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要    約 

 

知識情報処理技術委員会においては、自然言語処理やセマンティックWeb等の知識情報処理技術お

よびそれに関連するデジタルコンテンツやビジネスの動向に関して調査研究を進めている。平成18年

度は、マルチモーダルコンテンツ技術専門委員会、Webサービス技術専門委員会、言語資源専門委員

会という３つの専門委員会の活動に加えて、自然言語処理技術シンポジウムを開催するとともに、自

然言語処理技術に関するニーズ調査を行なった。 

なお、10月には中国の政府系研究機関や大学を訪問し、中国における言語処理の研究開発の動向に

関する実態調査を行った。 

マルチモーダルコンテンツ技術専門委員会では、ブロードバンドインターネットやデジタル放送の

普及に伴い映像コンテンツ等の産業において新たなビジネスモデルへの要請が強まりつつあることに

応じて、そのビジネスモデルの基盤となる技術の探究を促進すべく、明示的な意味構造を含む映像コ

ンテンツ等の制作の方法や、それに関連するサービスの技術に関する調査研究、および国際標準化活

動への貢献等を行なっている。平成18年度には、動画の意味的な構造化、映像検索やマルチメディア

ブログといった市場の動向、情報可視化やeラーニング等の利用技術、言語オントロジーに関する研究

の動向等に関して調査した。また、引き続き映像要約についての研究作業を進めつつ、ISOにおける

言語資源管理に関する国際標準化活動にも参画した。 

YouTube等を初めとして多くの動画共有サイトが運営され、動画へのタグ付けの共有が普及してい

るが、一般の利用者が複数の動画を意味的に関連付けることによって複合的なコンテンツを共同制作

したり各動画の内部を意味的に構造化したりする試みはほとんどない。名古屋大学のSynvieは共有さ

れた各動画の内部を意味的に構造化する数少ない仕組みである。そのような相互関係や構造化の導入

によって映像コンテンツの制作コストが低減し品質が向上すると考えられるので、今後ともそのよう

な技術やそれに関連するビジネスの動向を注視したい。テレビ番組に対して事後的にアノテーション

して検索等の利用に供するMetaTV等のビジネスも立ち上がっているが、これは映像コンテンツがそ

の制作時に構造化されるようになるまでの過渡的な現象と考えられる。動画を構造化しつつ多人数で

映像コンテンツを作成するための仕組としては、シネマワーク等の試みがある。しかし、一般利用者

にそのような創作ができるようにするには、オントロジーに基づく意味的な構造化を通じた何らかの

ガイダンス等が必要であろう。 

Webサービス技術専門委員会はWeb 2.0の動向について調査している。Web 2.0においては、Webは

様々なアプリケーションのプラットフォームと見なされる。Google Maps APIなど、すでにインター

ネット上では様々な機能を提供する「Webサービス」と呼ばれるAPIが利用可能になっている。これ

らを組み合わせて、一般ユーザが新しいWebアプリケーションを「マッシュアップ」によって作るこ
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とも盛んになってきた。 

平成18年度は、インターネット上でどのようなWebサービスが利用できるのか、また、それらを組

み合わせたアプリケーションとしてどのようなものがあるかについて調査した。まず、Webサービス

の事例について、Webサービスを提供する側とそれを利用してWebアプリケーションを提供する側の2

つの観点からヒアリングを中心に調査をおこなった。ヒアリング対象は、Yahoo!、goo、Google、価

格.comを含む６件である。自分の持つ独占的な資源をWebサービスを通じてほとんどの場合無料で提

供するメリットについては、それを利用してどんな面白いことができるのか、その可能性をインター

ネット上の住人に問うてみたいという好奇心的な側面があるようだ。もちろん、それを足がかりにビ

ジネスに結びつけることは考慮されているにしても、ここにもWeb 2.0でいう集合知的な考え方がう

かがえるのは興味深い。 

また、利用可能なWebサービスを集積したWebサイトProgrammableWeb(http://www.programmableweb.com/)

に掲載されている情報を元に、現在どのようなWebサービスが利用可能なのか、あるいはそれらを「マ

ッシュアップ」してどのようなWebアプリケーションが実現されているかを中心にいくつかの側面か

ら分析した。とりわけ特徴的なのは、地図情報を提供するWebサービス、中でもGoogle Maps APIの利

用件数が非常に多いということである。空間情報は人間の知的活動の中でも基本的な要素のひとつで

あり、ほとんどどのような情報にもそれに付随して空間情報が関係付けられることの反映であろう。

また、情報共有サービスを提供するFlickrのAPIも利用件数が多かった。このような情報共有サービス

はWeb 2.0で言う集合知を実現する上で有用であろう。 

Webサービス技術に特化した国際会議 ICWS (International Conference on Web Services)において

発表された過去４年間（2003～2006年）の論文のタイトルを分析し、研究の関心の動向を分析した。

2006年11月７～９日にサンフランシスコでおこなわれたWeb 2.0サミットは2004年からWeb 2.0の提

唱者であるTim O' Reillyによって始められたWeb 2.0 Conferenceが改名されたものである。米国では

すでに「Web 2.0」というキーワードに浮かれる時期は終わり、それをどのようにビジネスにつなげ

るかに関心が移っている。 

言語資源専門委員会では、コーパスやソフトウェアツール等の言語資源の開発や利用に関して調査

研究を進めている。 

平成18年度には、言語コーパスにおける著作権に関する調査においては、社会的、法的側面から利

用可能な範囲を検討するため、実際のコーパスの利用状況と著作権関連の過去の判例について調査す

るという方針のもと、著作権関連の団体とセミナーの開催について調査を行い、６つの団体をリスト

アップした。 

また、言語処理に携わる国内の研究者がどのような言語資源を必要としているかを調べるためのア

ンケート調査を行った。回答者数は十分に多くはなかったものの、国内の言語処理研究者の言語資源
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に対するニーズが多少なりとも明らかになった。 

本専門委員会では、企業内の調査では実施しにくいような将来の応用技術に関する長期的な視点で

のユーザニーズ調査を2002年度から継続して実施している。2003年度以降の調査では、2002年度の調

査結果をもとに選定した６種類のユーザシナリオに関するニーズを深く調査するという方針で調査を

行っている。今年度は、従来の調査で使用したアンケートシートの質問ツリーを見直したうえで継続

調査を行った。また、2004年度から2006度年までの調査結果をまとめて言語処理学会で発表し、本専

門委員会の活動成果の活用を図るとともに、学会参加者の意見も参考にして今後の調査方針を検討す

ることとした。 

さらに、今年度は海外調査として、本専門委員会の委員２名を11月に上海で行われた第６回日中自

然言語処理共同研究促進会議に派遣し、招待講演、一般講演、施設見学について、調査・報告した。 

自然言語処理技術に関するニーズ調査として、平成18年度には、Webサービスの利用状況に関する

アンケート調査を行った。検索、経路探索、レストランガイド、映像共有等のサービスに関してそれ

ぞれいくつかの代表的なサイトを取り上げ、性別と年令（15～19歳、20代、…、60代）の組み合わせ

ごとに50～100程度の回答者から情報を収集した。このデータの解析は平成19年度にも継続して行う予

定である。 

 





－1－ 

１．はじめに 

 

知識情報処理技術委員会においては、自然言語処理やセマンティックWeb等の知識情報処理技術お

よびそれに関連するデジタルコンテンツやビジネスの動向に関して調査研究を進めている。平成18年

度は、マルチモーダルコンテンツ技術専門委員会、Webサービス技術専門委員会、言語資源専門委員

会という３つの専門委員会の活動に加えて、自然言語処理技術シンポジウムを開催するとともに、自

然言語処理技術に関するニーズ調査を行なった。 

マルチモーダルコンテンツ技術専門委員会では、ブロードバンドインターネットやデジタル放送の

普及に伴い映像コンテンツ等の産業において新たなビジネスモデルへの要請が強まりつつあることに

応じて、そのビジネスモデルの基盤となる技術の探究を促進すべく、明示的な意味構造を含む映像コ

ンテンツ等の制作の方法や、それに関連するサービスの技術に関する調査研究、および国際標準化活

動への貢献等を行なっている。平成18年度には、動画の意味的な構造化、映像検索やマルチメディア

ブログといった市場の動向、情報可視化やeラーニング等の利用技術、言語オントロジーに関する研究

の動向等に関して調査した。また、引き続き映像要約についての研究作業を進めつつ、ISOにおける

言語資源管理に関する国際標準化活動にも参画した。 

Webサービス技術専門委員会はWeb2.0の動向について調査している。平成18年度は、インターネッ

ト上でどのようなWebサービスが利用できるのか、また、それらを組み合わせたアプリケーションと

してどのようなものがあるかについて調査した。まず、Webサービスの事例について、Webサービス

を提供する側とそれを利用してWebアプリケーションを提供する側の２つの観点からヒアリングを中

心に調査をおこなった。また、利用可能なWebサービスを集積したWebサイトProgrammableWeb 

（http://www.programmableweb.com/）に掲載されている情報を元に、現在どのようなWebサービスが

利用可能なのか、あるいはそれらを「マッシュアップ」してどのようなWebアプリケーションが実現

されているかを中心にいくつかの側面から分析した。これに関連して、Webサービス技術に特化した

国際会議 ICWS（International Conference on Web Services）における過去４年間の発表の動向および

Web2.0サミットの内容についても調査した。 

言語資源専門委員会では、言語コーパスの利用状況と著作権関連の過去の判例について調査すると

いう方針のもと、著作権関連の団体とセミナーの開催について調査を行い、６つの団体をリストアッ

プした。また、言語処理に携わる国内の研究者がどのような言語資源を必要としているかを調べるた

めのアンケート調査を行った。ユーザのニーズに関しては、６種類のユーザシナリオに関するニーズ

を深く調べるという方針で調査を継続調した。さらに、上海で行われた第６回日中自然言語処理共同

研究促進会議にも委員を派遣して調査・報告した。 

自然言語処理技術に関するニーズ調査として、平成18年度には、Webサービスの利用状況に関する
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アンケート調査を行った。検索、経路探索、レストランガイド、映像共有等のサービスに関してそれ

ぞれいくつかの代表的なサイトを取り上げ、性別と年令（15～19歳、20代、…、60代）の組み合わせ

ごとに50～100程度の回答者から情報を収集した。このデータの解析は平成19年度にも継続する。 
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２．マルチモーダルコンテンツ技術 

 

2.1 はじめに 

 

対話コンテンツ技術専門委員会は、対話コンテンツをはじめとするさまざまなコンテンツの処理・

利用技術の調査・発展に資することを目的として活動している。コンテンツとしては、言語情報が主

に入っている映像データを取り上げ、自然言語処理を用いた言語解析はもちろんのこと、韻律、動作、

表情といったモダリティについても分析の対象としている。このようなさまざまな解析結果をアノテ

ーションとして付与することで、映像データが構造化され、その構造を利用した検索、要約、表示と

いったより知的で包括的なコンテンツの利用が可能になる。 

本委員会では、これまでに二種類の対話課題を収録したマルチモーダル対話コーパスを製作し、そ

れに音声韻律タグ、構文意味情報を明示するGDAダグ、発話の役割を示す談話タグなどを付与してき

た。これらのアノテーションデータは使用ツールとともに、 

http://jnetcom.jeita.or.jp/members/mmcorpus/ 

において公開している。 

今年度は昨年度に引き続き、対話コンテンツを含めたさまざまなコンテンツに関して調査を行った。

まず2.2節で動画の構造化についての調査を報告する。2.3節では、映像検索やマルチメディアブログ

といった市場の動向調査を報告する。2.4節では、ISOにおける言語資源管理に関する国際標準化の動

向について報告する。2.5節では、情報可視化、eラーニングといった最新の利用技術についてまとめ

る。2.6節では、当委員会が継続して行っている映像要約についての研究作業を報告する。2.7節では、

今年度行ったヒアリングについて述べる。 

蓄積されるコンテンツが質を変えながらその量を加速度的に増やしている現在、それをいかに利用

するかがますます重要になっている。当委員会への要望、意見などお寄せいただければ幸いである。

（斎藤博昭） 
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2.2 技術動向調査 

 

本節では、動画の構造化に関する技術動向の調査結果を報告する。 

 

2.2.1 インターネットでのコンテンツ流通 

動画の構造化とは、映像コンテンツにメタデータあるいはアノテーション(注釈)を付与することで

ある。動画の構造化は、その実施タイミング（映像を作る前か、後か）、対象（コンテンツ内容中心か、

著作権情報中心か）、方法（統制されているか、いないか）により大別できる。分類できる。以下の「表

2.2.1-1動画の構造化の分類」にはそれぞれの分類に属する代表的なシステム・メタデータの規約例を

示す。 

 

表2.2.1-1 動画の構造化の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

セマンティックビデオオーサリング(SVA)は、映像を作るとき（作った後でも可）に、意味的なア

ノテーションを付与するものであり、橋田
１）

が提唱し、映像作成のワークフローに適応させたオーサ

リングツールを提供して、時間的順序に限らないさまざまな意味的関係による映像ショットの組合せ

を可能にすることを目指している。 

テレビ情報検索システムMetaTVは、株式会社エムデータが企業向けに提供するサービスである。

関東キー局の番組・CM放送データについて、番組コーナー単位に、放送時間、番組タイトル、出演

者名、内容要約等についてのメタデータを提供している。出演者名等については、統制された表記で

記述されている。 

YouTubeは、インターネット上の無料の動画共有サービスであるが、メタデータとして、タグと呼

ばれる動画コンテンツを分類するキーワードを、登録者だけでなく、誰でも自由に付加できるところ

が特徴的である。そのため、付与されているキーワードは非統制な状態であり、表記ゆれなども多い。 

J／METAは、財団法人マルチメディア振興センターが主宰する『放送コンテンツのネットワーク流

構造化の対象

構造化のタイミング 統制 非統制

映像を作る時
ｾﾏﾝﾃｨｯｸﾋﾞﾃﾞｵ
ｵｰｻﾘﾝｸﾞ(SVA）

――― ―――

映像を作った後
ﾃﾚﾋﾞ番組検索ｼｽﾃﾑ

MetaTV
動画共有ｻｲﾄ
YouTube

共通ﾒﾀﾃﾞｰﾀ体系
J/Meta

主にコンテンツ内容

主に著作権情報
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通に向けた権利クリアランスに関する研究会』で策定されたメタデータ体系である。放送コンテンツ

の内容に関する情報、著作権や著作者隣接権などの権利に関する情報についてのメタデータ体系を規

定するものであり、BtoBにおける映像コンテンツの流通の促進を目指すものである。 

SVA、J／METAについては、｢2.4 標準化」の節に詳しく述べる。 

 

2.2.2 動画の構造化の例 

本稿では、動画の構造化の例として、上記に述べたテレビ情報検索システムMetaTVについて詳し

く説明する。 

 

 本システムの狙い 

テレビからは視聴者や市場に影響を及ぼす貴重な情報が日々大量に配信されている。本システ

ムは、企業向けに、テレビ放送の内容を通じた自社のテレビ露出調査、危機管理、ライバル企業

の動向調査、市場・業界動向調査等への活用のために販売しているものである。そのため、メタ

データには、放送された内容の企業名、商品名、店舗名や出演者名などの固有名詞を重要視して

登録してある。 

 

 メタデータの作成方法 

MetaTVのメタデータは、専門スタッフの人手作業により作成されている。一次作業者がテレ

ビ放送を見ながら、放送中の音声や映像中のテキストを入力し、二次作業者がその内容を要約し、

統制されたキーワードに整理していく。番組放送終了から最短１時間でデータが反映される。 

 

 メタデータの内容
２） 

メタデータの内容は、対象放送局、番組カテゴリー、データ項目で構成されている。 

①対象放送局 

現在は、関東キー局のNHK、NHK教育、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレ

ビ東京である。 

②番組カテゴリー 

番組カテゴリーとして、以下が用意されている。 

ドラマ、映画、スポーツ、演劇／公演、音楽、バラエティー、趣味／教育、アニメ／特撮、 

情報／ワイドショー、福祉、ドキュメンタリー、ニュース／報道 

さらにニュースは、以下のサブカテゴリーに分類される。 

政治／国際、ビジネス、社会、文化／芸能、スポーツ、暮らし、サイエンス 
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③データ項目 

データ項目とその内容は、番組カテゴリーごとに多少異なっている。バラエティ、ニュース／

報道と、CMのデータ項目を以下に示す。 

 

 バラエティー 

・放送日・曜日・局・番組開始時間・番組終了時間・番組名・分類 

・ヘッドライン（番組によりコーナー名などタイトル形式に応じ加工可能） 

・MEMO（コーナー出演者や提供スポンサー・楽曲・商品情報） 

・出稿開始時間・出稿終了時間・出稿時間 

 ニュース・報道 

・放送日・曜日・局・番組開始時間・番組終了時間・番組名  

・分類（各話題に対してのカテゴリーを全て選別） 

・ヘッドライン（NEWSヘッドライン） 

・MEMO（報道内容を独自にサマリー化。出演者情報等） 

・出稿開始時間・出稿終了時間・出稿時間 

 CM 

・放送日・放送局・放送時間・会社名・商品名・秒数・状況設定 

・タレント・備考  

・メモ（CM中のコメントやキャンペーン告知・URL） 

・BGM（CMソングや歌手名） 

 

CM放送のメタデータの例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2-1 MetaTVにおけるCM放送のメタデータ例
２）
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なお、これらのメタデータは、放送された内容をそのまま転記したものではなく、独自の要約を施

したものであるため、著作権上の問題はないと判断されている。 

 

 検索システムの概要 

本システムでは、メタデータの検索システムを提供している。検索システムでは、メタデータ

の項目検索（放送局、放送日時、ジャンル）や、キーワードで検索が可能である。また、類似文

検索機能も備えている。 

また、連携する録画システムを利用してユーザがローカルにテレビ放送のビデオ録画をしてお

けば、検索結果から、見たい番組のコーナーを瞬時に再生することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2-2 MetaTVにおける検索画面と結果画面の例
３）

 

 

2.2.3 動画の構造化のためのツール 

動画の構造化のためには、映像の再生、番組コーナー（シーン）の分割、メタデータの入力等が必

要である。本稿では、このような作業を簡便化するツールの例として、NHK放送技術研究所が提供す
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るメタデータエディタ
４）

を紹介する。 

 

 本ツールの狙い 

NHK放送技術研究所では、「メタデータ制作フレームワーク仕様書」を2006年に発行した。メ

タデータ制作フレームワーク（MPF：Metadata Production Framework）とは、メタデータ制作シ

ステムの構成要素やメタデータ形式とその操作インタフェースを規定することで、メタデータ制

作技術の研究開発を、さまざまな機関と連携して進めていくための共通基盤として提案するシス

テム構成の考え方である。 

メタデータの制作時に必要とされる蓄積、抽出、編集、利用の各機能をモジュール化し、モジ

ュールで交換するメタデータの形式とモジュールを組み合わせて動作させるためのインタフェー

スを定義することにより、拡張性と柔軟性を持ったメタデータ制作システムの実現を目指してい

る。 

MPFで定義したメタデータモデルは、国際標準であるMPEG-7のサブセットを使用して記述さ

れる。MPEG-7は、汎用性を持った複雑な規格のため利用することが難しいが、MPFでは、利用

分野を限定することで限定的なスキーマの定義を行なうとともに、運用の制限を行うことで構造

を一意なものと想定できるメタデータモデルを定義してある。 

 

 本ツールの概要 

メタデータエディタは、MPFの仕様に準拠したメタデータ制作用のプログラムである。メタデ

ータの編集機能と蓄積機能を持ち、MPFの仕様に基づいて開発された抽出プログラムをプラグイ

ンモジュールとして簡単に組み込むことができる。 

メタデータエディタは、抽出モジュールにより抽出されたメタデータのブラウザやチェッカと

して、メタデータ付与の対象となる動画とともに操作できる機能を持つ。 

各モジュールは以下の機能を持っている。 

メタデータサーバ：メタデータの蓄積管理、操作（作成、変更、削除、検索） 

抽出モジュール：シーン切り出し機能、内容記述機能、統合機能 

編集モジュール：セグメントメタデータの読み出し、編集、結合処理、関係記述 

利用モジュール：メタデータの検索、統合処理、他の形式への変換など 
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図2.2.3-1 メタデータエディタ操作画面
５）
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－10－ 

2.3 市場動向調査 

 

近年、ブログやソーシャルネットワーク、映像投稿サイトなど、コンテンツの消費者自身がコンテ

ンツを生み出す枠組みが広がっている。それらのコンテンツは、CGM(Consumer Generated Media)

と呼ばれ注目されている。CGMは、テキスト情報に留まらず、写真や映像など様々な形態のメディア

に広がっている。 

これらのコンテンツは、「コンテンツ素材の収集」→「創作（編集）」→「公開・流通」→「素材と

して活用」という過程で創作され流通していく。 

コンテンツ素材の収集段階は、自分で撮影したり録音した映像・音声や、他人が公開している素材

を、自分のコンテンツの一部として利用するために収集する段階で、創作のための前段階である。最

近になって自分の様々な行為をデジタル情報として蓄積する「ライフログ」の取り組みも始まり、日

常生活全般の情報がコンテンツになりえる。 

創作段階は、個人または複数人でコンテンツを製作する段階で、それを支援する取り組みも始まっ

ている。 

公開・流通段階は、ブロードバンド・インターネット環境が整備されることで、盛んに行われてい

る。また、ソーシャルネットワーク上に、映像を投稿できるようになるなど、様々なサービスも提供

されている。そこでは、CGMを通じたコミュニティやCGMの評価・反響を提供するコメント機能な

どが整備されている。 

流通したコンテンツは、さらに他人の素材として活用される。 

以下では、映像コンテンツの創作・流通に関する取り組みについて述べる。 

 

2.3.1 映像コンテンツの創作に関する取り組み 

コンテンツの素材を作成・蓄積する観点では、ライフログに関する取り組みとも関連している。ラ

イフログは、自分の行為をデジタル情報として記録していく「ログ」である。デジタルカメラやビデ

オカメラを使って個人の記録を大量に蓄え、過去のデータにさかのぼるといった個人的な記録として

の愉しみだけでなく、編集し誰かに公開するなど、様々な目的のコンテンツの素材として活用できる。 

PCや携帯電話で作成されたメールや映像などの情報や、それらの機器での行動履歴を収集した、ラ

イフログの取り組みが、Microsoft ResearchやKDDIなどで行われている。 

Microsoft Researchが実施している「マイライフビッツ・プロジェクト｣
[1]
は、自分が撮った写真や

ホームビデオ、閲覧したウェブページ、送受信した電子メールなど、生活の主要部分をコンピュータ

ーに保存することを目指している（図2.3.1-1)。マイクロソフトが実施しているプロジェクトという

ことで、将来、OSの一機能となり、計算機上での操作や各種コンテンツの閲覧・変更過程が行動履歴
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として管理され視覚化されていく可能性もありそうである。 

また、ITmediaによると、KDDIとKDDI研究所が実験的に行っているプロジェクトでは、身の回り

にある物の情報をバーコードなどから読み取り、それについての感想を書くなどしてブログに投稿す

るまでを携帯で完結できるサービスが紹介されている。
[2]
 

GPS機能を持つ携帯電話なら、写真を撮ったときに撮影場所を特定でき、その写真をライフログの

ブログにアップすると、近い場所で撮った別の写真をまとめて表示でき、Googleマップを使って周辺

の地図を表示することも可能になる。 

これらのコンテンツを編集なしで、そのまま公開しても、家族や友人には十分視聴されるかもしれ

ない。しかし、不特定多数の人に対しては、様々な編集が必要となるだろう。また、コンテンツの素

材は、映像や写真だけでなく、CGであってもよい。素材を活用して、コンテンツを編集するという

観点では、個人によるコンテンツ編集からチームによる編集を支援する枠組みが必要である。 

以下では、コンテンツ作成・編集を支援する、東京大学先端科学技術研究センターのボトムアップ

のコンテンツ制作システム「デジタル・ムービー・ディレクター」の取り組み、さらにチームによる

編集を支援する枠組みとして、「シネマワーク」と「ClipLife」との連携の取り組みを紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.1-1 マイライフビッツ・プロジェクトのスクリーンショット 

