipediaでの順序を比較したと

ころ，「検索エンジン」と「電子署名」では負の相関

があった．このことからシステム出力とWikipediaで

の順序は，全く同じではないことが分かる．また，回

答順序とWikipediaでの順序を比較したところ，「形

態素解析」と「アルゴリズム」で負の相関があった．

「形態素解析」であれば Eクラスタである「代表手法」

が Aクラスタの直後に現れ，「アルゴリズム」であれ

ば F クラスタである「代表的なアルゴリズム」が A

クラスタの直後に現れた順序が多く，半数以上のクラ

スタがWikipedia とは異なる位置にある順序が多く

回答された．この理由は Aクラスタで入力キーワード

の概要が示された後には，代表的な手法の紹介を知る

ことが自然な流れであるとし，手法の説明がされたク

ラスタの位置を前方にした被験者が多かったためと考

えられる．このことから，もとのWikipediaでの項目

の順序は人間にとって必ずしも分かりやすい順序であ

るとは限らず，多くの特徴語が連続して出現する学習

順序は，人間にとって話の流れが自然な分かりやすい

順序である可能性が高いことが分かる．

5. 情報理解支援の評価実験

本実験の目的は，提案システムによってなじみのな

い言葉の意味を理解する支援ができることの確認で

ある．

5. 1 実 験 方 法

理解の目標となる言葉を入力キーワードとして与え，

システムが出力するWeb ページを読んでその意味を

理解してもらう実験を行った．評価には図 2 のイン

表 5 評価実験で用いた五つのシステム
Table 5 Five systems for the experiment.

システム 仕様
GG Google の検索結果を表示する
CL クラスタリング結果を表示
DF クラスタを難易度に従い表示
ST クラスタを学習順序に従い表示

proposed クラスタを学習順序に従い表示し，
（提案システム） 難易度は数字で表示

タフェースを用いる五つのシステムを用いた（表 5）．

GGシステムではクラスタがないためインタフェース

の左フレームは空白にした．CLシステムではクラス

タラベルを 50音順に表示し，DFシステムでは難易度

の昇順，STシステムと proposedシステムでは学習順

序の順に表示した．また，Webページのリンクは GG

システム，CLシステム，STシステムでは Googleの

検索結果の順に表示し，DFシステムと proposed シ

ステムでは難易度の昇順に表示した．出力したWeb

ページはクラスタリングで残ったWeb ページのみで

あり，五つのシステムで同じWebページ集合を用い

た．入力キーワードは人工知能に関する 10 個の名詞

とした（表 6 左列）．

被験者とその割当を説明する．被験者は画像処理，

制御工学分野の大学生，大学院生であり，人工知能分

野には明るくないことを確認しており，なじみのない

言葉の意味を理解しようとするユーザの条件を満たし

た．一つの入力キーワード，一つのシステムにつき 5

名の被験者を割り当てた．被験者は合計 50名で 1人

が五つのシステムを五つの入力キーワードで使用し，

システムを使う順序は各人異なるように設定した．

実験のタスクを説明する．実験でははじめに五つの

システムの使い方を 3. 8に基づき説明した．被験者に

は「難易度が与えられている場合は，やさしい内容の

Webページ，クラスタからたどる」「学習順序が与え

られている場合は学習順序のとおりにたどる」「クラ

スタとWeb ページはすべて逐次的にたどる必要はな

く，入力キーワードの意味を理解できたと思ったら学

習を終了する」の三つを指示した．これによってWeb

ページに難易度が与えられているときは難易度の順に

たどられ，そうでないときは検索結果の取得順にたど

られると期待される．また，クラスタに学習順序が与

えられているときは学習順序の順にたどられ，難易度

が与えられているときは難易度の順にたどられ，そう

でないときは 50 音順にたどられると期待される．説
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表 6 被験者が回答した関連する単語の例
Table 6 Examples of related keyword.

