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インターネット上の情報資源に対するメタデータ作成を容易にするため、文章中か

らキーワードを抽出するシステムを構築した。東京大学情報基盤センター・中川研究

室で研究開発されていたシステムを、主に実用面から再設計・再構築したものであ

る。その結果、１）Webサービス「言選Web」、２）Perlモジュール"TermExtract"、

３）Internet Explorerとの連携で動作する"termex"の公開に至った。本論ではこのシ

ステムの機能と事業展開について述べる。

はじめに

　現在、さまざまな図書館、研究機関でインタ

ーネット上の情報資源へのポータルサイト構築

が進み、多くがDublin Coreの定義に準拠した

メタデータを採用している。実際にメタデータ

の作成を体験すると、重要なアクセスポイント

の一つとなるキーワード付与は意外と難しく、

手間をとられることが分かる。また、個々の作

業者におけるキーワードの採用基準にばらつき

がでることも懸念された。それには、インター

ネット上の情報資源からキーワード候補を自動

抽出するツールが有効である。

　本論では、上記ツールの機能に加え、大学の

研究成果を実用向けのサービスに展開するにあ

たり検討した事項に焦点を当てて述べていくこ

とにする。

１．システム作成の経緯

　東京大学経済学部資料室では、政府機関及び

地方公共団体等の統計類、白書類を収集してい

るが、媒体が紙からインターネットに移ってい

く傾向にある。現在、今後ともそれらの情報を

資料室で提供し続けるために、独自のメタデー

タベースの構築を進めている。

このメタデータベースの入力支援のため、イ

ンターネット上の情報資源からキーワード候補

を抽出するツールを作成することにした。

　この目的に沿うシステムとして、東京大学情

報基盤センター・中川研究室と横浜国立大学・

森研究室が研究し、日本語Perl（JPerl）にて

実装し配布している「専門用語自動抽出システ

ム」[1][2][3]に注目した。これは、文章を形

態素解析ソフトウエアにより解析した結果か

ら、１）複数の単語からなる専門用語を抽出

し、２）その文章中における重要度の計算を行

うものである。このシステムをメタデータ入力

支援に流用するには、多少のカスタマイズが必

要である。カスタマイズを容易にできないシス

テム設計に汎用システムとしての問題点があ

る。

　そこで上記システムを開発した中川教授の協

力のもと、「専門用語自動抽出システム」の構

成を修正、学習機能の付加や高速化も行い、全

面的に作り直した。これが本論で紹介する「
げんせん

言選Web」を中心としたシステムである。

本システムは元にしたシステムに比べて、完

全なモジュール化（他システムに組み込み可）

をはじめ、移植性・拡張性・メンテナンスの容

易さの向上及び多機能化を図っている。また、

パッケージとしての展開を考え、１）Webによ

る専門用語自動抽出サービス「言選 Web」、

２）専門用語抽出のための Perl モジュー

ル "TermExtract" 、 ３ ） Internet  Explorer

(IE)と連携して専門用語を抽出する"termex"の

3つのシステム構成とした。

　作成したシステムはメタデータの入力支援の

みならず、研究やビジネスでの利用も期待でき

ることから、東京大学情報基盤センターで一般

向けにサービスの提供とソフトウエアの配布を

行 な っ て い る (http://gensen.dl.itc.u-

tokyo.ac.jp)。

　また、東京大学経済学部図書館では、実際に

本システムを使い、前述のメタデータの入力作

業に入っている。

２．専門用語自動抽出の基本原理

　今回作成したシステムでは、専門用語を単語