 

デジタル・ムービー・ディレクター（DMD） 

デジタル・ムービー・ディレクター（DMD)
 [3]
は、東京大学先端科学技術研究センターで開発され

ている。DMDは、シナリオをS（主語）、V（述語）、O（目的語）の組み合わせで記述することがで

き、個人で簡単にCG映画を製作できるシステムである。 

「ムービー塾｣
[4]
で、このシステムを使って、映像製作が行われている。 
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平成19年２月現在、DMD@home版として、大学が主催するDMD体験講座「ムービー塾」の参加

者を対象に、自宅でも使えるようなクライアントソフトが公開されている。このツールの公開に際し

ても、著作権保護の課題があったとのことで、著作権保護の課題がやはり大きいことがうかがえる。 

今後、このようなツールが一般の人に公開され、また、様々な人がDMD素材を流通させ、複数人

でシナリオを作成できることになると、さらに面白そうである。 

 

「シネマワーク」と「ClipLife」との連携の取り組み 

2007年１月26日の日本電信電話株式会社のプレスリリース
[5]
によると、テクノロジーシードインキ

ュベーション株式会社(以下「TSI」)と日本電信電話株式会社(以下「NTT」)の２社は、TSIの映像創

作サイト「シネマワーク(図2.3.1-2)｣
[6]
とNTTの動画共有サイト「ClipLife｣[7]

を連携させ、WEB上で

の『共同映像創作～発信（投稿）～作品評価取得』という動画コンテンツを利用したコミュニケーシ

ョンの更なる拡充を目指し、WEB環境を試験的に提供するとともに、本環境の機能及びビジネス性の

検証等を行なう、とのことである。図2.3.1-3にWEB映像創作・共有環境のイメージを示す。 

「シネマワーク」は、次のような特長を持っている。 

  WEB上で制作及び編集作業等に必要な情報やファイルを共有することが可能となり、ロケーシ

ョンが離れているメンバ間でも共同制作を実現 

 多種・多様な素材、膨大な人数、複雑な映像創作工程をWEBに管理することが可能 

 作品の制作状況をWEB上に公開することで、第三者からのアドバイス等を受けることが可能 

また、動画共有サイト「ClipLife」では、クリエイティブコモンズライセンス
[8]
による素材投稿・共

有の仕組みが整っている。例えば、図2.3.1-4のように、コンテンツに、クリエイティブコモンズライ

センスのクレジット表示がされている。 

この枠組みは、他人のコンテンツを自分のコンテンツ制作に活用できる枠組みや、共同編集の枠組

みを提供しており、今後どのような広がりをみせるのか注目である。 
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図2.3.1-2：「シネマワーク」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.1-3：WEB映像創作・共有環境（イメージ） 
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図2.3.1-4：「ClipLife」のスクリーンショット 

 

2.3.2 映像コンテンツの流通に関する取り組み 

映像コンテンツの流通に関して、コンテンツを通じてコミュニティを形成するための場を形成する

取り組みが盛んになされている。ここでは、Synvie[9]
の取り組みとSecond Life[10]

について紹介する。 

 

Synvie 

Synvieは、マルチメディアコンテンツ配信・コミュニケーションシステムであり、マルチメディア

コンテンツにブログの仕組みを取り入れている。これによって、既存のブログと同様に、映像コンテ

ンツを話題としたコミュニティの生成を支援し、ユーザの口コミによってコンテンツが効率よく配

信・宣伝される仕組みが可能になる。映像内の特定シーンにコメントを設定し、再生中に表示したり、

映像の部分に矩形を設定し、そこにコメントを付与することもできるデモ映像が公開されている。 

2006年２月現在、ビデオブログが書けるビデオ配信サービスとして、「Synvie Public Beta Service」

が公開されている。 

 

Second Life 

Second Lifeは、米Linden Lab社によって開発された３Dのオンラインスペースである。そこでは、

ユーザは、世界を自由に歩き回って、観光したり、別のユーザとチャットしたり、自由に第２の人生

を過ごすことができる。 

Second Lifeの専用ブラウザに、３Dモデリングツールが組み込まれており、ユーザが自由に、アバ
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ターやアイテム、建物などのオブジェクトを創造できる。 

これらの環境を利用して、ユーザが３D作品を作ったり、映像を公開することも可能で、コミュニ

ケーションの新たな場として注目である。 

 

[参考文献] 

[1] マイライフビッツ・プロジェクト 

http://research.microsoft.com/barc/mediapresence/MyLifeBits.aspx 

[2] 日常生活をなんでも記録「ライフログ」 

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/04/news067.html 

[3] だれでもムービーディレクター 

http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/pioneers/007/index.html 

[4] ムービー塾 http://www.movie-school.org/index.html 

[5] 映像創作サイト「シネマワーク」と「ClipLife」との連携によるWEB映像創作・共有環境の試験

提供について http://www.ntt.co.jp/news/news07/0701/070126b.html 

[6] 映像製作支援ソフト「シネマワーク」 http://cinemawork.jp/ 

[7]「ClipLife」 http://cliplife.jp/ 

[8] クリエイティブ・コモンズ http://www.creativecommons.jp/ 

[9] Project Synvie http://synvie.net/ 

[10] Second Life http://secondlife.com/world/jp/whatis/ 

（大沼宏行） 
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2.4 標準化 

 

2.4.1 ISO／TC37／SC4／TDG3 

ISO／TC37は「ターミノロジーおよび他のコンテンツ資源」に関する標準化を進めており、そのう

ちSC4は「言語資源管理」に関する標準化を担当している。SC4にはCD12620-1 (Data Category）に

基づく具体的なデータカテゴリの標準レジストリを作成するためのTDG (Thematic Domain Group）

が３つある。ここで言うデータカテゴリとは、言語データの分類の仕方であり、abbreviated form for、

acronym forなどのカテゴリを含む。そのうちTDG3は、意味内容記述に必要なカテゴリを担当してお

り、2007年３月現在、４種類のデータカテゴリ群（談話関係、対話行為、参照構造とリンク、意味役

割）について標準レジストリの作成を進めている。また、国際標準規格を作る正式の作業項目（Work 

Item）の立ち上げもTDGのミッションのひとつであり、実際にTDG3からは時間の記述に関する正式

の作業項目（SemAF-Time；Semantic Annotation Framework - Time and Events）が生まれ、現在も

他の作業項目の立ち上げが計画されている。ちなみに、SemAF-TimeはTimeMLに基づいて国際標準

化を進めている。 

以下ではTDG3のうち橋田が担当する談話関係のレポジトリに関して述べる。談話関係の分類に関

してはこれまであまり体系的な方法を考慮してこなかったが、2007年１月にTilburgで開かれたTDG3

の会合で招待講演したTed Sanders1-3)による談話関係の分類法を導入すべく検討中である。Sandersの

分類は下記の４通りの２値素性に基づく。 

 additive - causal 

positive - negative 

semantic - pragmatic 

forward - backward 

Additiveでは２つの項が表わす事象の間に含意関係等の強い関係がなく連言（conjunction）の関係

があるが、causalでは両事象の間に含意関係がある。Positiveでは２つの項の間に連言または含意の関

係があるが、negativeの場合は少なくとも一方の項の否定がその連言または含意に現われる。ただし、

positiveとnegativeのこの定義は一般性に欠けるように思われる。より一般的な定義は、positiveにおい

ては２つの事象の間の相反や相違が主張されていないのに対し、negativeの場合にはそのような主張

がなされている、というものではないかと考えられる。たとえば、下記は例外（exception）の例だが、

ここでは「今日雨が降った」と「天気が良かった」とは互いに相反する。 

     [今日雨が降った]以外は[天気が良かった]。 

また、semanticではいずれも単なる命題である２つの項の間の意味的な関係が述べられるが、

pragmaticではいずれかの項が発話者の推論の結果や言語行為である。たとえば後述の因果（causes）



－17－ 

はsemanticであるが推論（inference）はpragmaticである。しかし、たとえば下記の例に見られるよう

に否定条件（negative conditional）等の関係はsemanticにもpragmaticにもなるので、seamntic-pragmatic

という素性を談話関係の分類に用いるのは必ずしも適切ではない（談話関係の個数を不必要に増やし

てしまう）。Forward-backwardは表層の言語表現の間の順序に関する素性なので、意味的な関係の分

類には適しない。 

そういうわけで、TDG3における談話関係のレジストリでは、上記の４つの素性のうち

additive-causalおよびpositive-negativeを用いて談話関係を分類する。また、いずれの項がより重要で

あるかは、意味内容そのものではなくプレゼンテーションの文脈に依存して決まるので談話関係から

捨象し、これによって談話関係の個数を抑制する。たとえば下の２つの例文に示すように、「建物が大

きい」と「部屋が小さい」のいずれが重要であるかは文脈によって異なるので、これらの間の関係は

（一方を他方より重要と措定する）逆接（concession）ではなく（いずれが重要であるとも見なさな

い）相反（conflict）によって捉えた方が効率的である。 

     そのホテルは建物が大きいけど部屋が小さい。だから太郎はそこにあまり泊まらない。 

     そのホテルは部屋が小さいけど建物が大きい。だから花子はそこによく泊まる。 

現在想定している談話関係の一覧を以下に示す。ここで、「１」と「２」はそれぞれ当該の談話関

係の第１項と第２項を表わす。用例においては、[ ]で囲まれている部分が第１・第２項であり、そう

でない部分が接続表現（connective）である。 

肯定付加（additive positive） 

関係 接続表現 解説と用例 

付加（addition） 

1。また1 

1。と同時に1 

1。そうして1 

1。そして1 

[かれはフランス語が得意だった]。また[ドイツ語もよくでき

る]。 

[空はよく晴れていた]。そして[涼しい風が吹いていた]。 

追加（moreover） 

1。それから2 

1。そのうえ2 

1。それに2 

1。さらに2 

1。しかも2 

[1三郎はひどく疲れていた]。そのうえ、[2少し熱があった]。

類似（similar） 2くらい1 健は[2奈緒美]ぐらい[1大きな家に住んでいる]。 

様態（manner） 2ように1 [2蝶]のように[1舞う]。 

詳述（details） 2。要するに1 
[2この文章は、しくみが粗雑なうえに、用語も不適切だ]。要

するに[1悪文だ]。 

換言（restatement） 

1。すなわち2 

1。つまり2 

1。換言すれば2 

1。言い換えれば2 

 

例（example） 
1。たとえば2 

1。現に2 
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抽出（extraction） 

1。とりわけ2 

1。特に2 

1。わけても2 

[1すばらしいながめだ]。とりわけ、[2林と丘はまるで絵のよ

うだ]。 

最小限（minimum） 
1。せめて2 

1。少なくとも2 

[1良い成績を取りたい。]少なくとも[2数学は落としたくな

い]。 

要素（element） 1。2 （第2項は第1項の要素である。） 

部分（part） 1。2 （第2項は第1項の部分である。） 

具体化（concrete） 1。2 [1母は病院で働いています]。[2看護士です]。 

ステップ（step） 1。2 
[1水は循環している]。[2雨や雪として空から地上に降り、蒸

発して空に戻る]。 

置換（substitution） 
1というより2 

1。むしろ2 
 

補充（supplement） 
1。ちなみに2 

1。なお2 

[1第一回の研究会を十六日に開きます]。なお、[2次回は来月

の予定です]。 

背景（background） 

2。1 

2が1 

2けれど1 

（第1項を受話者が理解するための文脈を第2項が与える。

「結果/原因」や「結論/証拠」ではない。） 

[2太郎は中央線で新宿まで通勤している]。[1今日は中野で下

車した]。 

[2最近本を三冊読んだ]。[1その中に『友情について』という

のがある]。 

[2夏休みには旅行したいと思います]。[1いっしょにいきませ

んか]。 

状況（circumstance） 

2とき1 

2ころ1 

2。１ 

（第2項は第1項が生起する状況。「結果」や「証拠」ではな

い。同時性あり。） 

[2私が生まれた]ころ、[1日本は貧しかった]。 

[2わたしは坂道をのぼっていた]。[1道ばたに美しい花が咲い

ている]。 

[2窓の外は春雨だ]。[1わたしはたばこに火をつける]。 

内容（content） 

1。2 

2と1 

2という1 

[12その人は言った]。[2「いつかお目にかかりましたね。」] 

[1わたしは考えた]。[2出来るだけのことをすればよいのだ]。

[1太郎は[2「面白い」]と思った]。 

否定付加（additive negative） 

関係 接続表現 解説と用例 

対照（contrast） 

１。しかし2 

1けれども2 

1だが2 

1でも2 

1が2 

1。一方2 

1。他方2 

1。それに対し2 

1。逆に2 

1。かえって2 

（2つの事象が両立することは大いにありうるまたは両立し

ても構わないが、対照をなす。「のに」で２つの項を結べな

い。） 

[1６人がその案に賛成だと言った]。一方、[2それに反対する

人は３人に過ぎなかった]。 

比較（comparison） 2より1 健は[2奈緒美]より[1大きな家に住んでいる]。 

相違（different） 2とは違って1  

制約（constraint） 

1。ただし2 

1。もっとも2 

1。ただ2 

[1わたしはサッカーが好きです]。ただし[2見るのが好きなん

です]。 
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例外（exception） 
2以外は1 

1。ただし2 
[2太郎が遅れた]以外は[1みな間に合った]。 

選言（disjunction） 

1。それとも2 

1。あるいは2 

1。または2 

[1思いきって言おうか]。それとも、[2やはり黙っていようか]。

順接（causal positive） 

関係 接続表現 解説と用例 

因果（causes） 

1ため2 

1。かくて2 

1。こうして2 

1。その結果2 

1。それで2 

2。なぜなら1 

2。なんとなれば1 

2。というのは1 

[1かれは試験に合格した]。かくて[2かれの宿願は達せられ

た]。 

[2春子は知っていた]。なぜなら[1本で読んだことがあったか

ら]。 

比例（proportion） 2ほど1 [2大きい]ほど[1良い]。 

誘発（triggers） 

2。すると1 

2と1 

2。そうしたら1 

[2並木道を歩いて行った]。 すると[1むこうからひとりの男が

近づいてきた]。  

目的（purpose） 

2（ため）には1 

2。そのためには1 

2ために1 

[2五時に着きたい]。そのためには[1三時に家を出なくては]。

[2合格する]ために[1勉強した]。  

条件（conditional） 
2ならば1 

2ば1 
[2冷蔵庫にビールが入ってい]たら[1飲んで下さい]。 

推論（inference） 

1。だから2 

1から2 

1。それで2 

1。したがって2 

[1山口君も来たということだ]。とすると[2この話を知らぬは

ずはない]。 

自明推論 

（obvious inference） 

1。まして2 

1。いわんや2 

[1この問題は兄にも解けないそうだ]。まして[2ぼくにわかる

はずがない]。 

説明（explanation） 1。2 
[1初めて朝顔が咲いた]。[2白い大きな花だ]。 

[1わたしの父は実業家ではありません]。[2医師です]。 

評価（evaluation） 1。2 [1「まかぬ種は生えぬ」という]。[2そのとおりだと思う]。

逆接（causal negative）  
 

関係 接続表現 解説と用例 

相反（conflict） 

2なのに1 

2。しかるに1 

2。そのくせ1 

2にもかかわらず1 

1。しかし1 

1。といっても1 

1。ところが1 

1。それが1 

（2つの事象が両立しにくい、または両立すべきでない。逆

接を対称にした関係。） 

[2わたしは全力をつくした]。それなのに[1結果は思わしくな

かった]。 （時間的前後関係/因果関係があるので非対称）

[1天気予報では晴れるはずだった]。ところが[2雨になった]。

[1もう一度調べる必要がある]。[2結果はわからない]が。 

[1値段が高い]。しかし[2品質がよい]。 （「値段が高い」は「望

ましくない」を含意し、「品質が良い」は「望ましい」を含

意するので、両者の間には換喩的な相反関係がある。） 

無条件（unconditional） 1によらず2 [1天気が良いかどうか]によらず[2行く]。 
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譲歩（compromise） たとえ1でも2 [1天気が悪く]ても[2行く]。 

否定条件 

（negative conditional） 
1。さもなければ2 

（選言と違って第1項に重点がある。） 

[1働け]。さもなくば[2食うな]。 

 

参考文献 

１）Sanders, T., W. Spooren and L. Noordman. Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse 

Processes, 15, 1-35. (1992) 

２）Sanders, T., W. Spooren and L. Noordman. Coherence relations in a cognitive theory of discourse 

representation. Cognitive Linguistics ,4-2, 93-133. (1993) 

３）Sanders, T. Semantic and pragmatic sources of coherence: On the categorization of coherence 

relations in context. Discourse Processes, 24, 119-147. (1997) 

橋田 浩一 (産業技術総合研究所) 

 

2.4.2 放送コンテンツのための共通メタデータ体系 J／Meta 

 本節では、放送コンテンツのための共通メタデータ体系 J／Metaについて報告する。 

 

目的と背景 

コンテンツの流通、特にそれに関する権利処理や、アーカイブとしての蓄積を円滑に行うためには、

そのコンテンツがどのようなものであるか、誰がそのどの部分に権利を有しているか等、コンテンツ

に関するメタデータを、コンテンツ流通に関わる関係者である、権利者、コンテンツホルダ（放送局

等）、配信事業者等で、効率的に交換することが必要となる。このためのメタデータについては、既に

コンテンツ流通に関わる関係者がそれぞれに独自のものを用いているが、それらメタデータ体系は

様々なものであったため、それらの互換性を確保する基盤となるような共通的なメタデータ体系が必

要とされていた。J／Metaはこのメタデータ体系の共通基盤となることを目的に、財団法人マルチメ

ディア振興センター主催の研究会（2002年２月発足）が2004年６月にver2.0を、2005年５月にver3.0

を提案したものである。 

 

特徴 

 J／Metaは、BtoBコンテンツ流通取引に関して、コンテンツホルダ、権利者団体、配信業者等の関

係者でのデータ交換に利用されることを想定し、そのためのメタデータの仕様を定めたものである。

ただし、BtoCを想定した上で必要となるがBtoBで規定される項目、例えば「再生可能回数」「コピー

可能回数」等もその中に含まれる。コンテンツの題名、ID、概要や技術情報等、コンテンツの内容を
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説明する「カタログ的メタデータ」631項目と、コンテンツに含まれる権利者の氏名や連絡先、権利の

利用許諾条件等、コンテンツの権利や契約に関する「権利関連のメタデータ」854項目をそれぞれ６セ

ットに分類して記述している。以下に各セットの簡単な説明を述べる。 

 

カタログ的メタデータ 

 プログラム識別情報：プログラム（番組等）を識別するための索引的情報 

 プログラム説明：プログラムの詳細情報 

 放送イベント詳細：プログラムが放送された際のイベント履歴情報 

 プログラム分類詳細：プログラムの分野（ジャンル）識別情報 

 プログラム関連素材詳細：プログラムに関連する素材の詳細情報 

 プログラム交換技術情報：利用可能な交換フォーマット情報 

権利関連のメタデータ 

 著作権者情報：プログラムの著作権を保有する人あるいは組織に関する情報 

 著作権エージェント情報：著作権者より権利を委任されている代理人／代理機関に関する情報 

 権利者情報：権利者に関係する権利及びその権利に適用される許諾条件 

 楽曲／音声利用報告詳細：プログラム内で使用した楽曲に関する利用報告情報 

 契約詳細：プログラムの利用開発に係わる２者間の契約詳細情報 

 許諾利用実績報告：許諾にひも付く利用実績情報 

 

 J／Metaの体系は、P／Meta（欧州放送連盟（EBU）研究プロジェクトが規定した規格で。SMPTE, 

MPEG等のメタデータ規格と調和を図りつつ、放送局間でのメタデータ交換を目的に設計されたも

の）をベースに、Melodies＆Memories（株式会社メロディーズ・アンド・メモリーズ・グローバルが

開発したマルチメディアコンテンツのための技術フォーマット）、TV-Anytime Forum(SP003)（HDD

レコーダのような大容量ストレージデバイスを活用したオーディオ・ビジュアル系のサービス体系の

仕様を検討している国際的な標準化団体）のcIDF仕様等を参照して設計されており、この点で、国内

外の既存メタデータ体系との相互変換が容易なようになっている。 

 J／Metaは、要求されるメタデータ項目を定め、その意味と構造を定義するものである。この定義

は、アトリビュート、ストラクチャ、データディクショナリによってなされている。アトリビュート

はいわゆるデータの（意味的な）型を定義する。「電話番号」「日付」「氏名」等の型が定義される。J

／Metaのデータ項目は「プログラム」を根とする階層構造（木構造）をなしており、葉の部分がこの

アトリビュートとなる。一方で、この階層構造はストラクチャとして定義される。データディクショ

ナリは、ストラクチャの中の特定のアトリビュートの意味付けをそれぞれ記述したもので、｢番組の著
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作権者の電話番号」「番組のn番目のシーンで使われたBGMの権利者の氏名」等がそのデータ型とと

もに記述されている。このように、項目の意味、データ型、階層構造の定義に加えて、とりうる値の

IDコードまでを定義している精密な体系となっていることが特徴のひとつで、更にデータベース実装

やXML化等の実証を通じてその実際性も確認されている。 

 J／Metaは多様なコンテンツの流通・利用形態に適用可能であることを目的としているので、巨大

な体系となっている。この一部を抜き出し制約を強化することで、特定の流通・利用形態に必要な仕

様を得ることができる。この仕組みは関係データベースにおけるビューと同様のもので、プロファイ

ルと呼ばれている。現在、権利処理プロファイル、権利管理（B2B）プロファイル、権利管理（B2C）

プロファイルが提案されている。 

 

コンテンツの捉え方 

 コンテンツの内容的な再利用、再編集に有益な情報となっているかという興味から、J／Metaがコ

ンテンツをどのようにどのように捉えているかをみる。J／Metaでは、以下のコンテンツ単位を設定

しており、これらは図2.4.2_1のような関係となっている。 

 

プログラム：映像や音声等の素材をひとつの編集物としてまとめあげたもの。BtoBコンテンツ流通で

基本となる取引単位 

アイテム：プログラムの一部を時間軸で切り出した構成要素。シーン。意味を持った編集単位。新聞

における各記事。 

MOB（Media Object）：プログラムあるいはアイテムの構成要素。時間軸で切り出したカットや静止

画、トラックで切り分けられる音声、BGM等に加えて、字幕、テロップ、脚本、グラフィック、

写真、フレーム等が含まれる。新聞における写真、見出し、各段落等。 

プログラムグループ：プログラムの集合体。シリーズものや連続プログラム等。 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 2.4.2_1 J／Metaにおけるコンテンツ（参考文献より引用、一部修正） 
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つまり、プログラムはある時間幅（開始時刻と終了時刻）を持ったアイテムの並びであり、アイテ

ムは同じく時間幅を持った複数のMOBの重なりを許した並びとして表現される。このような構造にお

いて、J／Metaのメタデータは「プログラム」を単位として付与され、アイテム、MOB、プログラム

グループは、そのメタデータの一部（「プログラム説明」の一部）として記述される。各単位の間の意

味的な関係は特に記述されておらず、時間軸に沿って並べられることになる。 

 

アイテム、MOBに記述されるメタデータは以下のようなものである。 

 