入力キーワード 関連する単語の例
人工知能 推論，探索，機械学習，機械，情報検索，
（AI） 遺伝アルゴリズム，データマイニング，

知能，計算機，エキスパートシステム
エージェント モバイルエージェント，人工知能，擬人性，
（AG） コミュニケーション，推論，探索．，知的

推論，学習，ロボット，行動，コンピュータ
セマンティック RDF，XML，URL，オントロジー，Weblog，
ウェブ エージェント，メタ情報，RSS，FOAF，
（SW） HTML，バーナーズ・リー
機械翻訳 中間言語方式，トランスファ方式，意味，
（MT） 辞書，文法，翻訳ソフト，優先度，構文解析，

文脈解析
オントロジー 概念，知識，体系，ドメイン，人工知能，
（OT） 自然言語処理，セマンティックウェブ，意味，

情報検索エンジン，存在論，
自然言語処理 形態素解析，構文解析，意味解析，文章構造，
（NLP） 人工言語，コーパス，辞書，文脈解析，抽出，

文法知識，
推論 思考，肯定式，否定式，命題，真理関数，
（IF） 人工知能，知識，帰納，発想，機械学習
データ 情報，ルール，マイニング，経営，事業，
マイニング ビジネス，マーケティング，統計，発掘，
（DM） テキスト
学習 人工知能，経験，知識，最適化，強化学習，
（LR） 帰納学習，有限オートマトン，経験，PBD，

クラスタ分析，データマイニング，
ニューラルネットワーク

ニューラル データマイニング，階層，ニューロン，学習，
ネット パターン認識，脳，神経，強化学習，細胞，
（NN） ロボット

明の終了後，各システムをインタフェース上に表示し，

Webページを開き文章を読んでもらった．一つの入力

キーワードの意味を 20分から 30分程度で学習しても

らった．

被験者には (1) 入力キーワードの説明文，(2) 読ん

だWeb ページ数，(3)内容が分かりにくかったWeb

ページ数，(4)関連する単語，(5)理解した単語の 5項

目を回答してもらった．関連する単語は入力キーワー

ドの意味を理解していく中で，入力キーワードに関連

し，説明に使われていると被験者が思った単語であり，

理解した単語は入力キーワードの意味を理解していく

中で，入力キーワードに関連し，その意味を深く理解

したと被験者が思った単語である．

評価方法について説明する．読んだWebページ数

に対する分かりにくかったWeb ページ数の割合（分

かりにくいWeb ページの割合）からは，情報獲得の

効率を評価する．この割合が低いほど，分かりやすい

情報源を用いて情報獲得が行われたことを意味するの

で，情報理解の効率を評価できる．また，関連する単

語の数からは，情報理解の幅を評価する．関連する単

図 3 分かりにくい Web ページの平均割合
Fig. 3 Proportion of the number of read Web pages

to the number of Web pages whose contents

were more complex.

語の数は，入力キーワードの意味を理解する中で把握

した関連知識の量を表すといえる．把握できた関連知

識の量が多いほど，広範囲の様々なWebページを読め

たことを意味するので，これによって情報理解の幅を

評価できる．更に理解した単語の数からは情報理解の

深さを評価する．理解した単語の数は，入力キーワー

ドの意味を理解する中で，理解した関連知識の種類数

を表すといえる．理解した関連知識の種類数が多いほ

ど，その意味を繰り返し学習できたことを意味するの

で，これによって情報理解の深さを評価できる．最後

に，説明文中の関連する単語と理解した単語の数から

は，説明文の詳細さを評価する．説明文は被験者が把

握した関連する単語と理解した単語を用いて書かれる

と考えられる．そのため，回答された単語が多く用い

られている説明文ほど詳しく書かれたとみなせ，これ

によって説明文の詳細さを評価できる．回答項目は有

意水準 α = .05，自由度 φ = 4とした t検定により有

意差を確認した．

5. 2 情報理解支援システムの評価

被験者が読んだ平均Webページ数は 22ページで十

分な量のWebページを読んでおり，入力キーワード，

システム間での大きな差はなかった．そのため同程度

の情報から得られた情報理解の差，システム間の差を

その他の結果から比較できる．

図 3 の分かりにくい Web ページの平均割合は，

「エージェント」以外の入力キーワードで提案システ

ムが最も低かった（p < .05）．

更に，図 4，図 5 では，「人工知能」，「セマンティッ

クウェブ」以外の入力キーワードにおいて，関連する

単語，理解した単語の平均獲得数は，提案システムが
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図 4 被験者が回答した関連する単語の平均数
Fig. 4 Average of related keywords.

図 5 被験者が回答した理解した単語の平均数
Fig. 5 Average of learned keywords.

