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あらまし 検索エンジンにおいて検索結果として表示される情報は，目的の情報を素早く獲得する上で重要な
ものである．特に，検索結果の各Web ページの要約文は，各Web ページの内容を知る上で重要であるととも
に，ユーザが入力した検索語が各Web ページ内でどのように使われているか，すなわち検索語と各Web ページ
とのかかわりを知るために有効である．しかし，従来の検索エンジンにおける検索結果の要約文は，Web ページ
の冒頭部分のテキストが抜き出されて検索語が含まれていなかったり，検索語を含んでいても文の途中で切れて
いて文として不完全で，文脈やWeb ページの内容を把握できないという問題点がある．そのため文を単位とし
た要約の出力が望まれるが，HTML テキストにおいては，句点を含まない，文以外の記述が数多く含まれてい
るため，そのまま文を単位とした重要文抽出システムによって要約文を提供することは困難である．そこで本論
文では，各Web ページのソースを文に相当する意味の切れ目において分割する HTML テキスト分割システム
を提案する．また，本システムにより生成されるテキストが，Web ページの要約生成に有効に働くことを実験に
より検証した．
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1. ま え が き

インターネットが普及するにつれ，様々な情報がネッ

ト上にあふれ，存在している．しかしその情報量は

多く，情報の獲得と理解に多大な労力を要するように

なってきた．そのため，Webページを要約する技術が

求められている．Web文書に対する要約には以下の二

つが挙げられる．

1. 各Webページの内容をまとめて内容理解を助

ける，各Webページに固有の要約

2. 検索結果の概要として，各Webページの取捨

を検索語に関連して判断できる動的な要約

本論文においては，この後者を題材として取り扱う．

この後者の要約においては，検索語がWebページ中

でどのような位置付けで現れているかを明確にするこ
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とが重要であり，そのためには，検索語を含みかつ前

後の意味のつながりがある部分を抽出することが適当

と考られる．特に，検索エンジンの出力に用いるため

の要約は，1画面中にできるだけ多くの検索結果を表

示したいというインタフェースの制約から，およそ 3

文程度（120字から 150字）の量にまとめる必要があ

り，この限られた量の中で，できるだけ意味のつなが

りのあるテキストを出力することには意味がある．

そこで本論文では，HTML テキストを意味のつな

がりのある一つの単位（セグメントと呼ぶ）に分割す

るシステムを構築する．セグメントはおよそ文と同程

度の意味情報を含むように生成する．これによって，

既存の重要文抽出システムを用いて，セグメントを単

位として重要セグメントを抽出し，意味のつながりが

あるWebページ要約を得ることが可能となる．

以下の 2. で関連研究について述べ，3. で HTML

テキストをセグメントに分割する HTMLテキスト分

割システムについて述べる．4. で提案システムが適切

な分割を行っているか実験的に検証し，5. で HTML

テキストを分割した結果得られるセグメント集合から，
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重要セグメントを抽出する実験を行う．最後に，6. で