アイテム：アイテム通番、アイテム開始時間、アイテム終了時間、タイトル、使用言語、関連人物・

組織、内容時間、概要説明、キーワード、キーフレーム（サムネイル用） 

MOB：識別子、素材種別（アプリケーション（コンピュータプログラムのように再生可能なもの）、

オーディオ（音声）、データ（Webページのテキスト、字幕テキスト）、グラフィック、撮影（動

画）、スチールに分けられている）、素材セグメント開始時間、素材セグメント終了時間、タイ

トル、使用言語、素材収録日時、関連人物・組織 

 

まとめ 

 放送コンテンツのための共通メタデータ体系 J／Metaについてまとめた。BtoBのコンテンツ流通等

の場面を想定したメタデータ体系の共通基盤ということで、権利関係の情報は多量であり、仕様も巨

大かつ詳細であるが、コンテンツやその構成要素の内容的な情報やそれらの意味関係の記述はあまり

強力ではなく、マルチメディアコンテンツの知的編集等の用途には不十分ではないかと思われる。ま

た、コンテンツ流通の場面でも「まだ利用は進んでいない（2006.12.15 朝日新聞）」というのが現状

のようである。 

 

参考文献 

J／Meta Ver.3.0 技術仕様書 財団法人マルチメディア振興センター 

J／Meta 利用ガイドライン Ver.1.0 財団法人マルチメディア振興センター 

  http://www.fmmc.or.jp/fmmc-html/jmeta/detail.html 経由で入手 

報道発表資料 

  http://www.fmmc.or.jp/fmmc-html/jmeta/press_release.pdf 

  http://www.fmmc.or.jp/jmeta/053105_press_release.pdf 
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2.5 利活用技術 

 

2.5.1 要約と可視化 

本節では、要約と情報可視化についてのサーベイをまとめる。要約、一般にはテキスト要約は膨大

なテキストの内容を簡潔にまとめることで、情報可視化は多量の情報を視覚的に表現することで、そ

の理解とそれへのアクセスを支援する。その意味で、これらの技術は情報の迅速な理解や概観という

共通の目的を持つ。ところが、これらの技術は言語情報と非言語情報と扱う情報が異なるためか、共

通の議論は少なかったように思う。そもそもマルチメディアコンテンツも言語情報と非言語情報の融

合にその価値があるのであるから、情報の活用を支援するこれらの技術においても、情報の種類を超

えた融合を求める必要があろう。 

テキスト要約は、原文の代わりに用いられてそれだけで原文の内容を理解するための報知的要約と、

原文が読むに値するかの判断等、原文を参照する前の段階で用いられる指示的要約に分類される[奥村

05]。前者が情報そのもの理解を、後者が情報へのアクセスを支援すると考えられる。可視化において

も同様の分類が可能であろうが、テキスト要約において報知的要約の方が重要視される傾向があるの

に対し、情報可視化では視覚的情報探索の支援ということで、指示的要約を含めた情報アクセスイン

タフェースとしての捉え方が優勢なようである。本節では、情報の指示的要約に基づく情報アクセス

インタフェースから議論をはじめ、情報の理解と情報へのアクセスとを縫い目なく繋ぐ報知的要約に

基づいた情報アクセスインタフェースの具体例をみるとともにその必要性を論じる。最後にそのよう

な報知的要約と指示的要約の融合を目的のひとつとする「情報編纂」の提案に触れる。 

情報アクセスインタフェースは図2.5.1-1に概念的に示した枠組みを持つ。入力となる情報集合、

例えば新聞記事やwebページ等の文書の集合、について、そこに含まれる個々の情報がアクセスに値

するか否かを利用者が判断するための情報が抽出・組織化され、提示されることで、インタフェース

の役割を果たす。利用者はこのインタフェースを通じて自分がアクセスする情報を決定すると共に、

情報集合全体の概観や全体の中での個々の情報の位置づけの理解等を行う。このような利用は対話的

に行われ、ズーミングやフィルタリング等によって利用者の関心に沿った部分に絞り込んでいったり、

様々な操作を通じて、観点や視点を変えて情報集合を眺めることができる。 
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図2.5.1-1 情報アクセスインタフェース 

 

このようなインタフェースのベースラインとなるのは、Google等の検索エンジンでの検索結果の一

覧表示画面である。ここには検索結果として得られたwebページのタイトルと、入力されたキーワー

ドを含むテキストの断片が指示的要約として表示され、ページにアクセスするためのポインタとなっ

ている。組織化はシステムが判断した適合性の順序でこれらの要素をリストとすることで行われる。

キーワードの追加による再検索がフィルタリングに相当するが、このようなインタフェースの場合、

その前後の関係、フィルタリングの結果がそれ以前の全体の中でどういう位置にあったかという文脈

が理解しづらいことが問題となる。情報集合全体の概観という面でも、検索結果数が若干の情報を与

えてくれるものの殆ど無力といってよい。 

この情報集合の全体像や、その中での個々の情報の位置づけを明らかにするために情報可視化技術

が利用される。可視化は、文書中のキーワードの共起関係等を用いて、文書やキーワード自身を超空

間に配置することで行われる。一般的な空間配置の手法としては、クラスタリングをはじめ、Latent 

Semantic Indexingや自己組織化マップ等、様々な手法が知られている[武田00]。ある文書が空間のど

こに配置されるかやそれがどの文書の近くに位置するかということで、ある文書の特徴や全体の中で

の位置づけを理解することができ、空間の比喩によって、文書集合全体やその部分部分の様子を様々

な角度や距離から眺めることができる、 

このような可視化やクラスタリングは様々な形で検索を支援する。DualNAVI[Takano00]では、共

起関係に基づくキーワードの空間配置と文書の一覧の両方を同時に表示し。例えばキーワードの空間

であるキーワードを指定するとそれを含んだ文書を文書一覧で明示する等、キーワードと文書との相

互関係の把握を助けている。更にこのシステムではキーワード検索と類似文書検索の両方を提供する

ことで、２つの表示と合わせてキーワードの世界と文書の世界を自由に行き来して必要な情報に達す

ることすることができる。別の例として、このようなクラスタリングを情報アクセスインタフェース

としてより積極的に用いたものに、Scatter／Gather[Cutting92]がある。Scatter／Gatherでは検索対象

である文書群をクラスタリングし、それぞれのクラスタの中心となる記事やキーワードでクラスタの

特徴を表現する。利用者が自分の関心のあるひとつもしくは複数のクラスタを選択する（gather）と
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それら全体が改めてクラスタリングされて複数のクラスタとなり（scatter）、それぞれの特徴が示され

る。これを繰り返すことで利用者は自分の関心にあった文書群を絞り込んでいくことができる。キー

ワードに基づく一般の文書検索が「索引による検索」であるのに対し、「目次による検索」が実現でき

るとされている。 

クラスタリングによる配置が文書の特徴に基づく上昇的なものであり、その空間や軸の意味付けが

対置する文書群によって異なってくるのに対し、これらを意味付けが既になされている既知の軸や空

間に関連づけて下降的に配置することで、その概観を可能にする取り組みもある。インフォメーショ

ンアウトライニング[Morohashi95]では、ある関心に沿って検索された新聞記事をその発行日に基づ

いて時間軸上に配置したり、そこで話題になっている場所に関連づけて配置したりする。これにより

情報を多面的に概観し、相互的に関連づけることが可能となる。Perspective wall[Mackinlay91]は文書

をトピックの軸と出版された日付に対応する時間軸からなる平面に配置し、それを魚眼レンズを通し

た視野を模した、注目点を強調しつつその周辺の文脈も切り捨てられないという可視化によって表示

し、文書の位置づけを明らかにしている。空間との関連づけということでは、地図や仮想的な街並み

をそこにある店舗等の情報にアクセスするインタフェースとするものもある[Ishida99]。最近の研究

では、地震に関する新聞記事等の情報をその被害のあった場所に基づいて地図上に配置したり、その

発生日時に基づいて時間軸上に配置するという試みがある[高間06]。 

ここまで述べたものは、出版日等のいわゆる書誌情報や何についての情報であるかというaboutness

もしくはtopicに基づいて構成される情報アクセスインタフェースであり、個々の情報が「何に関する」

ものかは把握できても、「何と述べているか」は、それに実際にアクセスしないと知ることができない。

更に、それらの情報の集合が全体としてどんなことを述べているかという報知的要約としての役割は

殆ど果たしていない。もちろん、これは程度問題で、前述した地震情報の可視化では、そこにマグニ

チュードや震度の情報が視覚化されていれば、背景にある地震情報記事集合の報知的要約と考えるこ

ともできる（もしくは、このシステムは地震発生場所等の情報抽出を行っているので、以下に述べる

システムの一例ととらえるべきかもしれない）。しかし、仮想的な街並みのインタフェースでは、その

街のどこに店舗があるかは概観できてもそれが何を売っているどんな店舗であるかを知ることはでき

ないので、街全体の情報をそこから得ることは難しい。一般的な情報検索結果の可視化ではこのよう

な報知的な要約は全く考えられていない。街の例を続ければ、特定の街を条件に検索された記事群に

ついて、それらの記事がその街の経済面、行政面、観光面に言及しているかで空間的に配置すること

は可能でも、その街が結局経済的にどうなのかをそこで示すことはできない。 

この報知的な要約の側面を情報アクセスインタフェースに持たせるためには、文書中のテキストを

単なる語の集まりとみてキーワードを得るだけでは不十分で、その解析とそこからの情報抽出が必要

である。テキストマイニング[那須川99]ではそのような試みがなされており、コールセンタの応答内
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容のデータベースを対象に、何が対象になっているか、どのような行為が関係しているか、その意図

は何か（苦情か要望か質問か）を抽出し、可視化については前述のインフォメーションアウトライニ

ングと同様の枠組みで、何に対するどのような問い合わせが多いのか等の分析を可能にしている。web

上に存在する製品に関する様々なreviewから、それがどの製品のどの特徴に関する意見で、肯定的か

否定的かを抽出し、製品比較を視覚的に行うことを可能にするシステムも提案されている[Liu05]。テ

キストの解析においては様々な形式のreviewサイトに対応して、それらのコメントが製品のどの特徴

についてのものか肯定的か否定的かを抽出し、可視化では、その特徴毎の肯定的コメント数/否定的コ

メント数を製品間で比較できるようになっている。これらでは個々の情報へのアクセスインタフェー

スという側面はあまり強調されていないが、ある分類に属する苦情にはどんなものがあるのか、ある

製品のこの特徴について肯定的な意見はどんなものか、という詳細な情報要求に応えるために、この

ようなシステムを情報アクセスインタフェースとして用いることは充分考えられる。 

アプローチはやや異なるが同様の目的を持った試みとして、複数文書要約システムに対話的なイン

タフェースを持たせるという提案がある[Leuski03]。要約率やどのトピックを含めるかの指定で利用

者の要求に沿った要約を作成することにより文書群の理解を支援しているが、それに加えて、得られ

た要約のそれぞれがどの文書から抜き出されたかの情報を持つことで、要約からその基となった文書

へのアクセスを支援している。また、アクセスされた文書の各部分はその要約における重要さに応じ

て濃淡がつけられており、文書内の情報の取捨選択の支援となる。更に、このシステムでは、各文書

が言及している場所に基づいて文書を配置する可視化も行われている。 

以上、広い意味での要約が情報のアクセスや理解を助けていることをみた。特に比較的新しい試み

として、いわゆる報知的要約を情報アクセスインタフェースとして利用するものを紹介した。今後の

方向性としては、情報の理解・概観の支援と情報へのアクセスの支援とを縫い目なく統合することに

よる情報活用支援の連続性が期待される。要約と情報アクセスインタフェースとして区別されてきた

もの、要約の中でも、報知的、指示的と区別されてきたものを統一的に扱っていく必要があろう。ヒ

ューマン・コンピュータ・インタラクションの分野でShneidermanの真言（mantra）として知られる

"Overview first, zoom and filter, then details on demand（まず概観し、ズーミングやフィルタリングの

後、要求に応じて詳細を)"という視覚的情報探索のための基本原理[Shneiderman98]も、もっとも詳

細な情報が背景にある入力情報であることを考えれば、理解・概観から個別の情報アクセスまでの連

続性を強調していると捉えることができ、この方向性を支持している。「情報編纂」[加藤06]が、その

ような方向性を持った技術として提案されている。情報編纂は、多量雑多な情報を知的に編纂し、そ

の理解を容易にすると共にそれへのアクセスを支援するための技術としてされており、２つの力点と

して、様々なモード／メディア／ジャンルを横断して、現実世界の雑多な情報を入力として扱い、そ

の出力においても視覚情報等の非言語情報と言語情報を協調させたマルチメディアプレゼンテーショ
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ンを活用していくというモード横断性と、情報の理解・概観の支援と情報へのアクセスの支援とを縫

い目なく統合することによる情報活用支援の連続性をあげている。 

情報編纂という形になるかはともかく、マルチメディアコンテンツの重要性は今後ますます大きく

なることが明らかであるので、その理解とそれへの情報アクセスの支援は必須である。その点からも

要約技術と情報可視化技術の更なる融合に期待していきたい。 
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2.5.2 議論支援と自然言語処理 

昨年度のこの報告書で、議論支援システムと自然言語処理の関わりについて論じた。その状況は大

きく変わっていないが、ここでは最近のいくつかの事例を挙げたい。 

Pinkwartらは米国最高裁判所での議論を例題として、法律に関わる議論を教育するシステムを提案

している
１）
。そこでは、議論生成における三つの弱点を克服しようとしている。その第一は議論構成

の不備であるが、これに対しては属性を許す生成文法を導入してその弱点を見つける。さらに議論の

流れをグラフ表示して、論点の孤立といった状況が直ちに分かるようになっている。第二の弱点は、

たとえば検証となるべきはずが仮説提示になっているといった、議論のつながりの不備であ

るが、これもやはり生成文法を利用して発見するようになっている。いずれにおいても、法律に関す

る議論は構成が非定型なため、正解をきちんと定義するのではなく、解を部分的に示すようにしてい

る。 

第三の弱点は、議論の内容そのものに不適切な点が存在することである。これは、たとえば「論旨

の要約に不十分なところがある」といったことだが、法律を対象としていることもあり、この種の不

適切さは正しいとか間違っているとかを単純に判断できるレベルではなく非常に難しい。Pinkwartら

はその問題解決にあたり自然言語処理に頼らず、協調フィルタリングを用いている。そこでは、個人

であれグループであれ、ある程度の数のシステム使用者がいるという前提で、二段階からなる。まず、

学習者がある対象について入力を終えた後に、システムがいくつかの文章を提示し、その学習者に自

分の入力と似ていると感じるものをすべて選ばせる。次の段階で、（質の良悪が分かっている）別

の文章をいくつか提示し、学習者に自分が入力したものと同程度かそれ以上のものと判断するものを

選ばせる。この二種の回答からヒューリスティックに学習者の入力を点数付けしようというものであ

る。 

Pinkwartらはまだきちんとしたシステム評価実験を行っていないが、議論を図示することによる効

果はこれまでにもさまざまな研究があり、今回は法律の議論という理論的とも言える一方で、レトリ

ックを駆使する対象に形式文法と協調フィルタリングを導入した点が興味深い。このような対象にな

ると、現状の自然言語処理技術で対処するのは難しく、論文中でも'NLP-free'という語が使われている。 
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自然言語処理、あるいはもっと広く人工知能と言っていいだろうが、の技術だけで人間の知的活動

と同等なものを構築するのは難しい。人間に協調してもらうことで、人間の知恵を利用する協調フィ

ルタリングのような手法は有用だろう。Web検索においてブックマーク情報を共有する手法もこれま

でいろいろ研究されてきた。白井らは、検索目的とユーザグループを絞ることでその精度を上げよう

としている
２）
。インターネットを検索することは今や情報収集の最良の手段と言ってよく、高等学校

でも「情報」という科目の中で、たとえば「英語教育を小学校から始めるべきか」といった正解がな

い題材について、さまざまなページを参考にしながら自分の意見をまとめるという課題に取り組んで

いる。ただ、インターネット上の情報は玉石混交であり、高校生にとって信用度の高いページを検索

エンジンで探すことは容易ではない。そこで山根木らはWebページを協調して評価することで、有益

なページを共有するシステムを提案している
３）
。検索したページの信頼度と、トピックに対する賛否

の度合いを両軸にとり、そのページの位置付けを共有しようというものである（図2.5.2-1中の右下の

座標にその様子が示されている）。評価実験の結果、この仕組みの有用性は確認できたが、問題点も残

った。すなわち、このシステムには、単に図中にページを登録するだけでなく、主観的な評価をアノ

テーションとして付与する機能もあるのだが、実験ではほとんどの高校生は使わなかった。やはりわ

ざわざタイプ入力するほどのインセンティブを感じなかったのだろう。 

現在の自然言語処理技術は確かに限界があるが、適用できるところから積極的に利用し、協調フィ

ルタリングといった手法と連携することで、技術の利用を推進していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.5.2-1 Webページの評価を登録する様子（右下の座標） 
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（斎藤博昭） 

 

2.5.3 E-learningと評価 

本節では、E-Learningと評価について、特に文章能力の自動評価の観点から調査した結果を報告す

る。文章（ライティング）能力の自動評価は、一般にAutomatic Essay Scoring（AES）と呼ばる。そ

の歴史は古く、すでに40年ほど前から取り組みが始まっている。歴史的には、AESはE-Learningにお

ける必要性から生まれたものではないが、AESはWEBのアプリとして実装されることが多く、

E-Learningとの親和性が高い。このため、AESはE-Learningの一形態と位置づけることができる。AES

の目的は、Dikli(2006）によれば、評価にかかる経済的、時間的コストの削減とともに、一貫性のあ

る評価基準作りである。 

本稿では、AESについて、その代表的なアプローチをいくつか紹介する。以下の図は、AESの歴史

を年表形式にしてまとめたものである。出典はHearst(2000）。 
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Project Essay Grader（PEG) 

PEG（Page, 1966）は、テキストの表層上の手がかりを利用した重回帰モデルである。人間判定者

（教師）との相関も0.78と高く、人間判定者間の相関（0.85）に近い。従って、モデルとしては成功

していると言えるが、単に文章を長くすることでスコアがあがるなど、簡単にシステムをだませると

いう問題や、現場でPEGの結果から、文章の質（構成、スタイル、内容）について、有用な教育的フ

ィードバックが得られないなどの問題が指摘され、あまり教育界では受け入れられなかった。 

 

Writer's Workbench 

Writer's Workbenchは、スコアリングすることより、文章作成支援を目指したシステムである。スペ

ルチェック、文、単語の数に基づく可読性の検証など、洗練はされていないが、ライティングにおい

て重要な基本機能を備えたシステムと言える。 

 

Intelligent Essay Assessor（IEA) 

IEAはPEGと同様にライティングの自動スコアリングを目的にしたシステムであるが、ユニークな

点はエキスパートによる採点済みの文章とのテキスト上の類似性を利用して、スコアを決めようとい

うものである。なお、類似度はLatent Semantic Analysis（LSA）によって求める。LSAで最も近い採

点済み文章を見つけ出し、その採点を未採点文章に与えるというところである。LSAによって潜在的

な単語も類似度計算に組み入れられるので、通常の文字列マッチングによる類似尺度より、類似度計

算が柔軟になる、語彙的に異なった文章間でも、類似度の計算が可能であるなどのメリットがある。 

文献 (Landauer,200) によれば、実験では、人間判定者との相関は、0.85と極めて高いことが確認

されたとのことである。ただ、PEGと同様、IEAのスコアが直接にライティング指導に役立つとは言

えず、重要情報の欠落、冗長性の指摘程度にとどまっている。 

 

E-Rater／Criterion 

E-RaterはETS（Educational Testing Service）が開発した文章評価システムである。基本的に多様な

属性を用いた重回帰モデルである点、PEGに準ずる。ただし、モデルをトピックごとに構成している

点や、属性の重み付けを手動で行うことを許すという点でPEGとは異なる。なお、属性としては、文

法、文章構造、話の展開、語彙レベル、内容語などに関連したものが使われている。（属性抽出には、

自然言語処理（NLP）が利用されている模様。） CriterionはE-raterをベースにしたライティング指

導用のアプリケーションである。Criterionのウェブサイトの説明によると、生徒のエッセイが20秒ほ

どで自動採点され教師にフィードバックされる。教師はこれらの結果にさらにコメントを付け加えた

りすることができるとのことである。 以下はCriterionの動作画面で、Grammar, Usage, Mechanics, 
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Style, Organization＆Developmentの項目について自動でエラーチェックを行う。以下では文法エラー

を表示しているところ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は、Criterionが文章構造の分析結果を提示しているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談話機能（Introduction, Thesis Statement, Main Ideas, Supporting Ideas, Conclusions）を色別に示し

ている。また、以下では生徒（ユーザ）が教師からのコメント（`I' というアイコンでマークされて

いる）を表示している画面。 
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Criterionは、このように単にエッセイの自動スコアリングにとどまらず、スペルエラー、文法エラ

ーの指摘、文章構造の解析、さらに教師によるフィードバックなど、総合的かつインタラクティブに

ライティングをサポートしている点で、先進的であると言える。 

なお、E-Raterの精度であるが、人間判定者との評点との相関はバラツキがあり、実験では最大で

0.7程度とあまり高くはない。ただ、E-raterは標準テスト等の採点に用いられている訳ではないので、

精度の低さはアプリケーション上ではそれほど問題にはならないと考えられる。モデルの精度の高さ

より、アプリケーション全体としての有用性のほうが実際には重要であろう。 

 

IntelliMetric 

IntelliMetricは米Vantage Learning社の商用のAESシステムである。残念ながら、技術の詳細は企業

秘密となっておりほとんど不明であるが、Dikli(2006)によれば、人工知能と自然言語処理を使った属

性抽出と、何らかの統計モデルを使っているとのことである。属性の軸は、おおまかに、Focus and 

Coherence, Organization, Development and Elaboration, Sentence Structure, Mechanics and Convention

と他のAESシステムとあまり代わり映えしないような印象を受ける。謳い文句では統計モデルとして

線形モデル（Generalized Linear Model）ではなく、 nonlinear and multidimensional approachをと

っている（Dikli, 2006）とのことであるが、具体的な内容は明らかではない。エキスパートとの相関

であるが、同社のレポートによれば、６ポイントスケールで、小学校、中学校、高等学校の各レベル

での10の作文課題（Promptと呼ばれる）について、ピアソン係数で0.90以上あることが確認されたと

のことである（Vantage Learning, 2006）。ただし、レポートでは、実験に参加した被験者やエキスパ

ートの数については記述がない。 



－35－ 

一方、Rudner et. al（2006）らが行ったGMAT（Graduate Management Admission Test）の文章課題

を用いたIntelliMetricの評価実験では、人間による判定との相関がピアソン相関係数で0.82と極めて高

いことが確認され、IntelliMetricが現段階で最も進んだAESシステムであることが第三者の実験で明ら

かになった。 

Vantage Learning社はIntelliMetricを使った教育アプリケーションとしてMy Accessと呼ばれるシス

テムを販売しており、ETSのCriterionと並んで広く使われているようである（Dikli, 2006)。 

なお、IntelliMetricのチラシ（http://www.vantage.com/pdfs/intellimetric.pdf）によれば、95％の精度

で不正の疑いがあるレスポンスを識別できるそうである。 

 

BESTY 

BESTYは、IntelliMetric、E-Raterとは異なり、特に実用化を目指したシステムではなく、AESの研

究用のシステムと考えたほうがよい。基本的なアイディアは、AESを文書分類問題と見なして解決し

ようというものである。BESTYでは分類モデルとしてベルヌーイ型モデルと多項型モデルの二種類の

手法を提案している。ベルヌーイモデルは以下の式で表される。  

 

 

 