最も多かった（p < .05）．

提案システムを用いた被験者による入力キーワード

の説明文の例を表 7 に示す．図 6 では，9 個の入力

キーワードの説明文において，提案システムを用いた

ときに含まれる，関連する単語の平均数が最も多かっ

た（p < .05）．更に図 7 では 9個の入力キーワードの

説明文において，提案システムを用いたときに含まれ

る，理解した単語の平均数が最も多かった（p < 05）．

被験者以外の筆者の 1人を含む 3名によって確認し

たところ，関連する単語と理解した単語はすべて入力

キーワードに関する妥当な単語であり，説明文中でも

正しく用いられていた．誤って理解しているのであれ

ば，説明文中でも正しく用いられることは少ないと考

えられるが，理解した単語の回答数が多くなるにつれ，

説明文中で用いられる数も多くなった．このことから

理解した単語の大部分は，その意味が正しく理解され

たとみなせる．

以上より，分かりにくいWeb ページの割合は提案

システムが最も低く，関連する単語，理解した単語の

数は提案システムが最も多いことが分かった．また，

表 7 提案システムを用いて回答された入力キーワードの
説明文の例（下線は回答された関連する単語）

Table 7 Examples of notes written about inputted

keyword when using the proposed system.

(related keywords are underlined)

入力 説明文
キーワード
人工知能 人工知能 とは人間が用いる 知識 や判

断力を分析しコンピュータプログラ
ムに取り込み 知的 な振る舞いをする
コンピュータシステムを実現すること
である．その主な目的は様々な形での
問題解決であり，人工知能は知識に基づ
いて推論，論理演算などを行い，結果を
導く．人工知能の研究は，様々な分野の
研究を派生させ，認知科学 や 知識工学，
ニューラルネットワーク の研究がそれ
にあたる．

エージェント 計算機 を使う人間に代わって，人間
が行いたい面倒な作業や複雑な仕事
を代行してくれる ソフトウェア プロ
グラム．分散ネットワーク において，
アプリケーション を構築する際に欠
くことのできない技術となっている．
エージェント は利用者のみならず，他
のエージェントとも 相互作用 する．現
在様々なテーマで研究が行われており，
所定の動作を繰り返すだけのエージェン
トから自分で 学習 し，賢くなっていく
エージェントまで存在する．

図 6 説明文中の関連する単語の平均数
Fig. 6 Average of related keywords written in notes

of concept words.

説明文中の関連する単語，理解した単語も，提案シス

テムが最も多かった．すなわち分かりやすい情報源か

ら多くの単語を把握，理解して，入力キーワードの説

明を詳細に行えたのは提案システムであった．

6.では提案システムで最もよい結果が得られた理由

を，難易度付与と学習順序付与が与えた効果を調べる

ことで考察する．
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図 7 説明文中の理解した単語の平均数
Fig. 7 Average of learned keywords written in notes

of input keyword.