本論文を締めくくる．

2. 研 究 背 景

検索エンジンが提示するWebページの要約文には，

ページの冒頭部分を提示したり [1]，検索語の前後一定

文字を提示するもの [2] がある．これらは意味の区切

りを明確に扱っておらず，意味の離れた内容のものが

無理に連結されていたり，文の一部分のみが表示され

ていたりするため，検索語にかかわるWebページの

内容を知る要約としては不十分となる．

HTML テキストを要約する先行研究 [3], [4] では，

確率モデルや，構文解析と TFIDF 法 [5] を組み合わ

せた手法によりWeb ページの要約を行っている．し

かし，HTML テキスト中の文のみを対象として，短

い単語のリンクや項目が並べられている個所を対象と

せずに，文章固有の要約を生成している．そのため，

検索エンジンの検索結果として提示する場合，検索語

を含む動的な要約が望まれ，検索語がリンク集に含ま

れている場合などに適切な要約を得られない．

そこで本研究では，文以外のテキスト部分において

も文と同程度の長さの意味の区切りを設け，従来の重

要文抽出システムが扱える入力形式に HTML テキス

トを変換する．HTML テキストを文分割することの

重要性は既に指摘 [6] されているが，それに対処した

上で重要文を抽出するシステムは提案されていない．

また，文単位ではなく段落やフォーム，項目といった

ユニットと呼ばれる単位に，Webページを分割する研

究 [7]や，タグ情報を用いてWebページ中の各テキス

トに意味付けを行う研究 [8] もある．しかし，分割さ

れてできるテキストのユニットが大きな段落になるな

ど，検索エンジンが出力する要約に用いるにはテキス

トの量が多いという問題点がある．また，各ユニット

の大きさが不均一であるため，重要文抽出システムへ

の入力にも適さない．

従来の重要文抽出による文章要約システムにおい

ては，各文の評価値を文に含まれる単語の評価値の

総和で与えたり，文に含まれる単語間の関連を調べ

る [9], [10]ことによって実現している．また，ユーザが

入力した検索語を多く含む文を抽出する要約 [11]も存

在する．しかし，これらのシステムでは文の区切りで

ある句点が文章に含まれていることが前提になってい

るため，自由な形式で書かれている HTMLテキスト

に対しては適用することができない．文間で TFIDF

法を適用して他の文で使われていない特徴的な単語を

抽出したり，文内の単語間の共起関係から，文章の主

張を表す単語を取り出す KeyGraph [12] を用いるた

めにも，文章中における意味の区切りである句点が必

要であり，この句点の果たす役割は大きい．

そこで本論文では，通常の文章のように必ずしも句

点が含まれていない HTMLテキストから，検索結果

に用いられる大きさのテキストを生成するために，文

の大きさを基本として意味の区切りである句点を挿入

し，HTMLテキストを分割するシステムを提案する．

3. システム構成

現在，Webページは HTML言語を用いて記述され

ており，この HTML テキスト（表 1）は実際にブラ

ウザに表示される「テキスト」（図 1）と，文字属性や

レイアウト情報が書かれた文字列である「タグ」（表 1

表 1 Web ページの HTML テキスト
Table 1 Sample HTML source text.

<HTML><HEAD><TITLE>Web ページ要約を考える
ページ </TITLE></HEAD>

<BODY BGCOLOR=”#aaddff”><HR><CENTER>

<IMG SRC=”photo.jpg” align=”right” width=”13%”>

<H1>Web ページ要約を考えるページ </H1>

</CENTER>

<H3><FONT color=”green”> 今週の言葉（または念頭）
</FONT></H3>

誰もやらずに誰がやる、俺がやらずに誰がやる
<TABLE border=”1” cellspacing=”10”

cellpadding=”10” width=”100%”>

<TD width=200>

<FONT size=4 color=”red”> 研究関連 </FONT>

<BR>

<A HREF=”search.html”> 研究内容 </A><BR>

<A HREF=”lib.html”> 辞書 </A><BR>

<A HREF=”link.html”> リンク集 </A><BR>

<HR>

<FONT size=4 color=”red”> 演劇関係 </FONT>

<BR>

<A HREF=”workshop.html”> 演劇ワークショップ
</A> <BR>

<A HREF=”TR.html”> 所属劇団「TR」</A><BR>

<A HREF=”search play.html”> 研究と演劇（文章理解）
</A><BR>

</TD><TD>

修士課程の <A HREF=”～xxxxx/”> 私 </A> は研究を
頑張っています。<BR>

テーマは、「雑多なWeb ページの要約」です。<BR>

従来の自動要約システムは文章を要約するものでした。
<BR> けれども、Web ページは文章ばかりではないため、
<BR> 文章以外の部分も文章として見立てて、<BR>

文章要約システムで要約することを試みます。<BR>

</TD></TABLE>

</BODY></HTML>
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図 1 入力Web ページのサンプル
Fig. 1 Sample Web page for input.