ここでは、dは文書、cは分類クラス（Pass／Fail等）、wは単語を表す。Bは特定単語が文書に現れる

場合は１、そうでない場合は０を返す。P（w｜c）は分類クラスcの文書に単語wが出現する確率を表

す。 

また、以下の式は多項モデルを表す。Nitは単語tが文書iでの出現回数を表す。 

 

 

 

ベルヌーイモデルは単語の文書頻度、多項モデルは文書中の単語の生起頻度に基づいている点で大

きな違いがある。なお、確率計算にはラプラス法による平滑化が施されている。また、文書分類に準

じたモデルであるため、語尾処理（stemming）、ストップワードの除去が行われている。また、エン

トロピーに基づく単語選択も導入されている。 

なお、本手法の精度であるが、米メリーランド州の高等学校用テスト（Maryland High School 

As-sessment）のパイロット課題に対する回答をもとに２名評価者の判定が合致した542エッセイを集

めた実験（テスト80、訓練462、分類クラス2）で、属性（Feature）として単語、フレーズ、共起語別

に実験を行ったところ、どの属性の下でもベルヌーイモデルが多項モデルに比べて顕著に優位である



－36－ 

ことが確認された。正解率は最良で80％程度。 

以上、駆け足でAESの主要なアプローチを紹介した。最後に各システムの特徴を比較した表を載せ

る。出典は、Dikli（2006）である。表の内容は、自明であろう。 
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2.5.4 教育コンテンツとアノテーション 

現在、デジタル技術やコンピュータネットワークを使った教育支援技術に関する様々な研究が行わ

れている
[1]
。多くの研究は、学習者が高度なマルチメディアを用いて分かりやすく構成されたデジタ

ル教材に、インターネットを介してアクセスし学習することにより、知識を獲得させることを目標と

しているが、教材の理解度が思ったほど上がらないという問題点が認識されつつある
[2]
。これは、教

師から学習者への一方向の知識伝達を想定した、いわば教育効率の量的な向上を目的としているため

だと考えられる。しかし、近年は、教師と学習者の関係を、学習共同体を構成するパートナーと考え、

両者が対話的、かつ強調的に「学びの場」を作り上げることで、教育における質的な向上を狙う研究

が増えてきた。 

本節では、教育コンテンツに対してメタ情報を付与することで、「学習の場」を作り上げる研究の

いくつかを紹介する。 

田野ら
[3]
は、コンピュータ画面上に提示されたデジタル教材は、自由にメモ書きしたり下線を引い

たりができないことから、熟読が困難なため、学習者の理解が妨げられていると指摘している。田野

らは、動的、かつ対話的な性質を持つデジタル情報に対して、自由に、自然に手書きでアノテーショ

ンを付与し、活用できるようなシステムを提案し、学習者の評価を通して、デジタル教材において、

どの程度、動的な情報を利用すべきかを明らかにしている。田野らのシステムは、メモ書きから清書

までの多くの状況を行える広範な用途に対応できることをコンセプトとしており、「シームレスなメモ

書きと清書のトラバース」、「ペン先中心オペレーション」、「計算機的処理での支援」の三つから構成

されており、評価では、インターネットに公開されている教育用シミュレータである、おもりの衝突

上に自由にアノテーションを書きながら試行錯誤することにより、受講者の理解が深まることを検証

している。また、理解促進に効果的な動的情報を調査するために、認知実験を通して、人間は、聴覚

より視覚情報の方が認知しやすく、また複数の情報の同時提示においても聴覚より視覚情報を含む方

が多くの情報が獲得できることを実証している。更には、手書きアノテーションの有効性を検証する

ために、メモを取る際に、手書きとキーボードを比較した実験結果も提示している。具体的には、メ

モを取るスピードとメモの正確さ・十分さ、メモを取る作業自体の認知的負荷について定量的実験を

繰り返し、キーボードは手書きに比べ、認知的な負荷が大きく、頭の中に浮かんだアイデアを失った

り、授業の内容を聞き逃したりする可能性を明らかにし、手書きでアノテーション付与の必要性を強

調している。 

伊藤ら
[4]
は、学習者が中心になって教育コンテンツに理解や検索のキーとなる情報を付加し、概念

の蓄積、検索、比較吟味を視覚的に行えるシステムを提案している。伊藤らのシステムでは、個人の

知識概念を資格化することで、情報の関連性や共通点を明確化でき、因果関係などの深層表現の理解

を目的としている。伊藤らのシステムの特徴は、従来のシステム
[5]
のように、学習者本人に、知識の
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関連性を定義させることは困難であることから、学習者側のタスクを最小限度に抑えた点にある。具

体的には、予めいくつかの教材のキーワードを登録しておき、キーワード同士の関連性をMap形式で

可視化し、学習者が、Mapからそのキーワードに関連したテキストを探索していく中で、知識の一般

性や法則性に気付くことを特徴としている。更に、伊藤らは、システムを利用して、グループ間で書

く学習者の知識獲得のプロセスや理解の傾向を共有化することで、発送の相互理解をうながし、教師

が授業内容にフィードバックできる授業支援の方法を提案している。 

竹内ら
[6]
は、学習者に柔軟に適応する学習の場の必要性を述べており、学習コンテンツを再利用可

能な形で部品化するためにコンテンツへのアノテーション付与を提案している。竹内らによると、学

習コンテンツを再利用可能な形で部品化することによって、学習者が自身の知識レベルに合わせてコ

ンテンツを再構築することができ、個人の学習支援が可能になると同時に、部品を介したコミュニケ

ーションにより強調的学習の支援にも繋がると述べている。学習コンテンツへのアノテーション付与

実現に向けた課題として、再利用性のあるアノテーションの基準化、アノテーションの動的支援の２

点が研究課題であると述べている。 

 

[引用文献] 

[1] 長尾 確：アノテーションに基づくデジタルコンテンツの高度利用，情報処理，Vol42，No.7-8，

2001. 

[2] 文部科学省：平成15年度学校におけるコンピュータ利用の実態などに関する調査報告書，2004. 

[3] http://risuka.ei.tohoku.ac.jp/rsroot/itiran/d219.htm 

[4] 石丸 豊，石原 正樹，高崎 晃一，掛川 淳一，藤井雅弘，伊丹 誠，伊藤 紘二：リソースへのア

ノテーションに基づく概念関連マップを用いた知識形成支援，教育システム情報学会第５回研究

会，2004． 

[5] 舟生日出男，アノテーションによるリソースの概念的可視化に基づいた知識形成の支援：東京理

科大学基礎工学部電子応用工学科卒業論文，2002 

[6] http://www.watanabe.nuie.nagoya-u.ac.jp/~kojiri/wakate/papers/takeuchi.pdf 

（大森久美子） 
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2.6 作業研究 

 

2.6.1 概要 

本年度は，本委員会の橋田が提唱するセマンティックオーサリング技術を用いて、ビデオコンテン

ツの構造化方式に関する検討およびプロトタイプシステムの実装を行ったので報告する。セマンティ

ックオーサリングとは、文や文間の関係をラベルとする有向グラフとしてコンテンツを生成する行為

をいう。また、それにより生成されたコンテンツを知的コンテンツと呼ぶ
[1]
。セマンティックオーサ

リングでは、伝えたい内容の論理構造を保存するので、人間と計算機の双方にとってコンテンツが分

かりやすい。 

セマンティックオーサリング技術の応用として、これまでに情報の要約や検索、アノテーションと

いったテキスト処理分野を中心に研究が行なわれてきた。転記テキストと画像によりショットを表現

することで、ビデオコンテンツを対象とする。これをセマンティックビデオオーサリングと呼ぶ。 

 

2.6.2 データ構造化 

セマンティックオーサリングでは、コンテンツ作成の段階で構造化されるので、そのコストは問題

にならない。しかし、映像の構造化はシーン単位での分割にとどめ、そこから他のショットとの談話

構造を考慮してグラフを作り上げるのが妥当であると判断した。図2.6.2-1にセマンティックエディタ

と呼ばれる専用エディタを用いて構造化した例を示す。ショット間に付与する関係は、ISO／TC37／

SC4／TDG3で策定中の談話関係に関する関係セット（約50種類）を用いた。談話構造では分割され

た個々のショットの互いの関係を結びつけていくので、ショット単体では自明でなかった情報を得ら

れる可能性もあり、コンテンツの価値を高められると考えられる。実際にグラフ構造化を施したニュ

ース動画からダイジェストを自動的に作成する方式も提案している
[2]
。さらに本委員会では、国立情

報学研究所（NII）より提供されている評価用ビデオコンテンツ
[3]
の中から日本伝統工芸のドキュメン

タリー映像をリソースに選び上記の方針に従い構造化作業を行った。 
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図2.6.2-1 セマンティックエディタを用いたビデオコンテンツの構造化例 

 

2.6.3 プロトタイプ 

本年度はコンテンツの高度利用方式として、対話的視聴と流し見視聴機能を実現するプロトタイプ

をWebアプリケーションとして実装した。対話的視聴とは、従来のように視聴者がただ一方的に受け

身の姿勢でテレビを見るのではなく、利用者に何らかのアクションを起こさせショットを選択させる

方式である。一方、流し見視聴とは利用者は特に操作の必要はなく、次々と関連するショットを自動

的に順次閲覧していく方式である。  

表示方法は、ユーザの利用目的に応じた二通りを用意した。一つは自分の見たいシーン映像を探す

ためのブラウズ専用インタフェース（ブラウズモード）と、視聴専用のインタフェース（視聴モード）

である。 
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ブラウズモード              視聴モード 

図2.6.3-1 プロトタイプシステムのスクリーンショット 

 

ブラウズモードでは、ビデオ全体の構成に基づきショット群が階層化され表示される。ユーザが目

的のシーン映像を選出した後には、視聴時専用のインタフェースに自動的に切り替わる。視聴モード

では、ページ中央にビデオを表示し、スクリーンの周りをリンクラベルのボタンタイルで囲まれてい

る。リンクの表示はラベルのみにしており、リンク先のショットの詳細までは表示していない。映像

の視聴時は殆どがその映像コンテンツのみに注意を向けていると考えられ、広範囲に付与情報を提示

することは逆効果になる恐れがあるからである。よってユーザが映像を視聴している間に注視点を移

動させる情報表現は極力最小限に抑えるのが好ましいと判断したためである。 

これにより利用者は、純粋に今見ているコンテンツを楽しむだけでなく、視聴中のショットに関連

する新たなコンテンツを探ることができる。関連するリンクのショットを随時表示することで、利用

者は新しい発見を体験する機会が与えられる。 

再生が開始されると、映像スクリーンの周りのボタンタイルの幾つかがリンクの有無に応じて白あ

るいは青く点灯する。白のボタンタイルは、現在再生中のショットに他のショットへのリンクが存在

することを示す。青のボタンタイルは次に再生される予定のリンクを指す。その際、白く点灯してい

るボタンタイルを選択することで遷移するリンク先の変更が可能である。現在青く点灯しているボタ

ンタイルは白に戻り、選択されたタイルが青く変化する。ルートの変更が行われたことが瞬時に把握

できる。 

 

2.6.4 まとめ 

大量に流通・蓄積されるビデオコンテンツを効果的に活用するため、セマンティックビデオオーサ

リングによる構造化データを用いたプロトタイプを実装した。今後は利用者の嗜好や閲覧履歴に応じ

て最適なコンテンツを提供する仕組みについて検討を進める予定である。 

（伊藤一成） 
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2.7 ヒアリング：意味記述の相互運用性と言語資源・オントロジー 

 

2.7.1 はじめに：意味記述の相互運用性 

Web上のリソースに機械処理可能な意味記述を与えることにより、さまざまな知的なサービス機能

を実現しようとするセマンティックWebが注目を浴びている。セマンティックWebのような分散的な

環境においては、リソースに与えられる意味記述をその利用者（人間、あるいは、エージェント）が

同じような意味に理解できるという相互運用性（interoperability）が重要なポイントである。相互運

用性の確保のためには、意味記述に現れうる事物やそれらの間に成立する関係の体系が形式的に規定

され、共有されている必要がある。 

 

2.7.2 言語資源とオントロジー 

このような対象世界における事物に関する概念の規定をオントロジーと呼ぶ。オントロジーの定義

にはさまざまなものがあるが、「概念化の明示的な規約」(対象の世界において存在する概念とそれら

の間の関係を明示的に規定する）という（Grueber,1993）による定義がしばしば参照される。対象世

界として特定の領域が想定されている場合、これに閉じた範囲に関するオントロジーはドメインオン

トロジーと呼ばれるのに対し、各領域にわたって共通的な概念を規定するオントロジーは上位オント

ロジーと呼ばれ、両者は区別して議論されることが多い。 

さて、概念・概念間の関係をオントロジーとして明示的に規定する、あるいは、得られたオントロ

ジーを利用する場合において、少なくとも人間の利用者においては概念を指示する言語（語彙）との

対応関係を無視することができない。すなわち、ある概念を説明するためには、言語を用いるのが最

も通常の手段である。ここに語彙に関する言語資源とオントロジーとの明示的な接点が存在する。武

田（2004）は上位オントロジーを、常識オントロジー、語彙に基づくオントロジー、形式オントロジ

ーの３つに分類しているが、語彙に基づくオントロジーの例としてあげられているWordNet（Fellbaum, 

1998）やEDR電子化辞書（NICT, 2003）は、一般には語彙知識に関する言語資源として認識されて

いる。一方で、語彙知識に関する言語資源において語の持つ意味（語義）をどのように規定するかと

いう点に関して、語義は概念（概念体系におけるあるポイント）へのポインタであるという考え方

（Hirst, 2004）がある。すわなち、語の意味は背景に存在することが仮定される概念体系によって定

義されるという捉え方である。このような言語と概念に関する相互参照的な関係は、両者の間の密接

な関係によるものである。 

以下では語彙に基づくオントロジーを言語的オントロジーとよぶ。一方、常識オントロジー、形式

オントロジーの二つを合わせて一般オントロジーとよぶことがある。 
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2.7.3 オントロジーの連携に関する研究動向 

それ自身がオントロジーと称しているかは別として、オントロジーとして分類される多くの体系が

すでに提案されている。一般オントロジーに分類されるオントロジーは全体の概念の体系化の仕方や

形式化の方法論によって細分類されるであろうし、言語的オントロジーにおいては、まずは対象とす

る言語によって分類されることになる。相互運用性の観点からは、すべての要素を統合するような唯

一のオントロジー体系が存在することが理想的であるが、そのようなオントロジー体系を構築し、利

用者の共通理解を得ることはとうてい不可能と考えられる。そこで、すでに開発されたオントロジー

を必要に応じて連携させて利用するということが不可欠となってくる。 

複数のオントロジーの組み合わせ方は、以下のように分類できる（Noy, 2003）。 

マージ：オントロジー体系Aとオントロジー体系Bをマージして新たにオントロジー体系Cを得る 

対応付け（マッピング、アライメント）：オントロジー体系A、Bにおける要素間の対応関係の集合

を得る 

オントロジー体系の全体をマージすることには多くの困難があるため、対応付けによる組み合わせ

を行うのがより現実的である。以下ではマッピングによるオントロジーの組み合わせ方を中心に、関

連する代表的な研究事例を紹介する。 

 

  言語的オントロジーへの／言語オントロジー間のマッピング 

Princeton大学によって開発されたWordNetは、もっとも良く知られている言語的オントロジー

である。人間用の辞書や計算機用の概念辞書をWordNet（半）自動的に対応付けようとする研究

が数多く行われているが、多くのものは英語以外の言語の言語資源との対応付けを扱っている

（(Asanoma，2001)、（Changhua，2002)、(Cho，2004）、(荻野，2007）、(砂岡，2007)など)。

対応付けを行おうとするオントロジーの言語が異なる場合、なんらかの方法で言語間の対応付け

が必要となる。多くの研究においては対訳辞書を利用しているが、バックグラウンドコーパスを

併用した研究（Carpuat，2007）も報告されている。 

なお、異なる言語の言語的オントロジーの対応付けを行う際には、いかにして語義・語彙概念

間の対応関係を見つけるかという問題だけでなく、相手の言語において概念に相当する語彙が存

在しない（語彙化されない）という語彙ギャップ（lexical gap）の問題（Janssen，2004）に対処

する必要がある。語彙ギャップが存在する場合は、相手言語において対応する概念が複合表現

（multi word expression）や句などの語彙の範囲をこえる言語表現を用いて指定される（あるいは

説明されるため、言語表現間の対応関係の規定の仕方を定めておく必要がある。言語をまたがる

語彙的・概念的な関係を記述するための体系を定めることは、今後のひとつの重要な研究課題で

ある。 
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  多言語の言語的オントロジーの構築 

三つの言語以上の多言語間の言語的オントロジーのマッピングにおいては、言語ペアの組み合

わせごとに対応関係を求めるか、それぞれの言語からある共通的な言語へマッピングするかのい

ずれかの方法論をとらなければならない。機械翻訳方式とのアナロジーでいえば、前者がトラン

スファ方式、後者がピボット方式に対応する。 

後者のアプローチの代表例として、ヨーロッパの８言語を対象とするEuroWordNet（Vossen, 

2002）がある。EuroWordNetの基本的な構造を図１に示す。各国語のwordnetにおけるノード

（synset）は、ILI（InterLingual Index）と呼ばれる共通的な領域におけるエントリーへと対応付

けられる。すなわち、各国語の語彙概念間の対応は、このILIを仲介することにより与えられる。

このような構造によれば、各国語における語彙概念の体系を尊重しつつ相互の対応付けが可能と

いう利点があるが、ILIにおける概念の粒度によって言語間の対応付けが制限されるという問題も

ある。EuroWordNetにおけるILIはWordNet1.5のsynsetをフラットに並べたリストであり構造を

もっていないが、ILIの各エントリーは別途、言語に依存しない構造（ドメインオントロジーとト

ップオントロジー）におけるノードと対応付けられる。なお、EuroWordNetにおけるトップオン

トロジ（上位オントロジー）はEwnTOと称され、各国語のwordnetにおける基本概念（base 

concepts）をマージしたものをLyons（1977）のentity-orderに準拠して整理することにより構成

したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.7.3-1 EuroWordNetの構造（Vossen（2003）より転載） 
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このほか、多言語の言語的オントロジーとして、やはりヨーロッパの諸言語を対象としたSIMPLE

がある（Lenci，2000）。SIMPLEでは、上位下位、全体部分、反意といった古典的な語彙概念関係だ

けでなく、Generative Lexiconにおけるqualia structureの考え方（Pustejovsky，1995）に基づいてオン

トロジーを構成している。 

 

  言語的オントロジーと一般オントロジーのマッピング 

一般オントロジーに分類されるいくつかのオントロジーのなかで、近年とくに注目を浴びてい

るものにSUMO（Suggested Upper Merged Ontology）（Niles，2001）と呼ばれるオントロジーが

ある。SUMOは、IEEE Standard Upper Ontology Working Groupによりいくつかの既存のオント

ロジーをマージすることにより構築されたオントロジーであり、(武田，2004)によれば常識オン

トロジーに分類される。Nile（2003）は、WordNetの名詞概念体系のSUMOへのマッピングにつ

いて報告している。WordNetにおけるノード（synset）をSUMOのノードへ手作業で対応付けて

いるが、その際の対応付けの関係として、synonymy（WordNetのsynsetと同等の概念がSUMOに

存在）、hypernymy（synsetの上位概念がSUMOに存在）、instantiation（synsetで指示されるものが

SUMOのある概念クラスのインスタンスになっている）の３つを設けている。 

このほか、WordNetと一般オントロジーとのマッピングの事例として、DOLCEと呼ばれる形

式オントロジーとのマッピングを扱った研究がある（Guarino，2003)。DOLCEは形式的な厳密

性を保ったオントロジーであるとされ、このマッピングによりWordNetを概念的により厳密に補

強することができるとしている。 

 

  一般オントロジー間のマッピング 

一般オントロジー間のマッピングは、データベース分野におけるスキーマ統合との関連で議論

されることが多い。概念名やラベルに関する言語的な類似性、クラス定義の類似性、所属するイ

ンスタンスの共通性などのノード間の類似性を手がかりとするほか、概念体系のグラフ構造を加

味して、対応する異なるオントロジーにおいて対応するノードを求める（Noy，2003）。Similarity 

Flooding（Melnik，2002）とよばれる手法においては、対応関係にある体系A、Bのノードの近傍

に存在するノードもやはり対応している可能性が高いという仮定の基に、ノード間の類似度を繰

り返し計算により求める。繰り返し計算においては、ノードの近傍におけるグラフ構造の類似性

が考慮される。 
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2.7.4 おわりに 

言語と概念をつなぐ知識構造としての概念辞書、あるいは、言語的オントロジーの重要性はかねて

より指摘されてきたことであるが、セマンティックWebに象徴されるグローバルな分散環境において

は、意味記述の相互運用性の重要性がましており、各国語の言語的オントロジーをつなぐことや、こ

れを連携のコアとして一般オントロジーと接続することがますます重要になると考えられる。このよ

うな背景のもと、Global WordNet Grid2とよばれる、EuroWordNetの後継ともとらえることができる

活動が始まっている。ここでは、各国語のwordnetをWordNetおよびSUMOと対応付けることにより、

言語的オントロジーのグリッドを構築することを目的としている。 
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2.8 おわりに 

ブロードバンドインターネットやデジタル放送の普及に伴い、映像コンテンツ等の産業において新

たなビジネスモデルへの要請が強まりつつある。マルチモーダルコンテンツ技術専門委員会では、そ

のビジネスモデルの基盤となる技術の探究を促進すべく、意味的な構造を明示する仕方での映像コン

テンツ等の制作の方法や、それに関連するサービスの技術に関する調査研究、および国際標準化活動

への貢献等を行なっている。平成18年度には、動画の構造化、映像検索やマルチメディアブログとい

った市場の動向、情報可視化やeラーニング等の利用技術、言語オントロジーに関する研究の動向等に

関して調査した。また、引き続き映像要約についての研究作業を進めつつ、ISOにおける言語資源管

理に関する国際標準化活動にも参画した。 

 当委員会は、来年度以降も継続的に下記のような調査研究テーマに取り組む予定である。 

ソフトウェアとコンテンツの試作：意味構造を明示した映像等のコンテンツおよびそのようなコ

ンテンツを作成し高度利用するためのソフトウェアを試作し、コンテンツサービスにおける知識

情報処理技術の利用可能性を探るとともに、その成果をISO／TC37／SC4等における言語資源の

標準化活動に反映させる。 

技術動向調査：オントロジー、セマンティックWeb、メタデータ、マルチモーダル対話などの関

連技術の動向について調査する。 

市場動向調査：映像等のコンテンツが市場で流通する際の著作権管理やビジネスモデルについて

調査し、その動向と知識情報処理技術との関連について検討する。 

利活用技術の調査：映像等のコンテンツにまつわる意味処理技術の応用に関して、eラーニングや

マルチモーダル対話等の観点から調査する。 

この他に、活動を本格化しつつある特定非営利活動法人言語資源協会（GSK）との連携を強化し、

映像を含む言語資源のGSKによる配布を支援することを通じて、マルチモーダルコンテンツ技術の普

及ならびにそれに基づくビジネスモデルの創出を促進したい。 

（橋田浩一） 
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３．言語資源 

 

3.1 はじめに 

 