6. 情報理解支援に与える効果の考察

難易度付与と学習順序付与が情報理解支援に与えた

効果を考察する．はじめにそれぞれの処理が与えた効

果を考察し，最後に二つの処理が組み合わさったこと

で与えられた効果を考察する．

6. 1 難易度付与の効果

検索結果をクラスタリングする CLシステムとクラ

スタに難易度を付与する DFシステムとの比較，及び

クラスタに学習順序を付与する ST システムと pro-

posedシステムとの比較から，難易度付与の効果を調

べた．

分かりにくいWebページ数の平均割合を示した図 3

では，9 個の入力キーワードにおいて CL システム

に比べ DF システムの方が少なかった（t = −5.87，

p = .0001）．また，すべての入力キーワードで STシ

ステムより proposed システムの方が平均割合が少な

かった（t = −6.10，p = .0001）．これはクラスタと

Webページの難易度を評価することで，やさしい情報

源を被験者が選択できたためと考えられる．したがっ

て，難易度の付与は情報獲得の効率を上げることが分

かる．

また，図 4 においてすべての入力キーワードでは，

CLシステムよりDFシステムの方が関連する単語は多

かった（t = −4.42，p = .001）．更に 9個の入力キー

ワードで，関連する単語は STシステムより proposed

システムの方が多かった（t = −4.74，p = .0007）．

これは内容が把握できるWebページを読んだことで，

単語と入力キーワードとの関連が見出しやすくなった

ためと考えられる．このことから難易度を付与するこ

とで，情報理解の幅が広がることが分かる．

理解した単語の数については，CLシステムとDFシ

ステムの間で有意差が得られなかったため，難易度付

与は情報理解の深さには影響が少ないことが分かった．

6. 2 学習順序付与の効果

CLシステムと STシステムで得られた結果の比較，

及び DFシステムと proposed システムで得られた結

果の比較から，学習順序付与による情報理解の効果を

調べた．

獲得した関連する単語の平均数は図 4 を見ると，

すべての入力キーワードにおいて CL システムより

STシステムの方が多かった（t = −3.02，p = .008）．

更に，すべての入力キーワードにおいて DF システ

ムより proposed システムの方が平均数が多かった

（t = −6.54，p = .00008）．これは学習順序の順にク

ラスタをたどることで，同じ特徴語が含まれるWeb

ページを続けて読むことができ，入力キーワードとの

関連がある多くの単語を把握できたためと考えられる．

「オントロジー」では，CL システムから ST シス

テムへの関連する単語の平均数が増加したが，回答さ

れた関連する単語の例を表 6 で見ると，「概念」，「知

識」，「体系」など一般に使われる単語が多く得られて

いる．このことから入力キーワードとの関連を見出し

にくい単語も，話の流れの一部に位置づけることで関

連が分かるようになると考えられる．以上より，学習

順序を付与することで，関連知識の把握に役立つこと

が分かった．

理解した単語の数は図 5 より，すべての入力キー

ワードにおいて CLシステムより STシステムの方が

多かった（t = −4.47，p = .001）．同様にすべての入

力キーワードにおいて，DF システムより proposed

システムの方が多かった（t = −5.08，p = .0004）．こ

れは学習順序が付与されることで各単語が連続して現

れるようになり，単一のWeb ページからの理解が難

しい単語でも，複数のWebページを続けて読むこと

で，その意味を理解できるようになるためと考えられ

る．このことから学習順序の付与は関連知識の深い理

解に役立つことが分かる．

また，分かりにくい Web ページの割合であるが，

CLシステムと STシステムの間で有意差が得られな

かった．よって，学習順序付与は情報獲得の効率に影

響が少ないことが分かった．

6. 3 難易度付与と学習順序付与を組み合わせる

効果

難易度付与と学習順序付与を組み合わせる効果につ
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いて調べた．

提案システムでは分かりにくいWebページの割合

が最も低く，関連する単語，理解した単語の数が最も

多かった．また，分かりにくいWeb ページの割合と

関連する単語の数には難易度付与が影響を及ぼすこと

が分かり，関連する単語と理解した単語の数には学習

順序付与が影響を及ぼすことが分かった．したがって，

提案システムにおいて，分かりにくいWebページの

割合が最も少なくなったのは難易度付与の効果であり，

理解した単語の数が最も多くなったのは学習順序付与

の効果が大きいといえる．

また，関連する単語の数が多くなった原因は，一方

の処理だけでなく，難易度付与と学習順序付与の相乗

効果であると考えられる．これは難易度付与と学習順

序付与が組み合わさることで，簡単な情報源から集中

的に単語の意味を学習できるようになるためである．

よって，二つの組合せによって情報獲得の幅が更に広

がることが分かる．

また，理解した単語は関連する単語の部分集合であ

り，関連する単語の数と比例の関係にある．proposed

システムは STシステムよりも，9個の入力キーワード

で理解した単語の数が多かった（t = −2.56，p = .01）．

これは両方の処理が組み合わさることで，関連する単

語を幅広く把握できるが，学習順序付与によって把握

した単語を集中的に学習できたためと考えられる．す

なわち，二つの処理が組み合わさることで情報の深い

理解にも効果があることが分かる．

更に説明文中の関連する単語，理解した単語の数も

9個の入力キーワードで提案システムが最も多くなっ

た．これも両方の処理が組み合わさったことで，多く

の単語を把握，理解できたためと考えられる．すなわ

ち，入力キーワードを最もよく理解できるのは提案シ

ステムであることが分かる．

以上より，難易度付与と学習順序付与を組み合わせ

ることで，特徴語が連続して出現する学習順序の中で

も難易度の低い情報を選択して学習できるため，多く

の単語を理解できることが分かった．すなわち，難易

度付与と学習順序付与を組み合わせた情報理解支援シ

ステムが，より多くの関連知識を把握し，なじみのな

い言葉の意味を理解する点で有効であると示せた．

7. む す び

本論文では，ユーザがなじみのない言葉を理解する

支援を行うための，情報理解支援システムを提案した．

本システムはクラスタとWebページに難易度を与

えることで，より簡単な情報源を用いて関連知識を学

習できるようにした．また，多くの特徴語が連続して

出現する学習順序を付けることで，関連知識を集中し

て学習できるようにした．実験の結果，提案システム

を用いて，なじみのない言葉の意味を理解する支援が

行えることを確認した．

今後は入力キーワードの難しさに応じて出力するク

ラスタ数を動的に変更する方法を考え，Webページに

も学習順序を与えることを検討したい．また，個人の

知識量に応じたWebページ，難易度付与を行うこと

で個人に対応したシステムへと改良することが課題で

ある．
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