の，図 1 に出力されているテキスト以外）とで構成さ

れる．本章では，タグと句点を用い，HTML テキス

ト中の「テキスト」部分を通常の文に準えてセグメン

トに分割し，「テキスト」を「セグメント集合」に変

換する HTMLテキスト分割システムについて述べる．

HTMLタグは，本来Webページの文書構造や意味

構造を反映するためのものであるが，改行のために，

本来段落を作るための Pタグが使われるなど，必ずし

も正しい使われ方をしているとは限らない．そのため，

各タグ本来の意味は利用せず，ブロックレベル要素と

呼ばれる明確な意味の区切りがあると期待されるタグ

の集合を，意味の区切りの指標としてのみ利用する．

この意味の区切りさえも正しくない場合もあるが，検

索エンジンの任意の結果を閲覧する場合において，そ

のようなWebページの割合は少ないと考えられる．

本システムが出力するセグメント集合に含まれる各

セグメントは次の三つのいずれかとなる．

1. 句読点を用いて書かれた文

2. 句読点はないが人間は文とみなすテキスト

3. 意味の切れ目において分割されたテキストで，

句読点を用いて書かれた文と同程度の意味情報を含む

長さのもの

3. 1 HTMLテキスト分割アルゴリズム

図 2 に，HTMLテキスト分割システムの全体構成

を示す．システムは，Webページ（HTMLで書かれ

たソーステキスト）を入力とし，このWebページを

明示的な意味の区切りが存在する個所で分割する．こ

こで分割される一つのテキストをテキストユニットと

呼び，各テキストユニットを，3. 1. 3 で後述する「文

ユニット」と「非文ユニット」とに分けた後，「非文ユ

ニット」を「文ユニット」と同程度の自立語を含むま

図 2 HTML テキスト分割システム
Fig. 2 HTML texts segmentation system.

表 2 HTML ソースの情報
Table 2 Information of HTML source text.

Source <HTML> <HEAD> <TITLE> Web

Info. Tag Tag Tag Noun

ページ 要約 を 考える ページ
Noun Noun Postpositional Pariticle Noun Noun

</TITLE> </HEAD> . . .

Tag Tag . . .

とまりに整形して出力とする．以下で，システムの各

部の詳細について述べる．

3. 1. 1 HTMLソーステキストの入力

入力となるWebページは，表 2 のように形態素解

析 Chasen [13]によって単語ごとに分割した上で，単

語ごとにタグ若しくは品詞の情報を与える．

3. 1. 2 テキストユニットへの分割

HTML テキストを明示的な意味の区切りが存在す

る個所で区切った，部分テキスト（テキストユニット

と呼ぶ）へと分割する．この分割には，HTML のタ

グ情報と句点記号「。」とを用いて，以下の 3通りの

個所を区切ることで行う．

1. ブロックレベル要素が存在する個所

2. 複数のリンクタグが存在する個所

3. 句点が存在する個所

まず 1に関して，HTMLのタグ（要素）にはブロッ

クレベル要素とインライン要素とがあり，ブロックレ

ベル要素と呼ばれるタグ（表 3）はブラウザでの表示

の際に改行を伴い，段落を構成できる要素として定義

されている．そこでまずテキストユニットへ分割する

最初の手順として，ブロックレベル要素が存在する個

所で HTMLテキストを分割する．

次に 2に関して，分割された各テキスト内において，
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表 3 ブロックレベル要素
Table 3 Block-Level elements.