今年度活動は昨年度に引続き、言語資源を中心とする自然言語処理技術の応用に関する調査活動と

広報活動を推進した。 

まず言語情報ポータルにおいては、言語情報処理用語集、講義資料リンク集などの情報や、言語資

源・ツールのカタログ、関連プロジェクト・研究機関・学会等の情報を掲載するほか、関連する製品

の紹介や新刊書籍の紹介も掲載している。 

また会議開催に関する情報やコラムは多くの自然言語処理研究者に興味を持って受け入れられて

いる。 

本委員会の中心課題の一つである言語資源に直結する調査活動として、言語コーパスにおける著作

権に関する調査を行った。ここでは、社会的、法的側面から利用可能な範囲を検討するため、実際の

コーパスの利用状況と著作権関連の過去の判例について調査するという方針のもと、著作権関連の団

体とセミナーの開催について調査を行った。この結果、６つの団体をリストアップした。これらにつ

いては調査を継続する予定である。 

また、言語処理に携わる国内の研究者がどのような言語資源を必要としているかを調べるためのア

ンケート調査を行った。回答者数は十分に多くはなかったものの、国内の言語処理研究者の言語資源

に対するニーズが多少なりとも明らかになった。このデータを元に、次年度以降における言語資源の

調査・収集・公開に関する活動を進めていく予定である。 

本専門委員会では、企業内の調査では実施しにくいような将来の応用技術に関する長期的な視点で

のユーザニーズ調査を2002年度から継続して実施している。 

2003年度以降の調査では、2002年度の調査結果をもとに選定した６種類のユーザシナリオに関する

ニーズを深く調査するという方針で調査を行っている。今年度は、従来の調査で使用したアンケート

シートの質問ツリーを見直したうえで継続調査を行った。また、2004年度から2006年までの調査結果

をまとめて言語処理学会に発表し、本専門委員会の活動成果の活用を図るとともに、学会参加者の意

見も参考にして今後の調査方針を検討することとした。 

さらに、今年度は海外調査として、本専門委員会の委員２名を11月に上海で行われた第６回日中自

然言語処理共同研究促進会議に派遣し、招待講演、一般講演、施設見学について、調査報告した。 
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3.2 言語情報処理ポータル 

 

3.2.1 ポータルサイト概要 

言語情報処理ポータル（http://nlp.kuee.kyoto-u.ac.jp/NLP_Portal/)(図3.2.1-1）の運営を行った。言

語情報処理ポータルは、言語情報処理に関するさまざまな情報を集約したポータルサイトで、2002年

夏より公開している。担当委員が運営方針の策定と基本的なコンテンツ作成を行っている。 

2007年２月時点で、次のような内容を掲載している。 

会議案内 

製品ニュース 

新刊案内 

コラム 

言語情報処理 用語集 

講義資料リンク集 

論文データベースリンク集 

人材募集  

言語資源カタログ  

プロジェクト・研究機関・学会等 

世界の言語イニシアティブの紹介 

上記のうち、会議案内、製品ニュース、コラムは定期的に更新を続けている。その他のコンテンツ

についても掲載するべき情報を見つけ次第迅速に対応している。このように当サイトは言語情報処理

に関連する情報を網羅的・総合的に提供しており、当該分野および関連分野の研究者、開発者、学生

などから好評を得ている。今年度は更新作業が中心であったが、安定して月平均5000件程度のアクセ

スがあり、定期的にアクセスしている閲覧者が多いことが確認できる（図3.2.1-2）。ページ別のアク

セス数の比率は、2005年（図3.2.1-3）、2006年（図3.2.1-4）共にトップページ（会議案内、コラム、

製品ニュース、新刊案内）が50％程度を占め、会議案内やコラムなどを定期的にチェックする目的で

ポータルを利用する人が多いようである。次にアクセスが多いページは、用語集のページで、当該分

野の研究者が用語を調べる目的でポータルを利用している閲覧者も多いことが確認できる。 

来年度のポータルの活動としては、閲覧者の多いトップページの情報の更新作業を継続することと

併せて、用語集で未定義の用語の説明を充実させる予定である。 
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図 3.2.1 1 言語情報処理ポータルサイト 

  

  

図3.2.1-1 言語情報処理ポータルサイト 
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図3.2.1-2 月別アクセス状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.1-3 ページ別のアクセス数の比率(2005年) 
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図3.2.1-4 ページ別のアクセス件数の比率(2006年) 

 

3.2.2 言語コーパスにおける著作権に関する調査 

近年、自然言語処理分野では大規模コーパスを用いた手法が主流となっている。その要因としては、

コンピュータの処理速度の向上と記憶容量の増大に伴い、電子化された大規模な文書を高速に処理す

ることが可能となったこと、また、インターネットの普及に伴い、大量の電子化文書の入手が可能と

なったことがあげられる。 

コーパスを用いた手法は、音声認識・合成や機械翻訳、テキストマイニングを始めとする言語処理

の様々な分野で活用されており、今後もコーパスに対する需要は拡大していくものと考えられる。 

こうした需要から、新聞社、出版社から、新聞、書籍、辞典などが言語資源データベースとして販

売されており、入手が可能となっている。このように、ある程度、権利者が一括管理され、権利処理

が比較的容易なコーパスについては、流通環境が整備されつつある。一方、インターネット上の掲示

板、blog、電子メールなどは権利者が多岐にわたり権利処理が困難なため、容易に利用できない状況

にある。 

このような背景から、自然言語処理の研究、製品開発におけるコーパスの利用・流通の促進を目指

し、コーパスと著作権に関する諸問題についての調査活動を行ってきた。2003年度は、コーパス保有

者や提供者の考え方を中心に調査を行った。また、2004年度は、不特定多数の権利者との包括的な権

利処理の枠組みを目指した既存のライセンスの調査とコーパス収集および配布時に満たすべきライセ

ンス条項について検討を行った。さらに、2005年度は、言語資源の流通を目的とした不特定多数との

個別権利処理のコーパスへの適用とコーパスを利用する際の法的、社会的な問題についてヒアリング

調査を行った。 

これらの調査を踏まえ、今年度は、社会的、法的側面から利用可能な範囲を検討するため、実際の

その他
24%

日本の言語資源・ツー
ルのカタログ

5%
言語情報処理 用語集

21%

言語情報処理
用語集 登録候補

受付ページ
3%

トップページ
(会議案内、コラム、製

品ニュース、
新刊案内)

43%コラム 過去ログ
4%
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コーパスの利用状況と著作権関連の過去の判例について調査するという方針のもと、著作権関連の団

体とセミナーの開催について調査を行った。この結果、６つの団体をリストアップした。 

 日本著作権学会 

 URL 

http://www.copyright.or.jp/index.htm 

 窓口 

日本著作権学会事務局 

住所：〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬860 

   武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部木川研究室気付 

 活動 

研究部会による研究会の開催 

http://www.copyright.or.jp/kenkyu2.html 

著作権会計研究部会 

著作権リスクマネジメント研究部会 

著作隣接権研究部会 

著作権管理・流通研究部会 

著作権法務研究部会 

著作権総合研究部会 

 セミナー 

開催予定なし 

 

 コンピュータソフトウエア著作権協会 

 URL 

http://www2.accsjp.or.jp/ 

 窓口 

住所：〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18 友成フォーサイトビル5F 

TEL：03-5976-5175 

 活動 

・ 著作権侵害事件の紹介 

 http://www2.accsjp.or.jp/news/news.html 

・ セミナーの開催 

 http://www2.accsjp.or.jp/seminar/seminar.html 
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・ 講師の派遣 

 http://www2.accsjp.or.jp/haken/haken.html 

・ 書籍の発行 

 https://www2.accsjp.or.jp/books/books.html 

・ ソフトウェア管理のすすめ 

 https://www2.accsjp.or.jp/~sam/ 

 セミナー 

知的財産権基礎セミナー 

http://www2.accsjp.or.jp/seminar/seminar.html 

 

 文化庁 

 URL 

http://www.bunka.go.jp/index.html 

 窓口 

文化庁長官官房著作権課著作権教育係 管理係 

住所：〒100－8959 東京都千代田区丸の内2-5-1 

TEL：03-5253-4111（内線2847） 

E-mail：ckyouiku@bunka.go.jp 

 活動 

・ 著作権者不明などの場合の裁定精度 

 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html 

・ 著作権契約書作成支援システム 

 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-system/index.asp 

・ 誰にでもできる著作権契約マニュアル 

 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/keiyaku_manual/index.html 

 セミナー 

平成18年度著作権セミナー 

 

 著作権情報センター 

 URL 

http://www.cric.or.jp/ 
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 窓口 

住所：〒163-1411東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー11F 

TEL：03-5353-6921 FAX：03-5353-6920 

 活動 

・ 著作権相談室の「著作権テレホンガイド」 

 http://www.cric.or.jp/office/soudan.html 

・ 著作権Q＆Aの作成と配布 

 『マルチメディアと著作権』【青山学院大学 前学長 半田正夫 著】など 

 http://www.cric.or.jp/qa/pdf/multimedia06.pdf 

・ 著作権文献・資料検索 

 http://www.cric.or.jp/reference_db/main/index.html 

・ 著作権審議会の報告書閲覧 

 http://www.cric.or.jp/houkoku/s60_9/s60_9.html 

 http://www.cric.or.jp/houkoku/houkoku.html 

 セミナー 

著作権研究会、関東地区著作権研修講座 

 

 独立行政法人メディア教育開発センター 

 URL 

http://www.nime.ac.jp/ 

 窓口 

独立行政法人メディア教育開発センター ICT活用教育推進課研修部門 

TEL：043-298-3107,3110 

E-mail：it-semi@nime.ac.jp 

 活動 

著作権への対応 

http://www.nime.ac.jp/activity/032.html 

 セミナー 

教育著作権セミナー 

http://www.nime.ac.jp/KENSYU/kensyu_h18/008-01/resume.html 
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 (財)ソフトウェア情報センター（SOFTIC） 

 URL 

http://www.softic.or.jp/ 

 窓口 

「入門講座」係 

住所：〒105-0001 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F 

TEL：03-3437-3071 FAX：03-3437-3398 

E-mail：nyumon@softic.or.jp 

 活動 

ソフトウェア等の権利保護に関する調査研究、プログラム著作物登録、セミナーの開催など 

 セミナー 

ソフトウェアの知的財産権入門講座 

 

今後の課題としては、リストアップされた著作権関連の団体が主催するセミナーへの参加やヒアリ

ング、文献調査等により現時点で社会的、法的側面から利用可能な範囲の調査分析を行い、コーパス

利用者に対してレファレンスとなる情報を提供したいと考えている。 

 

引用・参考文献 

日本著作権学会 

 http://www.copyright.or.jp/index.htm 

コンピュータソフトウエア著作権協会 

 http://www2.accsjp.or.jp/ 

文化庁 

 http://www.bunka.go.jp/index.html 

著作権情報センター 

 http://www.cric.or.jp/ 

独立行政法人メディア教育開発センター 

 http://www.nime.ac.jp/ 

(財)ソフトウェア情報センター（SOFTIC） 

 http://www.softic.or.jp/ 
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3.2.3 言語資源アンケート 

本専門委員会では、言語資源協会（GSK）と連携して、新たな言語資源の発掘や流通を促進する活

動を行うことを検討している。GSKは、言語資源保有者と言語資源利用者の双方にとって意義・メリ

ットのある言語資源の流通の仕組み・サービスの提供を推進する特定非営利活動法人である。そのた

めの予備調査として、言語処理の研究に携わる研究者を対象に、現在どのような言語資源を必要とし

ているか、どのような言語資源を手に入れたいと思っているかを調査するアンケートを実施した。ア

ンケートはウェブのフォームに記入する形式で行った。回答者の方々には、現在手に入れたいと思っ

ている言語資源、言語資源の使用目的、必要とする言語資源の規模などを回答していただいた。約20

日間にわたってアンケート調査を実施した結果、61名の方から回答が得られた。その結果から、国内

の言語処理研究者の言語資源に対するニーズが多少なりとも明らかになった。本アンケートの詳細に

ついては3.3節で報告する。 

 

3.2.4 応用アンケート 

従来の自然言語処理技術関連の研究開発は長期的視野にたつものが多く、研究開発の目標が技術シ

ーズからの発想に偏りがちであり、ユーザニーズに即した技術開発がやや軽視されているきらいがあ

る。自然言語処理関連の製品を開発または販売している企業では、それぞれの独自調査を実施してい

るはずであるが、これらの調査結果は各企業がもつ貴重なノウハウであり、公開・共有される性質の

データではないため、入手は困難である。そこで、本委員会では産学共同での活動という特徴を活か

し、企業内の調査では実施しにくいような、将来の応用技術に関する長期的な視点でのユーザニーズ

調査を2002年度から継続して実施している。コスト、実現性などにとらわれない自由な発想で設定し

た設問によるアンケート調査を行い、特定の製品群や技術に偏らない汎用的な調査データとし、この

結果を共有することで自然言語処理関連の研究開発における活用を目指している。 

 アンケート内容 

2003年度以降の調査では、2002年度の調査結果をもとに選定した６種類のユーザシナリオ（表 

3.2.4-1）に関するニーズを深く調査するという方針を採っている。2006年度は、2005年度の調査

で使用したアンケートシートの質問ツリーを見直したうえで継続調査を進めることとした。昨年度

と今年度の質問ツリーを図3.2.4-1および図3.2.4-2に示す。今年度は、Q２の「いいえ」からQ４

に分岐するよう変更し、「このような製品があることを知らなかったが、使ってみたい（または使

ってみたくない）」というユーザの声を調査できるようにした。 
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表3.2.4-1 アンケート設問シナリオ一覧 

番号 設問シナリオ 

1 【ペットロボット】飼い主の声を認識し、名前を呼ぶと反応したり、「写真を撮って」「ダ

ンスして」というような要求に答えてくれる。 

2 【デジタル家電】キーワードを登録すると、それに関連する番組を全て録画しておいてく

れるハードディスクビデオレコーダ。 

3 【カーナビ】ドライブで行き先を告げるとそこまでの道順を表示してくれる。途中、「近く

の和風のレストラン」と言うと、もよりの店を探しそこまでの道順を示してくれる。 

4 【携帯電話】携帯電話に向かって「鈴木さん」と言うと、鈴木さんの電話番号にかけてく

れる。 

5 【電訳機】「水を一杯ください」などの会話内容を選択すると対応する英語を発声してくれ

る電訳機が、海外旅行で役に立った。 

6 【テレホンガイド】粗大ゴミを捨てるときの手続きがわからず市役所のテレホンガイドに

電話したら、自動音声応答により手続きの内容を詳しく書いたFAXを送信してもらえた。

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.4-1 昨年度（2005年度）までの応用アンケートの質問ツリー 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.4 2 今年度（2006年度）の応用アンケートの質問ツリー 

 

 アンケート結果 

2004年度から2006年までの全調査を累計した結果を表3.2.4-2から表3.2.4-7に示す。2006年度の

回答数が40件とやや少なかったため、「Q２-いいえ」を選択してQ４を回答した人数は集計対象外

として過去の集計結果に合わせている。表中の各列の合計が100％とならない場合があるのは、無

Ｑ１：このような製品があることを知っていますか？ 

Ｑ２：このような製品を使ったことがありますか？ 

Ｑ３：その印象は？ 

Ｑ４：このような製品を使いたいと思いますか？ 

□はい

□いいえ 

□はい 

□いいえ 

□良い 
□悪い 

□はい 

□いいえ 

Ｑ５：その理由は？（必ずご記入ねがいます） 

Ｑ１：このような製品があることを知っていますか？ 

Ｑ２：このような製品を使ったことがありますか？ 

Ｑ３：その印象は？ 

Ｑ４：このような製品を使いたいと思いますか？ 
□はい

□いいえ 

□はい 

□いいえ 

□良い 
□悪い 

□はい 

□いいえ 

Ｑ５：その理由は？（必ずご記入ねがいます） 
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効回答が含まれているためである。なお、自由回答については分析中であり、後日報告する予定で

ある。 

 

表3.2.4-2 （シナリオ１）ペットロボットの集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y) 17人 [52％] (Q２-Y) 33人 [ 7％] 

(Q３-N) 12人 [36％] 

(Q１-Y) 468人 [69％] 

(Q２-N) 433人 [93％]  

(Q４-Y) 32人 [20％]  (Q１-N) 164人 [24％] 

(Q４-N) 122人 [74％]  

【注】（Qn-Y）はn番目の質問に「はい」と答えた回答者の人数および比率、(Qn-N)は同じく「いい

え」と答えた人数および比率を示す。（以下の表も同様） 

表3.2.4-3 （シナリオ２）デジタル家電の集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y) 65人 [70％] (Q２-Y) 93人 [17％] 

(Q３-N) 23人 [25％] 

(Q１-Y) 549人 [81％] 

(Q２-Y) 451人 [82％]  

(Q４-Y) 38人 [40％]  (Q１-N) 94人 [14％] 

(Q４-N) 51人 [54％]  

表3.2.4-4 （シナリオ３）カーナビの集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y) 50人 [53％] (Q２-Y) 95人 [22％] 

(Q３-N) 40人 [42％] 

(Q１-Y) 424人 [63％] 

(Q２-N) 325人 [77％]  

(Q４-Y) 145人 [66％]  (Q１-N) 219人 [32％] 

(Q４-N) 67人 [31％]  
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表3.2.4-5 （シナリオ４）携帯電話の集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y) 33人 [42％] (Q２-Y) 79人 [31％] 

(Q３-N) 39人 [49％] 

(Q１-Y) 259人 [38％] 

(Q２-N) 178人 [69％]  

(Q４-Y) 102人 [28％]  (Q１-N) 358人 [53％] 

(Q４-N) 243人 [68％]  

表3.2.4-6 （シナリオ５）電訳機の集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y) 13人 [54％] (Q２-Y) 24人 [ 6％] 

(Q３-N) 6人 [25％] 

(Q１-Y) 383人 [57％] 

(Q２-N) 355人 [93％]  

(Q４-Y) 133人 [57％]  (Q１-N) 232人 [34％] 

(Q４-N) 92人 [40％]  

表3.2.4-7 （シナリオ６）テレホンガイドの集計結果 

Q１ Q２／Q４ Q３ 

(Q３-Y)  61人 [54％] (Q２-Y) 112人 [55％] 

(Q３-N)  44人 [39％] 

(Q１-Y) 205人 [30％] 

(Q２-N) 90人 [44％]  

(Q４-Y) 200人 [50％]  (Q１-N) 403人 [60％] 

(Q４-N) 181人 [45％]  

 

 上記の集計結果から次のようなことがわかる。 

・ 各シナリオについて「知っている人(Q１-Y)」は全般に多めだが、「携帯電話(シナリオ４)」およ

び「テレホンガイド(シナリオ６)」では知っている人が半数以下である。 

・ 「テレホンガイド(シナリオ６)」以外では、「知っているが使ったことはない(Q２-N)」という人

が多い。 

・ 「使った結果の印象の良し悪し(Q３-Y／Q３-Y)」については、「デジタル家電(シナリオ２)」の

評価が高く、「携帯電話(シナリオ４)」の評価がやや低い。 

・ 「知らなかったが使ってみたい(Q４-Y)」という人は、「カーナビ(シナリオ３)」に多く、「ペット

ロボット(シナリオ１)」及び「携帯電話(シナリオ４)」で少ない。 
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上記の結果を学会（自然言語処理の応用に関するユーザニーズ調査、言語処理学会第13回年次大会

E3-6、2007-3）で発表する。学会参加者の意見を参考にして、今後の調査の方向性を検討することと

したい。 

（応用グループ 相川勇之） 

 

3.2.5 海外調査 

 第六回日中自然言語処理共同研究促進会議に参加し、自然言語処理分野における技術動向を調査し

た。同会議は、日本と中国の交流と、それによる研究開発の相互発展とを目指し、2001年より毎年開

催されている。今回は、その第６回目にあたり、上海交通大学で開催された。会議は、参加者を制限

したセミクローズドの形式を採っているが、参加者には発表が求められており、日本、中国の自然言

語処理技術の現状を知る上で、密度と質が高いといえる。詳細については、節を改め、第３.４節に述

べる。 
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3.3 言語資源アンケート 

 

言語資源には様々なものがあるが、現時点で多くの研究者に必要とされる言語資源はどのようなも

のであるのか。言語資源に対する研究者のニーズは言語資源に関する重要な基礎データとなる。また、

3.2.3で述べたように、本専門委員会では来年度以降GSKと連携して新たな言語資源の発掘や流通を

促進する活動を行うことを視野に入れている。このとき、研究者たちの要望が大きい言語資源を把握

することは重要である。そこで、言語処理に携わる国内の研究者がどのような言語資源を必要として

いるかを調べるためのアンケートを行った。本節ではその詳細について報告する。 

 

3.3.1 実施方法 

アンケートはGSKと協力して行った。多くの人々の協力を得るため、アンケートの実施者はJEITA

言語資源専門委員会ならびにGSKとし、「アンケートの結果はGSKの今後の言語資源収集・配布活動

の参考とする」という文言を入れてアンケートへの協力を呼びかけた。 

アンケートはウェブ上で行った。すなわち、回答者はアンケート用に設置されたウェブページにア

クセスし、選択肢から回答を選択するかフォームに回答を記述する形式でアンケートに答えた。言語

処理関連の学会、研究会のいくつかのメイリングリストにアンケートを告知し、言語処理関連の研究

者に協力を依頼した。アンケートの実施期間は2007年１月10日から31日までの約20日間である。 

アンケートの回答項目を以下に示す。 

 必要とする言語資源について 

研究者が必要とする言語資源を回答していただいた。コーパスについてはテキストのジャンルと

注釈情報の種類を、辞書についてはその種類をいくつかの選択肢の中から選んでいただいた。ま

た、選択肢以外の言語資源に関する要望は自由記述形式で回答していただいた。 

 言語資源の用途について 

どのような研究に言語資源を生かしたいかを自由記述形式で回答していただいた。 

 言語資源の規模について 

どれくらいの量の言語資源が必要かを自由記述形式で回答していただいた。 

 回答者の情報 

便宜上、氏名、職業、電子メイルアドレスを尋ねた。なお、これらは未記入でもよいとした。す

なわち匿名による回答も受け付けることにした。 

ウェブ上に設置したアンケートの回答ページの概要を図3.3.1-1に示す。  
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言語資源アンケート 記入フォーム 

 必要とする言語資源について 

現在手に入れたいと思っている言語資源を以下のリストからお選びいただくか(複数選択 

可)、自由に記述して下さい。 

 コーパス 

 テキストのジャンル 

(以下は選択肢) 

新聞記事、小説、対訳コーパス、放送原稿（国際ニュースなど）、ウェブ、ブログ、電

子メイル集、音声付きコーパス、映像付きコーパス 

 アノテーション 

(以下は選択肢) 

品詞、構文木あるいは文節の係り受け、語義、文書カテゴリ、評価表現、対訳アライメ

ント、照応、談話構造 

 辞書 

(以下は選択肢) 

単語辞書、格フレーム辞書、対訳辞書、シソーラス、日本語版WordNet 

 その他 

手に入れたい言語資源が上記のリストにない場合は以下の欄に御自由に御記入下さい。上記

のリストのいずれかにマークをつけた場合でも、その言語資源の内容を詳細に書いていただ

いても結構です。 

記入例：新聞記事のうち、製品紹介の記事を集めたコーパスが欲しい。日本語と中国語の対訳

コーパスが欲しい。 

 用途について 

上記に挙げた言語資源をどのような研究に使いたいか、御自由にお書き下さい。 

記入例：統計的解析、対話システムの構築、教育支援 

 言語資源の規模について 

どれくらいの規模の言語資源が必要か、特に希望とする量がありましたらお答え下さい。 

記入例：５万文規模の対訳コーパスが欲しい。5000語程度の動詞に対する格フレーム辞書が欲

しい。 

 回答者の方へ 

(名前、職業、E-mailアドレスを記入する欄を設置) 

図3.3.1-1 ウェブ上に設置した言語資源アンケートの回答ページ 



－66－ 

3.3.2 アンケート結果 

 61名の方から回答をいただいた。以下、アンケート項目毎に結果の概要を述べる。 

 回答者の職業 

 回答者の職業の一覧を表3.3.2-1に示す。大学、企業関係者がそれぞれ約３分の１を占め、比較

的バランスのとれた分布になっている。 

表3.3.2-1 回答者の職業 

 人数 割合 

大学 21 0.34 

企業 21 0.34 

学生 6 0.10 

公的研究機関 5 0.08 

個人研究者 3 0.05 

未回答 6 0.10 

 