もしくは複合語から生成する。複合語を構成す

る最小単位の名詞を特に「単名詞」と呼ぶ。

　日本語の場合、「茶筅」などの形態素解析ソ

フトウエアでまず文章を形態素（品詞）に分割



する。次に分割した形態素のうち原則として単

名詞どうしを連結する形で、専門用語を生成す

る。英文の場合は品詞タグ付けソフト(POS

Tagger)を利用し単名詞を連結するか、特定の

ストップワードにより文章を分割することで専

門用語を切り出す。

　このように抽出した専門用語に対し、重要度

のランク付けをする。本システムでは専門用語

を構成する単名詞が他の単名詞と連接して複合

語をなすことが多いほど、重要な概念を示すと

考える。

　簡単な例で、「情報科学技術」を考える。こ

の語は次のとおり 3つの単名詞に分割ができ

る。ここで、それぞれの単名詞が他の単名詞の

前と後にどれだけ結びつくかという統計量が分

っているとする（下図の数値は仮の値）。

　単名詞　前への連接　後への連接

　==============================

　情報　　　　　１　　　　　　２

　科学　　　　　２　　　　　　３

　技術　　　　　１　　　　　　１

複合語全体の重要度はこれらの 6つ（単名詞数

ｘ2）の数値の平均から求める。本システムで

は相乗平均でとっている。なお、相乗平均をと

る際に、連接した回数が 0回の単名詞に対応す

るため、実際には各回数に 1を加算した値を用

いている。

　さらに、重要度に文献中の用語の出現頻度を

乗ずることで補正をかける方法を採用してい

る。

３．専門用語自動抽出サービス「言選Web」

　「言選 Web」は専門用語を自動抽出するWeb

サービスである。幅広く研究やビジネスにも使

用してもらいたいと考え、極力シンプルな機能

だけを持たせることにした。高度な機能を利用

したい場合は後述の"TermExtract"か"termex"

の使用を推奨している。

　使用法は、１）処理対象の URLを指定もしく

は、テキストデータを入力（もしくは貼り付

け）、２）和文か英文（英文は 2種）のいずれ

かのチェックボックスを選択、３）「専門用語

抽出」ボタンをクリックするだけである。これ

により、文章から抽出した専門用語の一覧が、

重要度の高い順に Webブラウザ上に表示され

る。Webブラウザの機能を利用し、結果をパソ

コンのファイルに保存することもできる。

　 「 言 選 Web 」 に は 英 文 の ペ ー ジ

(http://gensen.dl.itc.u-

tokyo.ac.jp/gensenweb_eng.html)も用意し、

英語圏からも利用できるようにしている。

　「言選Web」には URL 指定で他の Web サイト

のデータを処理する機能を付けた。このため、

他のWebサイトに不正なアクセスをできないよ

う設計する必要があった。検討した事項は次の

とおりである。

　（１）リンクした Webページ

　　　「言選Web」は指定した URLにある HTML

のみ処理を行う。ただし、フレームに限

り、HTMLのリンクをたどった処理を行う

こととした。Webサイトのトップページを

指定し、サイト内の情報をまとめて処理で

きることは、便利に思える。しかし、ロボ

ット規約の遵守義務まで考慮すると扱いが

難しくなるため、Webブラウザの範囲内の

アクセスに留めた。

　（２）動的ホームページ

　動的に変化するWebページへのアクセス

は、アクセス先の負荷が大きい場合がある

ため禁止した。

　（３）同時実行制御

　専門用語自動抽出処理が同時に複数実行

されないように設定した。これは「言選

Web」を踏み台にした DoS 攻撃を防ぐため

である。

　（４）制限時間

　アクセス先に負荷のかかる要求を行って

も、一定の時間で要求を中断するようにし

た。

４．Perlモジュール“ TermExtract”