ADDRESS, BLOCKQUOTE, CENTER, DIR, DIV

DL, FIELDSET, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6

HR, ISINDEX, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OL

P, PRE, TABLE, UL, DD, DT, FRAMESET, LI

TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR

複数の A 要素（リンクタグ）が連続して存在する場

合，リンク集とみなして，一つひとつのリンクを切り

離すために，各 A要素が存在する個所でテキストを分

割する．これは，リンクは単独で一つの意味をもって

いると考えられるため，複数のリンクには別々の意味

が存在すると解釈しそのリンクの間に，意味の区切り

を与えている．

最後に 3に関して，文章中の意味の区切りとなる句

点「。」によってテキストを分割する．これら三つの方

法で分割して得られるテキストユニットに対して，次

節で述べる文判定を行う．

3. 1. 3 テキストユニットの文判定

HTML テキストを分割して得られた各テキストユ

ニットが，文であるかどうかを判定する．そこでこの

判定条件を得るための予備実験を行った．予備実験に

用いたデータは，検索エンジン Excite [14]を用いて，

平仮名「あ」「い」で検索した各検索結果上位のWeb

ページを対象とし，それらに含まれる句点を含む文

1000 件と，それ以外のテキストをブロックレベル要

素（表 3）のタグで区切って得られる文以外のサンプ

ル 1000 件とした．ただし，ここで用意した文のサン

プルとは，主語と述語が助詞や助動詞でつながってお

り，かつ句点を含むという基準で選んだ．また，Web

ページ中の各単語の品詞情報の獲得には，形態素解析

Chasen [13]を用いた．

図 3 に，文及び文以外の各サンプルが含む，自立

語数の累積割合を示す．すなわちグラフの縦軸は，横

軸の数以下の自立語を含むサンプル数の全サンプル数

に対する割合を表す．この図をもとに，例えば自立語

数が 7個以上のテキストを「文ユニット」と判定する

と，図中横軸の値が 6 の個所における縦軸の値より，

94%の文以外を除くことができるが，同時に 21%の文

も除かれることが分かる．そこで，複数の条件設定に

よってこの精度を上げるために，文としての性質にか

かわる条件として次の三つを取り上げる．

1. 意味のある単語（自立語）を一定数以上含む

2. 付属語（助詞，助動詞）を全単語数に対して一

図 3 文と文以外が含む自立語数の累積割合
Fig. 3 Accumulation rates of the number of sense

words in sentences and non-sentences.

表 4 パラメータの探索範囲
Table 4 Search range of parameters.

Condition Range Partition

C1 1–10 1

C2 0.4–0.7 0.03

C3 0.2–0.3 0.01

C4 0.2–0.3 0.01

C5 0–0.1 0.01

定以上の割合で含む

3. 付属語を自立語の数に対して一定以上の割合で

含む

これらの性質を具体的にしたテキストの文判定の条件

を以下のように実験結果より設定した．

C1. 自立語の数が 7個以上

C2. 自立語数の全単語数に対する割合が 0.64以下

C3. 付属語数の自立語数に対する割合が 0.22以上

C4. 助詞の数の自立語数に対する割合が 0.26以上

C5. 助動詞数の自立語数に対する割合が 0.06以上

上記五つの条件（Condition）に含まれる数値は，各

条件について表 4 で表される範囲（Range）の，刻み

幅（Partition）ごとの文及び文以外の分布と，五つの

条件のうちで，どれをいくつ以上満たす必要があるか

を網羅的に調べた上での，最適な値として決定した．

すなわち，上記の値による五つの条件のうち三つ以上

の条件を満たすものを「文ユニット」，それ以外を「非

文ユニット」と判定したときに，最も高い精度（正解

判定数 ÷ サンプル数）として 95.2%（文を「文ユニッ

ト」と判定する精度：97.5%，文以外を「非文ユニッ

ト」と判定する精度：92.8%，の平均値）が得られた．

この条件によると，たとえ句点を含んでいたとして

も条件を満たさなければ「非文ユニット」と判定され，

逆に句点を含まなくても，条件を満たしていれば「文

ユニット」と判定される．この句点の有無によらない

文判定によって，句読点を含まないWeb ページに対
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表 5 文判定結果の例
Table 5 Example results of sentence judgement.

Judgement Text Unit

Non-Sent. Web ページ要約を考えるページ
Non-Sent. 今週の言葉または念頭
Sentence 誰もやらずに誰がやる、俺がやらずに誰がやる
Non-Sent. 研究関連
Non-Sent. 研究内容
Non-Sent. 辞書
Non-Sent. リンク集
Non-Sent. 演劇関係
Non-Sent. 演劇ワークショップ
Non-Sent. 所属劇団「TR」
Non-Sent. 研究と演劇（文章理解）
Sentence 修士課程の私は、研究を頑張っています。
Sentence テーマは、「雑多なWeb ページの要約」です。
Sentence 従来の自動要約システムは文章を要約するもの