 必要とする言語資源 - コーパスのジャンル 

 回答者が必要と感じているコーパスについて、そのテキストのジャンルをいくつかの選択肢の

中から選んでいただいた。表3.3.2-2はそれぞれの選択肢を選んだ回答者数ならびにその全回答者

数に対する割合を示している。対訳コーパスが最も要望が多く、それについで新聞記事、ブログ

などへの要望が多いことがわかった。 

表3.3.2-2 コーパスのジャンルに関するアンケート結果 

 回答者数 割合 

対訳コーパス  31 0.51 

新聞記事  26 0.43 

ブログ 23 0.38 

電子メイル集 21 0.34 

小説  20 0.33 

放送原稿(国際ニュースなど) 20 0.33 

ウェブ  20 0.33 

音声付きコーパス 17 0.28 

映像付きコーパス 11 0.18 
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 必要とする言語資源 - コーパスの注釈情報 

 回答者が必要と感じているコーパスの注釈情報をいくつかの選択肢の中から選んでいただいた。

表3.3.2-3はそれぞれの選択肢を選んだ回答者数ならびにその全回答者数に対する割合を示して

いる。文の構文構造への要望が最も多かった。また、語義、談話構造、対訳アライメントなど、

現状ではあまり整備が進んでいないと思われる注釈情報に対する要望も多いことがわかった。 

表3.3.2-3 コーパスの注釈情報に関するアンケート結果 

 回答者数 割合 

構文木あるいは文節の係り受け 34 0.56 

語義 27 0.44 

談話構造 27 0.44 

対訳アライメント 25 0.41 

文書カテゴリ 23 0.38 

照応 23 0.38 

評価表現 15 0.25 

 

 必要とする言語資源 - 辞書 

 回答者が必要と感じている辞書をいくつかの選択肢の中から選んでいただいた。表3.3.2-4はそ

れぞれの選択肢を選んだ回答者数ならびにその全回答者数に対する割合を示している。日本語版

WordNet、シソーラス、格フレーム辞書は半数以上の人が必要と回答した。シソーラスや格フレ

ーム辞書は現在でも入手可能なものはいくつかあるが、有料のものが多く、もっと手軽に使いた

いと思う研究者も多いようである。 

表3.3.2-4 辞書に関するアンケート結果 

 回答者数 割合 

日本語版WordNet 36 0.59 

シソーラス 35 0.57 

格フレーム辞書 31 0.51 

単語辞書 27 0.44 

対訳辞書 22 0.36 
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 必要とする言語資源 - その他 

回答者が必要と感じる言語資源について自由記述形式で尋ねた。上記で選択した言語資源の詳細

を書くか、あるいは上記の選択肢以外で使用したい言語資源を記入していただいた。その主な内

容を以下に述べる。また、回答者が記入した全ての回答の一覧を3.3.3の付録に示す。 

 対訳コーパス 

自由記述による言語資源の要望では、まず対訳コーパスの多さが目立った。後述の研究用途のと

ころで機械翻訳を挙げた人が多かったことと合わせると、翻訳を研究の対象としている人が多い

ことがうかがえる。対象言語としては、日本語-中国語の希望が３名、英語-日本語が２名、日本

語-フランス語、日本語-韓国語がそれぞれ１名、日本語-中国語-英語のマルチリンガルコーパス

を希望した人が１名であった。その他に以下のような希望があった。 

 各言語がその言語として自然な表現をもつ対訳コーパス 

 用語や表現単位の対応がついたコーパス 

 音素ラベル付きの複数言語の対訳の音声コーパス 

 対話コーパス 

対話コーパスも要望が多かった。対話の内容も様々なものが挙げられていて興味深い。また、い

わゆるシミュレーションではなく自然な対話を収録したコーパスを望む意見も多かった。 

 自然な対話を収録した映像付きコーパス 

 音声付き実対話のコーパス 

 トークショーのスクリプト 

 日本語会話（日常会話、テレビの対談、料理番組、NHK教育放送の教養番組） 

 シミュレーションではない自然談話のコーパス 

 感情のアノテーションを付けた会話のコーパス 

 お見合いタスクの会話 

 倦怠期の夫婦の会話 

 医者による患者へのインフォームドコンセントの会話 

 異分野のエキスパート同士の議論 

 個人情報の問題、著作権の問題がクリアされたコーパス 

電子メイルなど個人情報を含むデータや、小説など著作権の制約があるデータについては、個人

の研究者では権利者に許諾を得る手続きを行いにくい。そこで、使用許諾があらかじめ認められ

ているデータや個人情報が隠蔽されている状態に加工されたデータへの要望が多かった。 

 アンケートの自由記述やブログ 

 電子メイル（社内メイル、私的メイル） 
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 社内文書 

 契約書 

 明治・大正・昭和の有名な文豪の小説 

 語学学習 

語学学習関連の言語資源の要望も多かった。 

 英語の学習者コーパス 

 日本人の英語発音の音声コーパス 

 英語の論文コーパス（nativeならびにnon-nativeによるもの） 

 語学学習教材・問題（例えばTOEIC） 

 辞書 

様々な種類の辞書、シソーラスへの要望が挙げられた。 

 アジア言語に関する資源（単言語コーパス,単言語辞書,対訳コーパス,対訳辞書） 

 様々な専門分野の対訳用語辞書（日英,日中） 

 特殊例を収集した格フレーム辞書 

 現代語訳付きの古語単語辞書 

 5000語レベルの形容詞、副詞の評価情報つきの辞書 

 工業製品分類名及びそのシノニムの辞書とオントロジー 

 抽象化できない語レベルのコロケーション辞書 

 様々な言語の単語共起データ 

 言語資源の用途について 

 言語資源の用途・使用目的を自由記述形式で回答していただいた。２件以上挙げられた用途を

以下に挙げる。また、回答者が記入した全ての回答の一覧を3.3.3の付録に示す。機械翻訳、解析、

検索、対話、教育支援に役立てたいという意見が多かった。 

 機械翻訳 10名 

 自然言語理解(構文・意味解析) 10名 

 情報検索・抽出 ８名 

 統計的解析 ７名 

 対話システム ７名 

 教育支援 ７名 

 辞書・シソーラスの開発 ４名 

 照応解析 ４名 

 談話構造解析 ２名 
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 文法作成 ２名 

 評判分析 ２名 

 文字認識 ２名 

 言語資源の規模について 

必要とする言語資源の規模を自由記述形式で回答していただいた。言語資源の種類毎に必要とす

る言語資源のデータ量を答えることが多かったため、全体の傾向を一言でまとめることは難しい。

コーパスについては、希望するデータ量として、文単位の場合は数万から数100万文、単語単位の

場合は10万から10億語の範囲で回答が挙がった。総じて量は多ければ多いほどよいという意見が

多かった。また、コーパスのドメインや小説の作者のバラエティを豊富に揃えて欲しいという意

見も多かった。辞書やシソーラスについては、回答者から登録語数として５千語から数百万語の

範囲の希望が寄せられた。 

 

3.3.3 付録 回答一覧 

「必要とする言語資源」というアンケート項目に対する自由記述回答の一覧を以下に示す。 

 日本語と中国語の対訳コーパスが欲しい。 

 新聞記事のような偏ったコーパスだけでなく、様々な分野、トピックを含む日本語テキストをラ

ンダムに網羅した「Japanese National Corpus」のような標準コーパスが欲しいと考えています。

また、口語的表現についても標準的なコーパスを共有できると、研究が進むのではないでしょう

か。 

 地域別の人名コーパス・ウェブ上のテキスト（タグ等付加情報を除去した状態のもの） 

 日本語と中国語の対訳コーパスが欲しい。様々な専門分野の対訳用語辞書が欲しい（日英、日中）。 

 自然な対話を収録した映像付きコーパスで、形態素毎にタイムスタンプが付いたもの。店頭での

客と店員のやり取りなど、社会的に応用価値の高い領域が望ましい。 

 明治・大正・昭和の有名な文豪の小説（例えば、夏目漱石、芥川龍之介、三島由紀夫、川端康成

等）のデータ。青空文庫等にある典拠不明なデータではなく、現在、もっとも権威のある全集（例

えば、漱石・芥川なら岩波書店、三島なら新潮社）の本文データの全文（抜き出しではなく）が

必要です。形態素解析がされているのが望ましいですが、生コーパスでもいっこうにかまいませ

ん。普通に個人の資格で出版社と交渉しても著作権問題でとても入手困難ですので、言語研究に

特化した形でGSKのようなところが交渉してくださることを望みます。（注）すぐれた文学作品

の日本語は構造が極めて複雑で、日本語の持つ能力のすべてを駆使して書かれていますので、web

上などにある一般人の書いた日本語と比較して、研究材料として優れている面が多々あります。

また抜き出しコーパスではなく全体として見ることで語用論的な研究の材料となります。 
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 音声付き実対話のコーパス。 

 日本語とフランス語の対訳コーパスが欲しい。語順の違いなどが、一律に取った共起データにど

のくらい影響するか、確かめてみたい。 

 ハリウッド情報 

 ジャンルは問いませんが、書き言葉のコーパス、話し言葉のコーパスというものがあれば、たい

へん助かります。トークショーのスクリプトなど、あらかじめ決められたことを話すものではな

いものが望ましいと思います。 

 複数言語の対訳の音声コーパスで、音素ラベリング付きのもの（Multextに音素ラベリングを付け

たようなもの）。日本人の英語発音の音声コーパスで、音素ラベリングと、流暢さの評価が付いた

もの。 

 韻律、音素のアノテーションが付いた日本語コーパス 

 語の多義性を考慮した辞書が欲しい。 

 新聞、雑誌（女性、男性、大人、ファミリー、旅などできるだけ多くのジャンル）、町中の広告（写

真、カラー、言語すべてを含む）を集めたコーパス。日本語会話（日常会話、テレビの対談、料

理番組、NHK教育放送の教養番組）のコーパス 

 意味・談話構造解析を行ったコーパスが欲しい。１つのレベルでは、EDRコーパスの品質を改善

したものがあるとよい。もう１つ上のレベルでは、照応情報を含む談話構造情報が欲しい（EDR

コーパスは単文レベルの情報しかない）。テキストのジャンルとしては、将来的には（かつてATR

が整備していたような）対話コーパスも有用かと思われる（対話研究用）。格フレーム辞書につい

ては、標準的な用例は意味解析コーパスから抽出できるが、特殊例については人手での整備が必

要と思われる。日本語版WordNetは、オントロジーとして使用できるだけの精密性を持っていな

いなら不要。語義が形式的な意味表現で記述されているなら単語辞書も歓迎する。 

 自然談話のコーパスが欲しい。特に医療面接（問診）場面の、シミュレーションでない言語資源

が欲しいです。シミュレーションだと、どうしてもその設定が会話の中に現れてしまいます。ま

た、談話分析における、発話機能をタグ付けしたものも興味深いと思う。（自然談話のコーパスで）

また通訳（同時、逐次）のコーパスも欲しい。例えば上記、医療面接の場面の日本語コーパスと、

通訳された医療面接のコーパスがあると、通訳者が介入する場合とそうでない場合の談話ステー

ジ等の違いの研究ができます。現在医療面接場面の、シミュレーションでない言語資源はないと

思います。（日本では）その他一般の場面でも、シミュレーションでない言語資源が必要だと思い

ます。 

 電子メイルテキストはプライバシー情報等の扱いが繊細であるので、個人での収集とその利用が

難しい。 
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 現代語訳付きの古語単語辞書 

 どのようなタグでもよいので、新規性のある、機械学習に基づく研究ができる、新しい種類のタ

グが付与されたデータがほしい。5000語レベルの形容詞、副詞の評価情報つきの辞書（良いイメ

ージか悪いイメージかを示したもの）が欲しいです。最近盛んなブログ分析、評判分析にも役立

ち便利と思います。さらに、名詞、動詞、句レベルのものもあるとさらによいです。 

 社内メール、社内文書、契約書、私的メール等で、個人情報が適切に隠蔽されているもの。 

 すべてのコーパスの読み（ふりがな）もほしい。 

 各言語がその言語として自然な表現をもつ対訳コーパスがあればいいと思います。日本語を訳し

たような英語、英語を訳したような日本語ではなく。複数言語で同時に展開される必要のある文

書というと、取説とかでしょうか？ 

 国語辞典のコーパスで、語釈文中の各語に対して語義がつけられている（同じ国語辞典に記載さ

れているどの語義と対応しているかを示した）もの 

 抽象化できない語レベルのコロケーション辞書 

 特定の専門領域に限定したコーパスがほしい。 

 二人からなる対話コーパス、英語のレベル付き学習者コーパス（話しことば、書きことば）、Native 

レベルの良質な英語の論文コーパスおよびNon-nativeの英語の論文コーパス（できれば、研究分

野、Non-nativeに関しては母語や英語のレベルがわかるような情報も） 

 上記の中でも特に音声付きコーパスおよび映像付きコーパスが利用できるとありがたい。対訳コ

ーパスに関しては、英語と日本語の対訳コーパスが利用できるとありがたい。 

 怒りや喜びといった感情のアノテーションを付けた会話のコーパスが欲しい。 

 日本語・中国語・英語３言語対訳コーパスが欲しい。 

 小論文、エッセイとその評点（できれば評価細目ごとの評点も）が欲しい。 

 言語処理システムの開発のためだけでなく、言語処理の精度をなるべく客観的に評価するための

コーパスがなくて苦労しております。 

 アンケートの自由記述やブログなど個人的な文章は手に入れることができても、「個人情報保護」

の観点から使うことは困難であると思う。個人情報の問題がクリアされたこのようなコーパスが

ほしい。・語学学習教材・問題（例えばTOEIC）で電子化されたものがほしい。 

 様々な言語の単語共起データ 

 対訳で、用語や表現単位の対応がついたコーパス 

 １）工業製品分類名、シノニム、と定義、およびその体系（オントロジー）が欲しい。可能なら

英語標準対訳付 ２）属性、定義、表現単位、データ型、原典、可能なら英語標準対訳付 

 ほとんど全てにマークしましたが、その中でも特に日本語-英語、日本語-中国語、日本語-韓国語
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の対訳コーパスが欲しい． 

 できれば、論文以外の書き言葉、講義・研究発表以外の話し言葉を書き落としたもの、などが欲

しい。 

 アジア言語に関する資源。単言語コーパス、単言語辞書、日本語との２言語コーパス、日本語と

の２言語辞書のいずれも希望します。アノテーションのあるなしも問いません。 

 ブログの場合、１つのサイトにいろんな記事が書かれていて、そのジャンル（文書カテゴリ）は

いろいろである。ブログサイトを代表するジャンルと各記事のジャンルの情報が欲しい。特定の

事柄（商品、事件、人物、組織、等）を話題としているブログ記事を集めたものも欲しい。また、

書き方が自由であるため、１文の範囲が曖昧となることがある。文区切りの情報が欲しい。 

 日本語の係り受け構造を反映したコーパスがほしい。たとえば、主格＋連体修飾句＋名詞の構造

で、主格が連体修飾句に含まれているものといないものの実例など。 

 お見合いタスクの音声付き会話コーパス、倦怠期の夫婦の音声付き会話コーパス、医者による患

者へのインフォームドコンセント時の音声付き会話コーパス、異なる分野のエキスパート同士の

議論の音声付き会話コーパス 

 

「言語資源の用途」というアンケート項目に対する自由記述回答の一覧を以下に示す。 

 中国語機械翻訳システムの開発 

 統計的解析 

 統計的解析、対話システムの構築 

 機械翻訳システムの開発 

 対話システムの構築 

 文法研究（日本語の記述的文法書作成） 

 分野対訳辞書構築、分野別単語辞書構築、分野別評価表現辞書構築 

 統計的解析、対話システムの構築 

 意味解析システムの構築 

 単語の共起データをもとにしたグラフクラスタリングにより、様々なレベルの連想や観念連合を

検索できるシステムを構築し、創造的な思考発想支援を行いたい。 

 字幕付与システムの構築 

 キャッシュフローの先読み 

 理論言語学の研究のデータ、理論言語学から応用言語学へ応用を行う際のデータ 

 韻律特徴の研究、教育支援 

 既存の質問応答システム(単言語、言語横断)の精度向上など 
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 統計的解析 

 文章の自動要約。照応解析。 

 セミオティクシステムと意味構築の解明 

 検索、意味解析、談話構造解析など 

 物語における読解問題を解くため。照応解析、談話構造の解析 

 通訳者の介入するものでは、介入しない類似の場面の自然談話とどのような違いがあるのかを量

的に観察したい。また通訳者が複数の語義から適当な語義を選んでいるプロセスを観察したい。 

 知財関連の自然言語分析 

 照応解析、連想検索 

 機械学習を用いた言語処理の研究に利用する。感情分析の研究に利用する。文書で評価表現を強

調表示するシステムに利用する。 

 現実のユーザーが自分自身で最も頻繁に入力するタイプの文書の統計的解析、開発 

 Language Modelの構築、新語抽出 

 言語理論の研究（文法とか） 

 基本語彙、定義語彙に関する研究 

 言語教育支援、機械翻訳に関する研究 

 言語の諸相分析 

 教育支援、思考支援デザイン 

 構文解析精度向上のためのパラメーター抽出、教育システムの例文データ 

 対話システム、英語学習支援システム 

 日本の大学で英語教育に従事している立場から、上記に回答させていただいたコーパスがあれば

英語表現の指導に役立てることができる。 

 会話分析とその応用研究 

 多言語情報検索、自動翻訳システム 

 自然言語理解、感性分析 

 現代日本語のなかの漢語の統計的解析による把握 

 小論文試験はいまや面接とならんで一般的な試験となっており、その自動採点のための研究資料

として。 

 対話システムの構築 

 自然原語処理システムの改良 

 統計的解析、機械翻訳システムの構築、対話システムの構築 

 データマイニング、検索システムの構築、スパムメール解析、評判分析 
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 対話システム、翻訳システム、知的支援システムの研究開発 

 構文解析、シソーラスオントロジーなどの辞書の開発、全文検索システムの開発 

 理論言語学研究のサポート資料、辞書作成の基礎資料 

 評判分析、語学教育支援 

 OCR精度向上、文書理解 

 文字認識処理における言語知識利用、文書理解における言語知識利用 

 機械翻訳の翻訳精度、語義曖昧性解消の研究 

 多言語の製品オントロジー、製品管理システムの開発、知識理解 

 統計的機械翻訳 

 照応等の分析 

 機械翻訳、翻訳支援 

 機械翻訳 

 検索技術の研究 

 より深い意味の解析。情報抽出。 

 会話支援 

(執筆者 白井清昭) 
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3.4 海外調査  

 

3.4.1 CJNLP-2006の概要 

The 6th China-Japan Natural Language Processing Joint Research Promotion Conference

（CJNLP-2006, 第六回中日自然言語処理共同研究促進会議）は、2006年11月13日から15日まで、中

国上海市にある、上海交通大学徐汇キャンパス（Shanghai Jiao Tong University, Xu Hui Campus）で開

催された。参加者は中国44名、日本26名であり、ホストである上海交通大学の学生も聴講するなど、

セミクローズドの会議であったにもかかわらず非常に盛況であった。一般講演は29件（中国19件、日

本10件、所属機関の所在地による）であり、ポスターは17件(中国９件、日本８件、同)であった。 

特別講演として、郭爱克氏（中国科学院）及び、長尾真氏（情報通信研究機構）による招待講演２

件が行われた。また会議終了後に、上海交通大学のE-learning Laboratoryへの訪問も行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.4.1-1 Reception/Invited Speech会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.4.1-2 一般講演/ポスター発表会場 

参考情報：http://bcmi.sjtu.edu.cn/cjnlp2006/index.html 



－77－ 

3.4.2 招待講演 

 招待講演は、オープニングセレモニーに引き続いて２件行われた。それぞれの概要を述べる。 

●[The Brain Mechanisms of Value-Based Decision-Making, From Fruit Fly to Human Being (Prof. Aike 

Guo)] 

[発表概要] 

ショウジョウバエ（drosophila）を用いた脳の学習に関する研究の講演であった。ショウジョウバ

エの脳は、人の脳ほど複雑ではなく、また単純すぎるわけでもない適度な複雑さを持っていることか

ら、研究の題材として古くから用いられてきており、ノーベル賞を受賞した研究でもしばしば題材と

されてきた。脳における意思決定には、perceptual decision-makingとvalue-based decision-makingの

２種類がある。前者、perceptual decision-makingは物体の視認などに代表される判断であり、これに

属する顔認識などは計算機で実現されている。一方、value-based decision-makingは、株式投資など、

利得を最大化するものを選択する判断であり、メカニズムの解明も途上にあることから、計算機によ

る模倣は難しいとされる。また、前者は比較的単純な仕組みで行われるが、後者はリスクや曖昧性と

いったものを考慮して行われるものであると言える。本講演では、後者について実験を行いその性質

を調べた。ショウジョウバエに対して、色を手がかりとする学習と形状を手がかりとする学習を行っ

た後、色による手がかりと形状による手がかりが矛盾するような状態におかれた場合の行動を調べる

と、その場合の手がかりと意思決定の結果はシグモイド関数に従っていることが確認された。さらに、

強化学習に重要な役割を持っているドーパミンを制御して、その行動の起こり方を実験的に分析した

結果が報告された。 

 

●[Researches on Natural Language at NICT to Realize Universal Communications (Prof. Makoto 

Nagao)] 

[発表概要] 

現在、NICTで進められている研究開発について紹介された。まず始めに、日中機械翻訳プロジェ

クトについて説明された。同プロジェクトでは、３年目までの目標として特定ドメインでの日中翻訳

システムのプロトタイプ作成を目指しており、５年目までの目標として中日・日中機械翻訳評価シス

テムの開発とその改良を目指している。機械翻訳のための中日対訳辞書は、北京大から提供を受けた

中英辞書を元にして作成したり、既存のEDR辞書を多言語化したりすることで構築する。中国語の解

析にはICTCASが解析ツールを提供している。また、大規模な中日英の対訳コーパスの開発も並行し

て進められている。これまでに４万対の日中対訳コーパスを開発済みであり、最終的には50万対訳規

模のものを目指して開発を進めていくとしている。他の言語への展開については、タイ語をその視野

に入れており、TCL（Thai Computational Linguistics Laboratory）との協力関係を強力に進めていく。 
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次に、言語グリッドプロジェクトについての説明が行われた。同プロジェクトは、現在ある情報シ

ステムを有機的かつフレキシブルに結合させ、特定の目的を持つアプリケーションをそれらの上に構

築することで、アプリケーションのドメイン特化と可用性を高めていくことを目的としている。 

続いて、Web検索における情報分析技術の研究が紹介された。次世代の情報検索は、簡単で、理解

しやすく、信頼できる情報の提供が必要であるとして、これを実現するための情報分析技術の必要性

が述べられた。具体的に取り組む技術として、文書のクラスタリングや信頼度の計算について触れら

れた。加えて、情報の信頼度や、ユーザーにとっての価値や鮮度などを統一的に評価できる枠組みを

作ることの重要性が述べられた。その後、対話システムの研究についての紹介がされた。人間は微妙

な表現をしばしば行うが、機械でそのようなものを処理することはまだまだ困難である。そのため、

身ぶり手振りや、表情などの解析が必要とされる。 

最後に、ユニバーサルコミュニケーション全体の話題が取り上げられた。異なる言語や文化等を持

つ人々の間で、情報をスムーズに伝達して問題を解決することができるようになることが求められて

いる。将来の夢として、国際的な交渉を支援するシステムや３D TVなどの例が挙げられた。 

また、会場から用例ベースの翻訳システムの今後の発展性について質問が寄せられると、現在実現

されている用例翻訳システムは、ドメインが極めて限定的であり、またその規模が小さいことを問題

視しており、もっと大規模なものを構築した上で、その特性を調べることの重要性が述べられた。ま

た、用例ベースの翻訳であっても、基礎的な文法規則を取り入れることが精度を高める上で重要であ

るとし、（特に口語翻訳において）規則翻訳と用例翻訳のコラボレーションが見られるようになったこ

とに期待が述べられた。 

 