　専門用語を自動抽出するためのPerlモジュ

ールである。元にしたシステムでは、他のシス

テムへの組み込みが難しかった。このモジュー

ル化により様々な用途に使えることを目指し

た。実際にこのモジュールを使い、前述の「言

選 Web」と後述する"termex"の 2つのシステム

の開発に成功している。これらに加え、テキス

トマイニング機能をより充実させたシステムの

開発も検討している。



　このモジュールは広く配布することを考え、

次の用件を満たすよう作成した。

　（１）標準化

　CPAN（総合 Perl アーカイブネットワー

ク）で標準のインストーラーを用意した。

さらに、Perl の作者が推奨しているとお

り、-w コマンドラインオプション、use

strict モジュール、の両制約の中で動作

するようにした。将来的には CPANへの登

録も考えている。

　（２）移植性

　　　UNIX環境、Windows環境によらず動作す

る。また日本語パッチを当てた JPerlとオ

リジナルの Perl のいずれでも動作するよ

うにした。

　（３）オープン性

　プログラム中にモジュールの仕様を書き

込んだ上、Webページでも公開した。プロ

グラムのメンテナンスと第3者によるプロ

グラムの改造を容易にするだけではなく、

将来的に他のプログラミング言語（Java

等）への移植も考えてのことである。

　（４）拡張性

　モジュールは２階層の構成とした。重要

度計算を行うモジュールを上位とし、形態

素解析結果から専門用語を生成するモジュ

ール、ストップワードによる専門用語を切

り出すモジュールを下位におく設計であ

る。ユーザプログラムは下位のモジュール

を呼び出すことになる。（下図参照）

　　　　　ベースモジュール

                  ｜ 

　   ----------------------------

    ｜            ｜ 

　茶筅用　　英文ストップワード用　・・・

　 （ 各 入 力 用 の モ ジ ュ ー ル ）

    ｜____________｜_____________

                  ｜ 

         　ユーザプログラム

この構成により、例えば、ドイツ語用の処

理を行いたければ、下位のモジュールのみ

を新規に作成すればよいことになり、拡張

性が高くなる。実際に、日本語形態素解析

ソフト「和布蕪」や、英文のストップワー

ドによる処理といった新規の案件にも容易

に対応することができた。

　機能面で手を加えたのは、いくつもの重要度

計算のオプションを選べるようにしたことであ

る。これにより、ユーザが扱う文書の特性にあ

ったカスタマイズを行うことができる。

　また、インターネット上の情報資源を対象に

テストを繰り返し、ノイズの少ない結果が出力

されるよう調整した上、「茶筅」の複数バージ

ョンへの対応（バージョンにより未知語の扱い

が異なる）も行った。

　中川教授の教示により追加した機能が、学習

機能とストップワードによる英文処理である。

　学習機能は、文章量が少ない場合でも、それ

までに処理した文章の情報を生かして重要度計

算を行うことにより、重要度計算の精度を高め

る機能である。学習機能を使用する設定にする

と、それまでに処理した単語の連接情報が蓄積

されていく。この情報は専門用語の重要度計算

に用いるものであるが、言語学的にもこの統計

情報は意味のあるものではないかと考えてい

る。後述の"termex"にはこの統計情報を確認す

るプログラム、get_stat.pl も用意した。

　また、ストップワードによる英文処理は、特

定のストップワードで英文を分割することによ

り、専門用語を抽出するものである。POS

Tagger を使う方式に比べて高速に動作する。

現在、東京大学情報基盤センター・中川研究室

では、このストップワード方式を使い、多言語

化の研究を進めている

５．Windowsプログラム“ termex”

　Windows環境で、専門用語を抽出するための

システムである。「言選Web」に比べて、次の

メリットがある。

　（１）他のWebページへのアクセス制約がな

い。

（２）学習機能を利用できる。

（３）複数の Webページを蓄積し結果を出

せる。

　（４）Perl スクリプト中のコメント行を解

除することで、高度な設定ができる。

　使い方には、IE との連携による方法と、

Windows上のテキストファイルをそのまま処理

する方法がある。具体的には次のとおりであ

る。

　（１）IEとの連携



１）IE で処理対象の Webページを開き、

マウス右ボタンのメニューから、「ソー

スの表示」を選ぶ。コマンドプロンプト

（MS-DOS プロンプト）のウインドウが

起動し、しばらくすると閉じる。

　　２）上記の１）の操作をWebサイト内の必

要なページに対して行う。

　　３）重要度集計用のアイコンをダブルクリ

ックする。Windowsの「メモ帳」が起動

し、専門用語が重要度の高い順に表示さ

れる。

　（２）Windowsのテキストファイル

　　１）Windowsのテキストファイルを、重要

度計算用のアイコンにドラッグ＆ドロッ

プする。

　　２）Windowsの「メモ帳」が起動し、専門

用語リストが重要度の高い順に表示され

る。

　なお、IEとの連携では、IEの標準のソース

エディタを別エディタに切り替えるフリーソフ

トの活用を考えついた。本来であれば Active

Xなどの技術を利用すべきところかもしれない

が、簡便な方法として面白いものであると考え

ている。

６. 検索エンジン対策

　作成したシステムを研究・ビジネス向けに一

般広報するにあたり、図書館のWebページから

のリンクによるナビゲートだけでは難しいと考

えた。専門用語の自動抽出は図書館のサービス

としては特異なため、研究者が目的を持って図

書館のサイトを探すとは考えにくい。

　そこで、多くのユーザ数を誇る 2つの検索エ

ンジン Google と Yahoo Japan について対応を

行い、検索エンジンから研究者に見つけてもら

うことにした。

　まずは、「キーワード 自動抽出」というフ

レーズで Google の上位になることを目指し、

2003年 7月時点で最上位に表示されるように

なった。また、Yahoo Japan についてはディレ

クトリの登録申請を行い、2003年 8月に採用

されている。

おわりに

　図書系の研究部門の研究成果が実用的なサー

ビスとなること、そのために図書館職員が実用

的な観点から企画を考え進めていったことは、

意義のあることではないかと考えている。

　今後、図書系の事業として、このような研究

支援のシステムの開発・運用も有望となるので

はなかろうか。
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