でした。
Sentence けれども、Web ページは文章ばかりではないた

め、文章以外の部分も文章として見立てて、文
章要約システムで要約することを試みます。

応するとともに，1単語 + 句点のようなテキストを文

以外と判定できる．

表 5 に図 1 のテキストに対して，文判定を行った結

果を示す．リンクである「研究内容」「辞書」「リンク

集」などに加えて，ページタイトルの「Webページ要

約を考えるページ」や「今週の言葉（または念頭）」と

いった記述が「非文ユニット（Non-Sent.）」と判定さ

れている．また，図 1 右下の文章部分と「誰もやらず

に誰がやる、俺がやらずに誰がやる」といった，句点

を含まない文らしい記述を「文ユニット（Sentence）」

と判定できている．

3. 1. 4 テキストユニットの整形

前項の文判定により「非文ユニット」と判定された

テキストユニットを，適当な長さのセグメントへと整

形する．整形にはテキストユニットの分割と結合の二

つがある．長いテキストユニットを分割する理由は，

長さを限定しない場合に際限なく長くなるテキスト

ユニットが存在するためであり，長すぎるテキストは

要約に用いることができないからである．また，短い

テキストユニットを結合する理由は，短いテキストユ

ニットは文に含まれる単語を評価する重要文抽出シス

テムによって，重要文として抽出されにくく，仮に選

ばれても前後のつながりが分からなくては，Webペー

ジ中での検索語の出現理由を知るという要約の目的を

果たさないためである．そこで，図 3 より 90%以上

の文が含む自立語の数は 22 個未満であることから，

条件 C1 と合わせて 7 個から 21 個の自立語を含むよ

表 6 HTML テキスト分割結果の例
Table 6 Example of HTML text segmentation.

Web ページ要約を考えるページ。
今週の言葉または念頭。
誰もやらずに誰がやる、俺がやらずに誰がやる。
研究関連—研究内容—辞書—リンク集。
演劇関係—演劇ワークショップ—所属劇団「TR」—研究と
演劇（文章理解）。
修士課程の私は，研究を頑張っています。
テーマは、「雑多なWeb ページの要約」です。
従来の自動要約システムは文章を要約するものでした。
けれども、Web ページは文章ばかりではないため、文章以外
の部分も文章として見立てて、文章要約システムで要約する
ことを試みます。

うにテキストユニットを整形する．ただし，ブロック

レベル要素のタグが存在する個所では，段落の区切り

があり意味が大きく離れるとして必ず区切るため，ブ

ロックレベル要素のタグの間に 7個未満の自立語しか

存在しない場合は，自立語の数が 7個未満のセグメン

トができることがある．

テキストユニットの結合は隣接するテキストユニッ

ト間にブロックレベル要素が存在しない場合，すなわ

ち，もともと句点やリンクタグで区切られたテキスト

ユニットを再結合することによって行う．これによっ

て，段落を構成するブロックレベル要素を超えて意味

のかけ離れたユニット間の結合を避け，近くに存在す

る意味が近いテキストや，並列関係にあるテキストを

結合させる．

また，結合されてできたセグメントが 22 個以上の

自立語を含む場合，セグメント内の自立語の数が 22

個未満になるまで，ブロック中のリンクや改行などの

タグが存在する場所で二つに分割する．このとき，分

割候補のリンクや改行などのタグが複数存在する場合，

それらに優先順位を付ける明確な基準がないため，情

報が片側に偏らないように自立語の数が最も均等に別

れる位置で分割する．ここで各セグメントの区切りを

明確にするために，セグメントの終わりに句点がない

場合には句点「。」を挿入する．この挿入は，重要文抽

出システムが句点によって一文の終わりを判断できる

ようにするためである．表 6 に表 5 のテキストユニッ

トのセグメントへの整形結果の例を示す．リンク集の

テキストユニットがブロックレベル要素のタグを境に

結合されている（結合は「—」で表している）．この

ように，整形されたセグメントの集合を HTMLテキ

スト分割システムの出力として出力する．
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4. HTMLテキスト分割結果の評価