3.4.3 一般講演 

 各セッションから、いくつか具体的な内容をとり上げて紹介する。なお、講演者の都合等により、

発表のセッション内、セッション間の移動があったが、発表テーマ毎にまとめられた初期のプログラ

ムに沿ってその内容を紹介する。 

 

Session 1. NLP Research Activities and Lexical Processing 

● Chinese Word Segmentation Based on Word or Character  

by Prof. Changning Huang 

[発表概要] 

中国語の単語分割に関して、文字単位の単語分割でも適切なタグを使用することにより高い精度が

得られるという内容について発表を行った。中国語の単語分割の方法として、単語の先頭・中間・末

尾・一文字の単語を表すB・M・E・Sという４つのタグを使用して文字をタグ付けする方法が知られ
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ており、SIGHAN Bakeoff 2003という単語分割に関するコンペティションでも高い成績を収めている。

このタグ集合を拡張して、先頭から２番目・３番目の文字を表すB２、B３というタグを含めた６つの

タグを使用する方法を提案した。 

Bakeoffで使用される全てのコーパスにおいて、99％の単語が６文字以下であるという統計があるが、

このようにタグ集合を拡張することによって、より長い履歴の情報を保持できるようになる。実験の

結果、４つだけのタグを使用する場合に比べて６つのタグを使用することで精度が向上した。 

● Research at the HKUST Human Language Technology Center  

by Prof. Dekai Wu 

[発表概要] 

始めに、文法ベースの木構造に基づいた統計的機械翻訳（SMT）に関して発表した。現在開発中の

機械翻訳システムは、Inversion Transduction Grammars（ITG）に基づいたシステムであり、このITG

はSyntax-Directed Transduction Grammars（SDTG）のサブクラスに相当する。そのため表現力は制

限されるが、計算量を削減することができる。SDTGの文法をITGに変換して翻訳する実験を行った。

99.7％のSDTGの規則が変換可能であったため、残りの規則は削除して実験を行ったところ、BLEU

スコアを1.5～3.0ポイント向上させることができた。 

続いて、語義の曖昧性解消（WSD）が統計的翻訳の性能向上に役に立つかどうかを検証した。WSD

は通常一つの独立したタスクとして扱われているが、実際の用途としては機械翻訳などが想定されて

いるため、あるWSDのシステム（精度は66.5％）をSMTに組み込んで実験を行った。その結果、BLEU

スコアが0.1310から0.1239に低下し、WSDによって翻訳精度が悪化する結果となった。原因としては、

BLEUスコア自体の不備によるものや、WSDをSMTに組み込む際に言語モデルとの不整合がある点な

どが考えられる。その他の話題として中国語のshallow parsingや、文書中の表の処理について触れら

れた。 

 

● Research Activities on Machine Translation at CASIA  

by Prof. Chengqing Zong 

[発表概要] 

CASIA（Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, 中国科学院自動化研究所）で行われ

ている機械翻訳研究に関して紹介であった。CASIAでは、独自に、買い物や観光といった旅先でのト

ピックを中心に約３万対の中英コーパスを開発しており、同成果は中国LDCのサイトで公開されてい

る。一方、翻訳手法としては、過去の実績として用例ベースの翻訳システムをPDAや携帯電話といっ

たモバイル端末上に実現し、2004年度に北京で実証実験済みであることを紹介するとともに、現在は

shallow parsingによるテンプレートベースの翻訳手法と、フレーズベースの統計翻訳手法、並びにこ
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れら３つの技術の結合による翻訳システム開発に軸足を移しつつあることを紹介した。現状のシステ

ムでは、NIST／BLEU評価において統計ベース手法が勝り、テンプレートベースの手法はWERが優

る反面、NIST／BLEU評価が極めて低い。また、これらを結合したマルチエンジンシステムでは、

BLEU評価に改善が見られるものの、２つの手法の利点を十分に生かし切れていないとの評価であり、

現在この結合性能を最大化すべく研究を進めているとのことであった。 

最後に、現在提案されている音声翻訳システムのほとんどは、音声認識結果であるテキストを通常

のテキスト翻訳と同様に処理して訳文を生成し、同訳文を音声合成器に発声させることで実現されて

いるが、これは真のspeech to speech翻訳とは言い難い、との問題提起がなされた。また、真の通訳シ

ステム実現に向けて、その第一段階としてdialog management systemを応用した翻訳ガイドシステムに

ついて構想を練っているとの報告がなされた。 

 

 

Session 2. Speech Processing and Machine Translation 

● Some Innovative Applications of the LIVAC Chinese Synchronous Corpus  

by Prof. Benjamin Tsou 

[発表概要] 

香港城市大学ではLIVACと呼ばれるコーパスを開発している。このコーパスのサイズは約２億文字

で、人手によるチェックの行われた単語分割済みのコーパスである。また、北京、台湾、香港などの

新聞記事から構成された同期（synchronous）コーパスとなっている。このような同期コーパスの応用

としては、自然言語処理だけではなく、言語の理解や、国や文化の違いを調べることにも使うことが

できる。この発表ではいくつかの統計分析の結果についての報告が行われた。このコーパスで中国語

の文字のエントロピーを計算すると9.7程度であり、英語やその他の西欧言語の場合は4.0程度である

ため大きな差があるが、単語のエントロピーを計算するとどちらの場合も11.5程度となり差がなかっ

た。また、北京、香港、台北で共通して使用されている単語の数を調べたところ、そのように共通に

使用される語は比較的少なく、特に高頻度語は２つの都市間での重なりが小さいことなどが分かった。 

 

● Recent Progress on Speech Synthesis in USTC iFlytek Speech Lab 

by Prof. Renhua Wang 

[発表概要] 

中国科技大学（University of Science and Technology of China）iFlyTech有限公司で開発されている、

コーパスベースの中国語・英語音声合成エンジンの紹介と簡単なデモが行われた。コーパスベースの

音声合成では、種々の韻律、スペクトル特性を持つ音声ユニットから構成される大規模なスピーチコ
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ーパスから、適切な音声ユニットを選び、結合することで自然な発話を実現している。音声データの

数が増えれば、それだけ音声合成システムの質は改善するが、検索コストが増加するため効率は低下

する。そこで彼らは、CART（Classification And Regression Tree）アルゴリズムを用いて、音声デー

タをその特性によってクラスタリングすることで、大規模な音声データを用いながら効率を改善して

いる。この成果は、The Blizzard Challenge 2006にて報告されていることが紹介された。 

講演の後半では、iFlytekで開発された音声合成システムのデモが行われ、異なる２つの合成音声の

内挿、多言語音声合成、音声変質（説明では適応対象話者の５～50発話が準備できれば可能であると

している）、感情を込めた発声、唱歌などを実際に合成させて聴かせていた。 

 

● Adaptive Example-based Machine Translation with Deep NLP  

by Dr. Kun Yu 

[発表概要] 

用例ベース機械翻訳（EBMT）システムの開発を行っているが、EBMTは基本的な言語解析系の改

良が翻訳の改良につながるという利点がある。このシステムでは、対訳コーパスが与えられるとまず

structure-based alignmentを行うが、この処理は３つのステップから構成される。まず始めに係り受け

解析を行う。日本語の場合はKNP／JUMANを使用し、英語の場合はCharniakパーザ─を使用する。

次に、対訳文中の単語の対応を検出する。これには、市販の対訳辞書や翻字（transliteration）を利用

する。最後に、対応付けがまだ行われていない残りの単語の処理を行う。翻訳を行う際には、ゼロ代

名詞の処理を行ったり、類義語をグラフ構造を用いてまとめて扱ったりすることにより柔軟なマッチ

ングが行えるようにするなどの工夫を行っている。 

このシステムは日英翻訳のシステムであったが、日中翻訳への適用も行った。その際、中国語の係

り受け解析には決定的（deterministic）な解析器を使用したが、長い文を解析する際にしばしば失敗

した。そこで、文をより短い文へ分割する処理を行うようにしたところ、長い文の95％以上が短文へ

分割可能であり、係り受け解析の精度も２％程度向上して79％程度になった。また，係り受け構造を

用いて類似文検索をすることで、生成される訳文の質を高める手法を提案した。 

 

 

Session 3. Information Retrieval, Information Extraction and Text Mining 

● Statistical Models for Chinese Abbreviations 

by Prof. Jingshin Chang 

[発表概要] 

中国語において略語は頻繁に用いられるものであり、これは自然言語処理の分野においては未知語
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の問題として顕在化する。そこで、中国語の略語認識を単語分割処理の一部として組み込むことを前

提として、中国語略語の問題を略語から原形への誤り訂正問題として捉え、HMMベースのモデル化

を行う手法を提案している。この問題を解く上での課題は、入力文字列に略語が含まれているとした

場合に、これを原形に戻す場合の可能な単語候補系列を効率的に生成することと、この単語候補系列

が与えられたときにその最尤解をどのようにして導くかの２点である。前者の解としては、ある単語

が特定の文字列（略語）に再配置される確率を学習することで、その最尤解を推定する方法を用いて

いる。一方、後者に対しては、翻訳確率として定義することで導いている。評価実験では、1547の原

形・略語の対を収集し、これを学習データとした場合に、略語の原形を72％の精度で推測可能であり、

逆に略語から原形への修正処理に51％の精度で成功したという結果を得ている。今後は、Webテキス

トに提案手法を適用することで、データスパースネスの問題に部分的ではあるが対処を行い、モデル

の高度化を図るとともに、未知語や固有表現認識の問題にも拡張して適用していきたいとしている。 

 

参考文献：Jingshin Chang and Yutso Lai, "A Preliminary Study on Probabilistic Models for Chinese 

Abbreviations", In Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the ACL, pp.9-16,(2004). 

 

● An Iterative Implicit Feedback Approach to Personalized Search  

by Prof. Le Sun 

[発表概要] 

現在の情報検索システムでは、個々のユーザーのニーズが考慮されているとは言い難い。これに対

して、personalized informationを使うことでユーザー適応を図る種々の試みがこれまでになされてい

る。その方法の一つとして、implicit feedbackを使用する方法がある。しかし、これにはいくつかの問

題が存在する。例えば、自動検索質問拡張や検索結果のクリック情報を利用する方法があるが、ユー

ザーとのインタラクションが無いと誤る可能性があり、また検索結果を再ランキングするだけでは順

序が変わるだけで新しい情報は得られないとしている。そこで、検索結果をクリックする毎に起動さ

れて、検索質問拡張と再ランキングを同時に行う方法を提案した。提案手法では、HITS

（Hyperlink-Induced Topic Search）と呼ばれるリンクを持つ文書の検索手法と似たアルゴリズムを用

いる。HITSではWebページなどを検索する際、ハブとオーソリティという概念を用いる。ハブは多数

のページへのリンクを持つページであり、オーソリティは多数のページからリンクされているページ

である。アイデアとしては、これからユーザーへ提示する検索結果の文書をオーソリティ、重要な検

索質問の単語をハブとみなしてHITSと同様の処理をする。前者は後者を含んでおり、後者は前者を含

んでいるが、二部グラフを作成して反復計算を行うことによりオーソリティのスコアとハブのスコア

を計算することができる。そして、オーソリティのスコアが高い検索結果を高い順位で提示するよう
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にして、ハブのスコアが高い単語を検索質問拡張に使用する。実験の結果、提案手法は検索質問拡張

を行わない場合でもGoogleを上回るランキングを行うことができ、検索質問拡張を行うとするとさら

に良い性能が得られたと報告している。 

 

参考文献：Yuanhua Lv et.al, "An Iterative Implicit Feedback Approach to Personalized Search", In 

Proceedings of the 21th International Conference on Computational Linguistics and 44th 

Annual Meeting of the ACL, pp.585-592,(2006). 

 

 

Session 4. Machine Translation 

● Acquiring Translation Knowledge from the NICT Japanese-Chinese Parallel Corpus  

by Dr. Yujie Zhang 

[発表概要] 

情報通信研究機構（NICT）で開発が進められている日中パラレルコーパスについての紹介をする

とともに、同コーパス開発時に用いている単語アライメント手法についての発表がなされた。NICT

では、日本語の新聞記事を中国語に翻訳することで日中対訳コーパス（38,383文）を開発しており、

同コーパスには構文、形態素情報に加えて、文、フレーズ、単語アライメントが付与されている。単

語アライメントは非常に高コストな作業であるため、自動アライメント処理による支援が望まれる。

単語アライメントの手法としては、GIZA++で用いられているような種々の統計的な手法が提案され

ているが、本講演では、それに加えて語彙ベースのアライメント手法を提案するとともに、これら統

計的手法、語彙に基づく手法の結果の多数決で最終結果を導く手法を提案している。語彙的手法は、

正書法、簡体字と繁体字の対応、自動辞書作成手法の応用に加えて、統語構造は翻訳前後で変わらな

いと仮定することでアライメントをとる。評価実験では、提案手法である語彙ベースのアライメント

システム、GIZA++（日本語から中国語へのアライメント）、GIZA++（中国語から日本語へのアライ

メント）、さらにそれらの多数決方式の４システムで比較評価した。結果、多数決方式システムが最も

高い精度を示し、再現率も他の３つと劣らない性能を達成することができた。また、同システムのア

ライメント結果を元に、アライメント支援ツールを開発し、人手で正しいアライメントをとることに

より、単語翻訳辞書、翻訳テンプレート、対訳フレーズコーパス等の作成に役立てている。 
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● Research on Statistical Machine Translation at Institute of Computing Technology  

by Prof. Yajuan Lu 

[発表概要] 

これまでに、規則ベース機械翻訳、用例ベース機械翻訳のシステムを開発してきており、現在、中

日、中-モンゴルの統計的機械翻訳システムを開発している。この機械翻訳システムでは、

Tree-to-string Alignment Template（TAT）と呼ばれる、木構造から文字列への翻訳テンプレートを使

用する。翻訳の処理は、４つの手順から構成される。まず、入力された文を句構造解析する（parsing）。

次に、構文解析された木をいくつかの部分木に分割する（detachment）。そして、各部分木から文字

列への翻訳処理をTATを使用して行う（production）、最後に、それらの部分文字列を並び替えて結合

する（combination）。このTATに基づくモデルは、通常の文法ベースのモデルと同様に対数線形モデ

ルを用いて最適な解を求める。翻訳の精度を改善するために、対訳フレーズ（bilingual phrase）の利

用も行った。対訳フレーズは、TATと比べて容易に得ることができ頑健である。そこで、対訳フレー

ズを特殊なTATとして扱うようにして取り入れたところ、BLEUスコアを２％向上させることができ

た。 

 

 

Session 5. Corpus and Corpus-based Processing 

●Fully-tagged Chinese Gigaword Corpus: Corpus Preparation, Applications, and Implications  

by Prof. Chu-Ren Huang 

[発表概要] 

現在、Chinese Gigaword Corpusと呼ばれるコーパスを作成している。これは、新聞記事から構成さ

れるコーパスで、2003年に第１版を作成して以来改良され、現在では825,000,000単語のコーパスにな

っているが、近いうちにLDCより利用可能になる予定である。単語分割と品詞タグの付与は自動的に

行われ、品詞タグとしてはSinicaタグセットが使用されている。単語分割と品詞タグ付けに使用した

システムを評価したところ、単語分割精度が96％程度、正しく分割された単語に対する品詞タグ付け

精度が96％程度であり、単語分割と品詞タグ付けのトータルの精度は93％程度であった。このコーパ

スの応用として、Chinese Sketch Engineと呼ばれる、コーパスの閲覧と検索を行うためのシステムを

開発した。その他の応用として、単語の名詞化や、単語のバリエーションの調査等も考えられている。 

現在、別のプロジェクトとしてChinese Wordnetの構築に取り組んでいる。 
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● Parallel Corpora and their Application in Lexicography 

by Prof. Baobao Chang 

[発表概要] 

Webから収集した中英パラレルドキュメントに対して、ドキュメントの種類、単言語情報、対訳言

語情報を付与して作成した中英パラレルコーパスについての紹介がなされた。収集対象は新聞記事、

技術文書等であり、出典等の情報をXML形式で記録してある。更に、各言語に関して形態素情報が付

与してあり、アライメントは文レベルで付けてある。作成されたコーパスは、辞書開発タスクの統合

管理支援環境に組み込まれて、実務に供されている。同環境は、開発したパラレルコーパスを用いて、

辞書編者に対して注目単語のコンテキスト検索や対訳語の候補を提示することでドメイン依存の知識

や前後の文脈から語彙を特定したり、また対訳文を提示することで訳語の選択、意味の推定をするた

めに用いられている。一方、同環境は、辞書編纂プロジェクトリーダに対して、プロジェクト立案、

辞書品質管理、進度管理等の支援をすることにより、辞書編纂プロジェクトの生産性向上に寄与して

いる。スクリーンイメージの提示のみであったが、辞書編纂支援システムとしての完成度はかなり高

いように感じられた。この発表に対して、会場からは、辞書のエントリのコーパスに基づく決め方、

コーパスに出てくる語彙だけで十分な辞書作成が可能か、という問題が提起されたが、あくまでも辞

書開発の支援ツールであり、辞書エントリの定義は別途慎重に進めておく必要があるとの回答があっ

た。 

 

参考文献：Chang Baobao, "Chinese-English Parallel Corpus Construction and its Application", In Proceedings 

of  The 18th Pacific Asia Conference of Language, Information and Computation, 

pp.283-290,(2004). 

 

 

Session 6. NLP Applications 

● Sentence Compression: A Progress Report  

by Prof. Kazuhiko Ozeki 

[発表概要] 

文書の自動要約手法には、文書中から重要な文を抽出して再配置する手法が広く知られているが、

文中の冗長な要素を十分に分離できないといった問題がある。本講演では現在進行中の、文節（＝高々

１つの内容語＋機能語系列）を基本単位とする文簡約処理について報告された。具体的には、文節係

り受け強度と文節重要度の線形和を最大にする部分文節を取り出すことにより、文簡約処理を行う。

この時、原文を実際に人が要約した結果に含まれる係り受け構造を統計的に学習することにより、簡
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約文が可能な限り自然な文となるように試みられている。係り受けの強度は、注目する２文節が、係

り受けの関係にあるかを見ることで評価する。この時、２文節間に係り受けがなくても、間接的に関

係があれば、その経路長を引数とする係り受けが存在するとみなす。更に、係り200種、受け100種に

その関係を分類する。そして、係り受け経路の距離と、その係り受けの種類とを素性と見なし、人間

の要約結果を正解データとして統計的に学習する。一方、文節の重要度推定には、文節中の主辞の注

目記事における正規頻度をTF、文書母集団中の前記主辞の正規頻度をIDFとするTF-IDFを利用して、

文節重要度を求めている。主観評価によれば、従来の文節係り受けの種類に基づく方法に比べて、係

り受け経路長を利用した文節の要約文中の正規確率を加えた提案手法、更には、従来法と提案手法を

組み合わせた手法の順に、被験者の評価が高まった。今後の課題としては、単純なTF-IDF手法にな

っている文節重要度の計算方法改善と、係り受け経路長を利用した文節の要約文中の正規確率と文節

重要度との重み係数の調整が挙げられていた。 

 

● The Progress of Text Categorization Research at Tsinghua University 

by Prof. Maosong Sun  

[発表概要] 

中国語の情報検索を行う際に、インデックス作成の単位として単語を使う方法と文字bigramを使う

方法が存在するが、情報検索の分野ではしばしば文字bigramの方が高い精度が得られている。文書分

類は、情報検索と類似点もあるが、性質が大きく異なるタスクであるため、単語を素性として使う場

合と文字bigramを素性として使う場合の性能を実験的に調べて比較した。単語を素性として使う場合

は単語分割を行う必要があるが、単語分割の方法として３つの方法を検討した。１つめは単純な最長

一致法を用いて単語分割する方法であり、２つめはICTCLASというSIGHAN Bakeoff 2003で最も成績

の良かったシステムを使う方法であり、３つめは人手による完全に正しい単語分割の結果を使う方法

である。 

まず、文字bigram、最長一致法、ICTCLASの３つで文書分類の精度を比較したところ、最も良かっ

たのは文字bigramであり、次に良かったのはICTCLASであり、最長一致法は一番悪かった。また、文

字bigramと人手による単語分割の２つを比較したところ、素性の次元（使用する単語の数）が低い場

合は人手による単語分割の方が精度が高かったが、次元が高い場合には文字bigramの方が高い精度が

得られた。次に、Transductive SVM（TSVM）の改良に関する発表を行った。過去に提案されたTSVM

は、データ中の正例と負例の数がアンバランスである場合に悪影響が起こるという問題や、また局所

的な探索しか行っていないという問題が存在する。そこで、焼きなまし法をTSVMに適用する方法を

提案した。 

実験を行ったところ、データ中の正例と負例のバランスが悪い場合に、オリジナルのTSVMに比べ
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て良い精度が得られた。ただし、焼きなまし法を使用するため計算量が大きいという問題が存在する。 

 

3.4.4 施設見学 

 上海交通大学内の施設である、E-learning Lab.を訪問した。 

● Visit to E-learning Lab. of SJTU 

[対応いただいた方] 

 Prof. Ruimin Shen（申瑞民） 

[概要] 

E-learning Lab.では、broad band、mobile、multimedia、real time、interactionの５つの点に特に注

力した活動を行っている。現在多くの学生がWebベースの古い学習システムには満足しておらず、real 

timeな教材が望まれている。ここでは、携帯端末などでどこでも利用可能で、いつでも更新されるよ

うな学習環境を実現しようとしている。E-learningを支援するためのいくつかのツールの紹介もなさ

れた。E-penと呼ばれるデバイスは、通常のレーザーポインターと同じようなものでパソコンの画面

を投影しているスクリーン上をレーザーで指し示すことができるが、スクリーンにポインターで軌跡

を描くと画面上にもそれが描画され、離れた場所から画面への書き込みを行うことができる。また、

E-learner clusteringとよばれるツールは、膨大な数のE-learningの受講者を、その興味や理解度により

クラスタリングして、より最適な受講者の集合を形成するためのツールである。Answer Machineと呼

ばれるツールは、受講者が質問を書き込み、TAなどがチェックして回答できるシステムである。 

このE-learning Lab.は、多数の学生から利用される場であり、現在、他の民間企業からの支援を受

けていたり、中国テレコムと協力関係を持っていたりするが、今後もこのような強みを生かして

E-learningの活動を積極的に進めていくということである。 
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４．Webサービス技術 

 

4.1 はじめに（今年度の調査のねらい） 

 