本システムによって生成されるセグメントが，どの

程度意味の切れ目において分割されているかを確かめ

る実験を行った．実験に用いたWeb ページは，検索

エンジン Google [2]に「あ」を検索語として与えたと

きの検索結果上位 20件である．この 20ページを本シ

ステムへの入力として与えたところ，合計 2251 個の

テキストユニットに分割された後，1098 個のテキス

トユニットが結合，11個のテキストユニットが分割さ

れ，最終的に 1164 個のセグメントが出力された．

実験においてはまず，連続する 6個所の，セグメント

の切れ目またはテキストユニットの結合個所（3. 1. 4

のテキストユニットの整形処理により結合された個

所）を各Webページの一部としてランダムに抽出し

て，各個所の前後のテキストを実験提示用データとし

て用意した．そこで 20人の大学生及び大学院生に，提

示したセグメントの切れ目が意味の切れ目として適切

か否か，セグメント内のテキストユニットが結合され

た部分においては，意味の異なるものが無理に結合さ

れていないかを，Web ページを参照しながら「適切

（OK）」と「不適切（NG）」の 2値で回答してもらっ

た．また，テキストユニットが分割された全 11 個所

についても同様に，分割された個所が意味の切れ目と

して適切か否かを判断してもらった．表 7 に実験結果

を示す．ただし，表中の Rateは全回答に対する「適

切（OK）」の割合を表し，Std. は Rate の被験者 20

人に対する標準偏差を表している．

まず，各セグメントが意味の切れ目において分割が

なされているかを評価した結果（Segments）は，適切

と判断された割合が 82.3%で標準偏差も 10.0%と安定

して高い値が得られている．この結果を 3. 1. 2 で述

べた HTMLテキストの分割方法の違いでまとめたも

のを，表 8 に示す．最も多かった分割方法はブロック

レベル要素のタグがある個所での分割（Block-level）

で，その存在する割合（Share）は 7 割を超え，分割

の適切さも 90%と高い値となった．このことから，ブ

ロックレベル要素を用いた分割は，意味の区切りを作

る上で大きな役割を果たしていることが確認できる．

次に多かったのは約 2割を占める句点（Period）であ

るが，その適切さは 6割程度にとどまっている．これ

は，句点が必ずしも意味の切れ目とはならないことを

示しており，句点のみでの分割では明確な意味の区切

りを作るのには不十分であることが分かる．また，連

表 7 意味によるセグメントの評価
Table 7 Evaluation of segments by meaning.

OK NG TOTAL Rate (%) Std. (%)

Segments 757 163 920 82.3 10.0

Combination 940 540 1480 63.5 18.2

Division 169 51 220 76.8 25.2

表 8 セグメントの断点評価
Table 8 Break-points evaluation of segments.

OK NG TOTAL Rate (%) Share (%)

Period 113 67 180 62.8 19.6

Link 50 30 80 62.5 8.7

Block-level 594 66 660 90.0 71.7

TOTAL 757 163 920 82.3 100.0

続するリンクタグを用いた分割（Link）は，句点とほ

ぼ同様の効果を上げていることが確認できる．これら

三つの分割方法の組合せにより，ブロックレベル要素

で大きく意味を区切り，句点とリンクタグによってよ

り細かく意味を区切ることで，文の長さに近いセグメ

ントを意味の区切りにおいて分割して生成できている．

同様にテキストユニットの分割（Division）も，そ

の絶対数が少ないものの 76.8%という値が得られてお

り，意味の切れ目での分割がおよそ実現されている．

テキストユニットの結合（Combination）に関して

は，適切な割合が 63.5%であるという結果が得られた．

これは，短いテキストユニットに前後の情報を増すた

めの結合であるため，意味のつながりに関して不十分

な点が残るものの，なお 6割以上の意味のつながりが

確認されるため，本結合によるセグメント単位での重

要文抽出への効果が期待できる．

5. HTMLテキスト分割システムとWeb
ページ要約

HTML テキスト分割システムの出力であるセグメ

ント集合が，重要文抽出システムへの入力として，有

効であるか否かを確かめる実験を行った．評価は 5種

類の後述のテキストを重要文抽出システムに与え，出

力される要約文を比較することで行った．用いた重要

文抽出システムは展望台システム [15]であり，検索語

を観点とした重要文を抽出する（注1）ため，Webページ

検索における要約文の改善を目的とする本システムに

合っている．

しかし，今回は要約システムの評価ではなく要約シ

（注1）：展望台システムは，検索語と複数の文で共起しやすい単語とに
評価値を与え，文に含まれる単語の評価値の合計が文の評価値となり，
評価値の高い文を重要文として出力する．
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ステムへの入力を与える HTMLテキスト分割システ

ムの評価が目的であるため，重要文の絶対的評価は行

わず，要約生成に適切な入力テキストの比較評価を行

う．すなわち，重要文抽出システムは他のシステムと

の置換が可能であり，既存若しくは将来現れる重要文

抽出システムと本システムとを併用した場合の，本シ

ステムの効果を実験により検証する．

具体的には，Web ページから次の 5 種類のテキス

トを生成し，それらのテキストを重要文抽出システム

に入力して 5種類の重要文を得ることで行う．今回用

いた重要文抽出システムは入力文章中の句点で区切ら

れる各テキストを 1文として認識し，この実験では最

重要文のみを抽出させた（注2）．

1. HTML ソーステキスト（Html text）：Web

ページの HTMLソースからタグを除去したテキスト

2. テキストユニット（Text unit）：ソーステキス

トをテキストユニットへ分割し，各ユニットの終端に

句点を挿入したテキスト

3. 文ユニット（Sentence）：テキストユニットの

文判定によって「文ユニット」と判定されたテキスト

のみを取り出し，各ユニットの終端に句点を挿入した

テキスト

4. 非文ユニット（Non sentence）：テキストユニッ

トの文判定によって「非文ユニット」と判定されたテ

キストのみを取り出し，各ユニットの終端に句点を挿

入したテキスト

5. セグメント（The System）：HTML テキスト

分割システムの出力として生成されたセグメント集合

5. 1 Webページ要約例

図 1 のWebページから生成された前節の 5種類の

テキストから，「演劇」という単語を要約の観点とし

て，最重要文を抽出した結果を表 9 に示す．

もとのWeb ページ中では「演劇」という単語はリ

ンク中に現れており，1.のソーステキストから抽出さ

れた重要文では，リンクの前後にある文章とリンクが

すべて連結されて出力されている．そのため，ユーザ

は出力された重要文の中から再び「演劇」という話題

に関連する部分を特定して意味を理解する必要があり，

ユーザの負担が大きくなる．2.のテキストユニットか

らの重要文では，「演劇」という単語を含んでいるも

のの，短すぎて前後のつながりが不明でWebページ

を要約できているとはいいがたい．3.の文ユニットを

扱った場合には，「演劇」という単語が出現しないた

め，「演劇」という単語に関連する単語の評価値をも

表 9 重要文抽出結果の例
Table 9 Example of topic sentences extraction.

Text Topic Sentence

1. Web ページ要約を考えるページ今週の言葉（または
念頭）誰もやらずに誰がやる、俺がやらずに誰が
やる研究関連研究内容辞書リンク集演劇関係演劇
ワークショップ所属劇団「TR」研究と演劇（文章
理解）修士課程の私は、研究を頑張っています。

2. 演劇関係。
3. けれども、Web ページは文章ばかりではないた

め、文章以外の部分も文章として見立てて、文
章要約システムで要約することを試みます。

4. 研究と演劇（文章理解）。
5. 演劇関係—演劇ワークショップ—所属劇団「TR」—

研究と演劇（文章理解）。

とに重要文が抽出されているが，検索語そのものを含

まないため，内容を十分に把握することができない．

4. の非文ユニットの出力も 2. の出力と同様に短すぎ

て意味が掴めない．5.の HTMLテキスト分割システ

ムによる出力においては，「演劇」を含む前後のリン

ク部分のみが連結して出力されており，ユーザはWeb

ページ中の演劇に関連した部分を過不足なく知ること

ができる．

5. 2 要約比較実験

本実験によってテキスト分割方法の違いによる要約

の違いを検証する．すなわち，本論文で提案するのは

要約システムではなく HTMLテキスト分割システム

であり，本システムの出力が他のソーステキストに比

べて要約生成に適切であることを示す．

実験に用いたWebページは検索エンジンGoogle [2]

を用いて，「ワールドカップ」「インターネット」「知

能」「ロボット」の 4 語をそれぞれ検索語として与え

た際に得られた検索結果上位のWebページから，上

で述べた 5種類のテキストを用いた要約がすべて同じ

となる場合を除いた各 10件の合計 40件のWebペー

ジである．実験は男女 20 名の大学生及び大学院生に

対して行い，実験インタフェースとして，図 4 のよう

に，上部フレーム内に問題を選択するためのリンクを

提示し，中央フレーム内に要約対象となるWebペー

ジを示し，下部フレーム内に 5種類の重要文を並列か

つランダムに提示するものを用意した．被験者には，

各Webページについて「検索語に関連してWebペー

ジの内容をよく表す」順に順位をつけてもらい，出力

される重要文が同じ若しくは同程度とユーザが判断し

（注2）：検索結果の概要はおよそ 120～150 字であり，比較に用いられ
るテキストには長い文を含むものがあるため，長すぎる出力とならない
よう最重要文を対象とした．
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図 4 実験に用いたWeb ページと重要文
Fig. 4 Page and topic sentences for experiment.

表 10 順位付けの実験結果
Table 10 Ranking results of experiments.

Text 1st 2nd 3rd 4th 5th Total Rank

The System 79 66 32 14 9 408

Text unit 58 59 43 32 8 473

Sentence 57 36 23 45 39 573

Non sentence 45 39 44 35 37 580

Html text 52 28 26 52 42 604

表 11 一対比較の結果（勝数-敗数）
Table 11 Comparison results with pairs. (win-lose)

Text unit Sent. Non sent. Html

The System 84-36 102-55 120-52 121-67

Text unit —– 91-62 67-52 106-79

Sentence 62-91 —– 92-98 83-93

Non sentence 52-67 98-92 —– 95-95

Html text 79-106 93-83 95-95 —–

た場合には同じ順位としてもらった．実験時間は無制

限で，一つの検索語に対する 10のWebページについ

て回答してもらった．

被験者による合計 200回答の順位の内訳を表 10 に

示す．表中の Total Rankは，順位と各回答数の積を，

各システムについて加算して合計した値を表す．また

一対比較によって，5種類のテキストから各々二つず

つの順位を比較して順位の良い方を勝ちとし，その数

を数えた結果を表 11 に示す（注3）．

結果として，HTML テキスト分割システムの出力

（The System）の順位が最も良く，一対比較において

も他の手法すべてに対して高い勝率をおさめた．ま

た，引き分けの内容もそのほとんどが出力が同じこと

によっていた．このことから，意味の切れ目によって

区切られ整形されたテキストが，Webページの内容を

必要十分に表す要約を得る上で，他のテキストに比べ

て適切であったといえる．

次に良い評価が得られたのがテキストユニット

（Text unit）である．この要約では，リンク部分が

すべて分割されてしまうため 1文が短くなる傾向にあ

り，検索語のみが一つの重要文とされてしまうなど，

要約文としての情報量が足りなくなることがあった．

すなわち，検索語の前後の単語が検索語が出現した文

脈を知る上で必要であったことが分かる．

これら二つのテキストに比べて，文ユニットや非文

ユニットの評価が大きく下がっている．この理由は，

例えば文ユニットから重要文を抽出する際に，非文ユ

ニット中にのみ検索語が含まれている場合，抽出され

た重要文と検索語とのかかわりが弱くなったためと考

えられる．特に文ユニットは非文ユニットと HTML

ソースとの一対比較で負けており，従来の重要文抽出

システムによってWebページ中の文章のみから得ら

れる要約では，検索結果を表すための十分な要約が得

ることが難しいことが分かる．

また最も評価が低かった HTMLソースは，リンク

など句点が含まれていない部分が連続する場合に，後

続の文の終端である句点までが 1文となってしまうた

めに，1文の内容が冗長になることが多かった．意味

のつながりがないテキストを連結することは誤解や勘

違いを招きやすく，検索語出現の文脈を把握する上で

大きな妨げとなる．また，検索語にかかわる話題以外

の出力は不要な情報であり，必要な情報を簡潔に表す

という要約の目的と相反する出力になりかねない．

6. む す び

本論文では，Web ページを重要文抽出システムへ

の入力とするために，HTML テキストをセグメント

に分割する HTMLテキスト分割システムを提案した．

今後の課題としては，現在はすべてのブロックレベル

要素を同等に扱っているが，箇条書き等は連続するリ

ンクタグに近い意味をもつなど，各タグの意味に応じ

た整形手法の改良や，対象とするWebテキストの構

成（文章が多い，リンクが多い，画像が多いなど）に

応じたシステム構築などが挙げられる．

HTML テキストは現在の情報化社会において最も

有効な情報源であり，本システムのように重要文や

キーワードを抽出するための形式を整えることは，今

（注3）：引き分けの数は全回答数 200 から勝数と敗数を引いた数である．
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後の世の中の発展に役立てられるものと筆者らは考え

る．また実験結果から，検索における適切な要約文の

もつべき性質として以下の点が挙げられる．

1. 検索語を含んでいる．

2. 検索語出現の文脈を知るための，検索語の前後

の単語が必要である．

3. 検索語の前後を意味の切れ目において区切る．

HTML テキスト分割システムが出力するテキストは

これらの条件を満たす要約を与えるのに有効であり，

今後システムを検索エンジンに実装して実用化を目指

したい．
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