Webの世界は、従来のHTMLでマークアップされたハイパー・テキストが互いにリンクされた静的

なモデルから、さまざまなサービスを含む、動的なモデルへと大きく発展しつつある。最近マスコミ

でもとりあげられるようになってきように、この変革は「Web2.0」というキーワードで語られること

が多い。「Web 2.0」の基本的な要素のひとつとして、Webを様々なアプリケーションのプラットフォ

ームとしてとらえるという考え方がある。Google Maps APIに代表されるように、すでにインターネ

ット上では様々な機能を提供する「Webサービス」と呼ばれるAPIが利用可能になっている。「Webサ

ービス」と「Webアプリケーション」はさほど意識して区別せずに使われる場合もあるが、本報告書

ではシステム (コンピュータ・プログラム)に対して機能を提供するものを「Webサービス」と言い、

ユーザ (人間)に対して機能を提供するWeb上のサービスは「Webアプリケーション」と呼んで区別す

る。「Webサービス」は「Web API」と呼ばれることもある。このようなWebサービスを組み合わせ

て、一般ユーザが新しいWebアプリケーションを作ることも盛んにおこなわれるようになってきた。

これは「マッシュアップ」と呼ばれており、WebがプラットフォームであるというWeb 2.0の考え方

のひとつの具体例であるといえる。 

以上のような背景をふまえ、今年度は、インターネット上でどのようなWebサービスが利用できる

のか、また、それらを組み合わせたアプリケーションとしてどのようなものがあるかについて調査を

おこなった。4.2節ではWebサービスの事例について、Webサービスを提供する側とそれを利用して

Webアプリケーションを提供する側の２つの観点からヒアリングを中心に調査をおこなった。ヒアリ

ング対象は以下の６件である。 

4.2.1 Yahoo!（ヤフー株式会社 澤田哲也氏） 

4.2.2 goo（NTTレゾナント 杉崎正之氏） 

4.2.3 Google (Google Inc. Doug Ricket氏、Sophia Brueckner氏、石原直樹氏) 

4.2.4 価格.com（株式会社カカクコム 安田幹広氏、真庭浩高氏)  

4.2.5 Webアプリケーション生成系 (東京工業大学 徳田雄洋氏)  

4.2.6 ビジネス展開 (メタデータ株式会社 野村直之氏)  

このうち前半の３件はWebサービスの提供側、後半の３件は利用側である。自分の持つ独占的な資

源をWebサービスを通じてほとんどの場合無料で提供するメリットについては、それを利用してどん

な面白いことができるのか、その可能性をインターネット上の住人に問うてみたいという好奇心的な

側面があるようだ。もちろん、それを足がかりにビジネスに結びつけることは考慮されているにして
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も、ここにもWeb2.0でいう集合知的な考え方がうかがえるのは興味深い。個々のヒアリングの詳細に

ついては4.2節の該当する項を参照されたい。4.3節では、利用可能なWebサービスを集積したWebサ

イト "ProgrammableWeb (http://www.programmableweb.com/)"に掲載されている情報を基に、現在、

どのようなWebサービスが利用可能なのか、あるいはそれらを「マッシュアップ」してどのようなWeb

アプリケーションが実現されているかを中心にいくつかの側面から分析している。とりわけ特徴的な

のは、地図情報を提供するWebサービス、中でもGoogle Maps APIの利用件数が非常に高いというこ

とである。空間情報は人間の知的活動の中でも基本的な要素のひとつであり、ほとんどどのような情

報にもそれに付随して空間情報が関係付けられることの反映であろう。また、情報共有サービスを提

供するFlickrのAPIも利用件数が多かった。このように情報を共有するためのサービスはWeb2.0の集

合知を実現する上で有用であろう。 

4.4節では、Webサービス技術に特化した国際会議ICWS (International Conference on Web Services)

において発表された過去４年間（2003～2006年）の論文のタイトルを分析し、研究の関心の動向を分

析している。 

委員のひとりが2006年11月７～９日にサンフランシスコでおこなわれたWeb2.0サミットと呼ばれ

る会議に参加したので、4.5節ではその会議の様子について報告する。この会議は2004年からWeb 2.0

の提唱者であるTim O' Reillyによって始められたWeb2.0 Conferenceが改名されたものである。米国

では、すでに「Web 2.0」というキーワードに浮かれる時期は終って、それをどのようにビジネスに

つなげるかに関心が移っているようである。詳細は4.5節を参照されたい。 

[徳永健伸] 

 

4.2.1 Yahoo! Japan 

ヤフー株式会社の澤田哲也氏へのヒアリングに基づき、Webサービスの実例として「Yahoo! デベ

ロッパーネットワーク」を紹介する。なお、以下に記載した内容はヒアリングが行われた平成18年６

月当時の情報に基づくものであるため、情報が現在と異なっているものがあることを了解いただきた

い。 

 

  Webサービスとは？ 

Webサービスで使われる技術として、SOAP、WSDL、UDDI、SOAなどが挙げられることが

多い。また、RESTが用いられることもある。XMLやRSSなどもWebサービスのキーワードとし

てよく挙げられる言葉である。 

Webサービスの定義はW3C（The World Wide Web Consortium）でも記載されている。それに

よると、Webサービスとは、ネットワーク上でアプリケーション間を通信するソフトウェア標準
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技術であると述べられている。 

ごく簡単にまとめると、HTTPベースのXML通信であると表現することもできる。その特徴は

以下の３つであると言えるだろう。 

 ・汎用性：プラットフォーム、OS、開発言語に依存しない。 

 ・柔軟性：「Firewall」を通過可能である。 

      インターネット環境での企業間の連携においてアプリ間通信を容易にする。 

 ・分散オブジェクト指向 

 WebサービスとWebアプリケーションの区別については、以下の基準で考えればよいだろう。 

 ・Webアプリケーション … ブラウザなどを通して人に対するサービスを提供 

   ex). Yahoo! Mail 

 ・Webサービス … アプリケーションに対するXMLメッセージを提供 

  - XMLを通してネットワーク上でアプリがメッセージを自由にやり取り 

  - 柔軟な拡張性 → 基本概念 

また、Webサービスと、単なるXMLファイルとの区別は、以下のような観点でまとめるとよ

いだろう。 

 ・XMLファイル … DBの代わり、静的ファイル 

  - XMLフォーマットファイル 

  - データ転送はftp／scpなどのファイル転送方式で実現 

 ・Webサービス … 動的なXMLデータ 

  - Realtime性 

  - 双方向情報交換 

 

  Yahoo! デベロッパーネットワークについて 

Yahoo! デベロッパーネットワークでは、Yahoo! Japan 各サービスのAPIの無料公開サービス

を実施している。このサービスを利用することでYahoo! JapanのDBを活用したサービスやソフ

トの開発が可能となる。 

公開サイトは http://developer.yahoo.co.jp/ である。現在は、検索・カテゴリ（登録カテゴリ

中にあるサブカテゴリ・サイト名を取得可能）・オークションの３つを提供している。 

サービス履歴を以下に記す。 

・2005年12月 Yahoo!検索 … Web、画像、動画 

・2006年２月 カテゴリ … カテゴリツリー 

・2006年３月 オークション 
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 - カテゴリツリー 大項目を指定するとその下にどういうサブ項目があるか 

 - 商品リスト IDを指定してリストを取り出す 

 - 出品リスト 

・2006年５月 関連検索ワード … よく使われる同時検索ワード 

 - 通常は10件、APIでは100件 

利用に際してはID（すべてのサービスについて共通）の登録が必要である。１日の登録数は、

現在4000弱、うち９割は個人である。 

Yahoo! デベロッパーネットワークの特徴を以下に記す。 

・日本語による仕様解説がある 

・REST形式を採用しているので開発が簡易である 

・アクセス制限が緩い 

利用者のメリットとしては、まず、一般人が開発するのは困難な検索エンジンの結果を利用で

きることが挙げられる。また、自分で持っているデータとYahoo!のサービスのデータを組み合わ

せて活用することもできるため、マッシュアップに利用することも容易である。 

Yahoo! デベロッパーネットワークを利用したマッシュアップの作成例を以下に紹介する。 

・はてな … Yahoo! 検索結果＋はてなbookmarkへの登録人数のデータを作成。 

・Qooqle … Yahoo! 検索結果＋Amazon＋はてなbookmark登録人数、で作成。ブックマーク

が多いものを大きく、順番は検索結果順にする。Webサーチの見た目を変える効果がある。 

 

  主な質疑 

Q. API公開の狙いは？ 

A. 外部に提供するとどういうものが生まれるか見てみたいという理由から。 

Q. どういうものを作っているかの報告義務はあるのか？ 

A. ない。 

Q. どのように利用しているかを知る方法は？ 

A. （強制ではないが）特定のところにリンクを張ってもらっている。 

Q. Googleのような利用制限はあるのか？ 

A. 検索・カテゴリの利用は１日５万回の制限、オークションは無制限。 

Q. 無償での提供を続けるのか？ 

A. 商用利用については考えているが、個別対応とさせていただいている。 

Q. ビジネスモデルは？ 

A. 以下の３つのいずれかであると考えている。 
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１．サービスは無償、しっかりしたサポートに対価をもらう。 

２．一般以上のアクセス数を使う場合は対価をもらう。 

３．APIに広告を入れさせていただく。 

 

Q. アメリカとは別の活動か？ 

A. アメリカは１年ぐらい前からやっている。 

アメリカの方が公開しているサービスは多い。地図、音声ファイルなど。 

Q. なぜ日本で独自に？ 

A. バックエンドの仕組みやカテゴリの構成が違っているので独自に実施した。 

オークション、カテゴリは日本独自の公開。 

Q. 何を公開するかの戦略はあるのか？ 

A. 全サービスを公開することも視野にある。 

 [池野篤司] 

 

4.2.2 goo 

NTTレゾナントの杉崎正之氏へのヒアリングに基づき、gooのサービスとgooラボでの取り組みにつ

いて紹介する。 

 

  検索エンジンに関する最近の動向 

2004年以降、Ajaxなどを用いたリッチインタフェース、ブログなどのCGMの蓄積による集合知、

ロングテールといったいわゆるWeb2.0の概念や、Yahoo!、MSNなどの独自検索エンジンの誕生

により、Webサービスは変革の時期を迎えた。それに伴い、検索エンジンは、量・速度・精度の

競争から、目的に合わせて最適な検索結果を返す競争へと変化し、特徴のある検索サービスが競

争力の源泉となりつつある。このような流れの中で、gooはWeb検索だけではなく、日常の生活

に役立つ行動支援メディアとしてのサービスを目指している。 

 

  gooの取り組み 

gooにおける、Web検索、マルチメディア検索、ブログ検索、評判検索、教えて！goo、goo地

図での取り組みについて紹介する。 
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・Web検索 

Web検索では、検索キーワードの入力に関して様々な支援を行うことで効率よく検索を行えるよ

うな工夫を行っている。Query Generatorでは、「ラーメン」「らーめん」「拉麺」のような表記ゆれ

を自動修正することにより、面倒な言い換えの手間を省略して検索を行うことができる。gooサジ

ェスト β with ATOKでは、JustSystem社のATOKを利用して、人名やランドマーク名を途中まで

入力した場合に名前の候補を表示する。その候補を選択することにより、入力の手間を省略して検

索を行うことができる(※１)。自然文検索では、単語の羅列ではなく、文章で質問文を入力して検

索を行うことができる。 

 

・マルチメディア検索 

マルチメディア検索では、画像、動画、音楽を検索することができる。画像検索では、選択した

画像に類似した画像を検索したり、Ajaxを使用したスクロール表示により多くの画像を画面切り替

えを行わずに検索したりすることができる(※２)。 

 

・ブログ検索 

ブログ検索では、約5000万件の最新ブログ記事を検索することができる。記事が最短１分で検索

可能になるようなリアルタイムインデクシングを採用している。また、人と情報との相互関係に基

づくランキング技術EigenRumorを利用したブログ検索に関する実験サービスとして、

「BLOGRANGER」「ローカルトピック検索実験」を提供している。BLOGRANGERでは、検索

結果の中から評判やよい書き手(ブロガー)を自動分類した結果を提示することにより、検索結果の

絞り込みを行うことができる(※３)。ローカルトピック検索実験では、ブログから地域情報に関す

る記事を自動収集し、ブロガーの信頼度に基づき有益な情報を選択して配信することができる。 

 

・評判検索 

評判検索では、様々なキーワードに関して、関連する評判表現や肯定／否定表現の大まかな割合、

関連の高そうなキーワードなどを検索することができる(※４)。 

 

・教えて！goo 

教えて！gooでは、ある人の質問に対して別の人が回答することにより、生活の中のちょっとし

た疑問や、１人では解決できなかった悩みなどを解決する場を提供する。蓄積された過去の質問・

回答の中から検索を行う質問文検索や、最新の質問をリアルタイムに知るための「最新の質問RSS」

を提供している。 
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・goo地図 

goo地図では、住所や郵便番号、駅名、ランドマーク名から周辺の地図を検索することができる。

マウスやキーボードの操作にあわせて地図をスクロールする機能、JavaScriptを用いて電子地図と衛

星地図の２つのレイヤを重ね合わせて表示する機能、地図で表示した場所の周辺にある店舗などの

地域情報を表示する機能などを備えている。地域情報に関しては、ブログ記事を書く際に、goo地

図上の経度緯度情報やキーワードをコメント情報として書き込む機能を備えており、これにより地

域情報の収集も行っている。また、首都圏、大阪の約300の駅の出入り口写真をgoo地図上で展開し

ている。goo地図の機能はAPI化されており、内部的に利用している。goo地図APIでは、ユーザが

文字、線、矩形などを書き込める機能を追加している。 

 

※１ 本稿執筆時点(2007/２/13)では、検索専門ページ「goo検索」において、人名やランドマー

ク名以外の様々なキーワードについても入力を補完する機能が利用できるようになっている。 

※２ 本稿執筆時点(2007/２/13)では、類似画像検索の機能を提供していない。 

※３ 本稿執筆時点(2007/２/13)では、BLOGRANGERのブログ検索機能をWebAPI化し、一般公

開を行っている。 

※４ 本稿執筆時点(2007/２/13)では、関連する評判表現のみを検索できる。 

 

  主な質疑応答 

 ・検索エンジンについて 

Q. gooは現在、独自の検索エンジンを採用しているのか 

A. Web検索はGoogleを利用している 

  ブログ検索や教えて!gooなどは独自の検索エンジンを利用している 

 

 ・Web検索について 

Q. gooラボで自然文検索の実験を行っていたときには回答も提示していたが、現在は回答を提

示していないのか 

A. 現在はKWICを加工することが不可能であるため、回答の提示は行っていない 

Q. 質問タイプはどのようにして判定しているのか 

A. 質問タイプを判定するためのルールを記述している 

 

 ・画像検索について 

Q. スクロール表示の際、画像は先読みしているのか 
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A. ユーザがスクロールを止めたらその付近の画像を取得するというようにオンデマンドで行っ

ている 

Q. 類似画像検索のニーズはどれくらいあるのか 

A. どれくらいかは把握していないが、ある製品を探すときに同じような柄のものを探すという

ようなニーズは多いと考えている 

 

 ・ブログ検索について 

Q. インデクシングしているのはgooブログだけか 

A. 主要ホスティングサイト（10程度）の新着記事RSSおよびgooのpingサーバにpingが送られて

きたサイトを対象に収集している 

Q. 複数のサイトを見るということは重複があるのか 

A. パーマリンクを用いて重複を取り除いている 

Q. 空のpingもあるのか 

A. updateしていないのにpingが送られてくることもある 

Q. 本文抽出とはどのようなものか 

A. ブログ記事についているカレンダーやサイドバーなどを取り除いて本文のみを抽出する処理 

  サイトごとにページデザインを見て処理を行っている 

 

・評判検索について 

Q. 対象はブログではなくWebページ全体か 

A. その通り 

Q. すべてのWebページが対象か 

A. 評判が書かれているかどうかのフィルタを用いて選別している 

Q. 製品のメーカのページは対象か 

A. 対象としていないと思われる 

 

・goo地図について 

Q. 地図データは購入しているのか 

A. 衛星地図データについてはNTTデータのものを利用している 

Q. 日本国内の地図に限られるのか 

A. その通り 

Q. 内部的にAPIを利用することの効果は 
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A. あるサービスでコンテンツを利用したいという場合に、XML(XHTML)でやりとりするだけ

でよいので、コストダウンにつながっている 

[廣嶋 伸章] 

 

4.2.3 Googleプログラミング特別セミナー聴講報告 

日時：12月12日 火曜 午後１時～５時 

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 西８号館E棟10階 大会議室 

「Google Maps, Desktop, Gadget を用いた新世代アプリケーション開発入門」と題して、Google 

Maps, Desktop, gadgetの開発関係者によるAPIの紹介と、デモを交えた技術紹介が行われた。聴講内

容に基づき、代表的なGoogle APIについて簡単に説明する。 

 

  Google Maps API の紹介 

講演者：Doug Ricket (ダグ・リケット) 

講演者肩書き：Software Engineer, Google Maps 

現在Webアプリケーションにおける使用頻度が最も高いと思われるGoogle Maps API について、

適用例の紹介とチュートリアル形式の技術紹介が行われた。 

まず、Maps APIを使用したWebアプリケーションとして、onNYTurf１）
や、WikiMapia２）

など

いくつのサイトが紹介された。onNYTurfでは、ニューヨークの地図と地下鉄の情報を組み合わせ

た様々なWebアプリケーションが公開されている。そのひとつであるGypsy NYC MAPS３）
では、

ニューヨーク市内のバス、地下鉄、徒歩を組み合わせた経路探索を行うことができる。探索結果

のルートはGoogle Map上に太いカラーのラインで表示される。 

WikiMapiaでは、有名な場所やモニュメントなどに説明を書き加えていくことができる。また、

地図上の好きな箇所を自分のホームページに簡単に貼り付けることができる。 

次に、参加者への質問と回答形式による技術紹介が行われた。Maps APIは、住所やランドマ

ーク名から緯度経度情報を計算するGeocoding、スムーズな拡大・縮小・移動を実現するMap 

Controls、インタラクティブなタグ付けや描画を実現するOverley機能がコアとなる。Geocoding

は、経度・緯度情報だけでなく、構造化された住所情報を返すことができる。 

全体講演の最後では、携帯から使えるサービスとして、Google日本スタッフによるGoogle 

Transitについても触れられた。現在日本語対応し、駅名だけでなく、地名から、経路探索するこ

とができる。 

Maps APIの詳細については多くの解説書があるのでそちらを参照頂くか、下記サイト
４）
、

５）
等

を参照されたい。Maps APIの利用にはいくつか制約があるため、企業のイントラネットや商用利
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用向けに、Google Maps for Enterprise６）
も用意されている。 

 

  Google gadget API の紹介 

 講演者：Sophia Brueckner (ソフィア・ブルックナー) 

 講演者肩書き：Software Engineer, Google Gadget 

Gadgetとは、Google Personalized Homepage７）
に貼り付けることのできるWidgetで、カレンダ

ー、ニュース、To-Doリストなど既に世界中の開発者により何千もの作品が作られている。後で

述べる“Desktop Gadget”と区別し、Web版のGadgetのことを“Universal Gadget”と呼んでい

る。Universal Gadgetの一部のもの（Inline Gadgetでないものという言い方をしていた）は、Google 

Desktop Gadgetとしても動作させることもできる。 

GadgetをPersonalized Homepageに追加するには、Personalized Homepage から、“AddStaff”リ

ンクを辿り、登録済みのGadget一覧を表示させる。一覧の中から好みのGadgetを追加することが

できる。また、Google Gadget APIを用いると、Gadgetを自作することもできる。GadgetはXML

で記述されており、例えば、“Hello World! ”と表示されるだけのGadgetであれば、以下のような

単純なXMLを記述すればよい。実際にはJavaScriptも駆使して、様々なインタフェースを記述す

ることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.3-1：シンプルなGadgetの例 

 

自作のGadgetを取り込むには、Gadget一覧ページの“Add by URL”に、自作Gadgetの置き場

のURLを指定すればよい。一般公開用のHomepageをもっていない場合、Googleが提供する

Homepageを用いることもできる
８）
。 

せっかく作成したソースコードも多くの人に使ってもらってこそ価値が高まる。Google 

Gadgetは、23カ国、16言語に対応しており、Gadget一覧に登録することで、世界中のユーザに公

開することができる
９）
。国際化機能も簡単に実現可能で、「＿MSG_」で始まるプレースホルダー

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<Module> 

  <ModulePrefs title="Hello World" />  

  <Content type="html"> 

     <![CDATA[  

       Hello World! 

     ]]> 

  </Content>  

</Module> 
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で、表示を変えたい部分を指定し、言語ごとに、例えば「ja-ALL.xml」「en-ALL.xml」などのフ

ァイルを用意すればよい。例えば、 

  

 

図１：国際化対応させるGadget本文の一部 

 

 

 

 

 

 

図２：国際化対応用ファイル(ja-ALL.xml) 

 

というファイルを用意することで、Localeごとに最適な表示を行ってくれる。これら投稿され

たGadgetは人気によりランク付けも行われているようである。Gadgetの詳細なAPIについては、

下記サイト
10）

などを参照されたい。 

自由に投稿できることから、Gadget Spamの発生について質問があった。これについては、投

稿作品の危険性をチェックするなどの対策を講じているとのことであった。 

 

  Google Desktop API の紹介 

 講演者：石原直樹 

 講演者肩書き：プロダクトマネージャー 

Google デスクトップ Gadget APIには、JavaScriptやVBScriptなどのスクリプト言語により、

デスクトップ上のサイドバーのGadget（旧プラグイン）を作成するためのオブジェクトやメソッ

ドが含まれている。本APIにより、小さなGadgetを比較的容易に作ることができる。 

デスクトップGadgetは、main.xml、dadget.gmanifest.xmlというファイルを持ち、作成された

Gadgetは、拡張子“.gg”を持つファイルにパッケージされる。 

Universal Gadgetの場合と同様の手段により、各国語版のGadgetの作成も簡単に行える。自作

のGadgetの配布は、http://desktop.google.co.jp/pluginsubmit?hl=ja にて行うことができる。Gadget 

APIの詳細については、下記サイト
11－14）

などを参照されたい。 

 

<b>__MSG_hello_world__</b>. 

<messagebundle> 

  <msg name="hello_world"> 

    こんにちは、世界！ 

  </msg> 

</messagebundle> 
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 http://www.onnyturf.com/wiki/ 

２）WikiMapia 

 http://www.wikimapia.org/ 
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 http://pages.google.com/ 
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 http://www.google.com/ig/submit 

10）Google Gadgets API 

 http://www.google.com/group/Google-gadgets-API 

11）Universal & Desktop Gadget 

 http://code.google.com/apis/gadgets/  

12）Desktop Gadget API 

 http://desktop.google.com/dev/gadget_apiref.html 

13）Desktop Gadget Tutorial 

 http://desktop.google.com/dev/Tutorials/ModifyHelloWorld/index.html 

14）Desktop Sidebar Gadget 

 http://desktop.google.com/ja/script-primer.html 

 [藤尾正和] 
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4.2.4 価格.com 

株式会社カカクコム 安田幹広氏、真庭浩高氏へのヒアリングに基づき、価格比較サイト『価格.com』

について紹介する。 

 

  価格.comのミッション 

価格.comは購買支援サービスを提供するインターネット・メディア企業として「ユーザ本位の

新しい購買支援サービスを創出しつづける」ことを目的として、ユーザの最適な購買活動と事業

者の効果的な訴求を結びつけるためのサイトであり、価格.comにより、ユーザ（消費者）は、口

コミレビュー、最安価格情報、スペック等の豊富なデータベースの利用、また事業者は、購買意

欲の高いユーザへの訴求、機動的な価格提示、ユーザの生の声の把握が可能になる。実際に、価

格.comは主要メーカーの直前閲覧サイトランキングで上位にランキングされており、「価

格.com→メーカーサイト」という導線が一般化している。 

 

  価格.comの規模 

 －月間利用者数：849万人 

 －月間ページビュー：３億4,700万 

 －登録商品数：23万点 

 －参加事業者数：1,139 

 －カテゴリー数：48 

 －アクセスの傾向：秋から年末にかけアクセス数が増える、夏場対策が今後の課題 

 －ユーザの主力は：30－40の既婚男性、主婦 

 

  価格.comの強み 

価格.comの強みとして以下の点が挙げられる。 

－出展店舗間の競争により最安価格の提示が可能で、掲載価格が『安い』 

－良質な消費者発の情報が蓄積されている。実際に口コミ掲示板には書き込みが500万件以上

あり、ユーザからの質問、使用感のレビュー、ノウハウ等が蓄積されている。ここまで発展

してきた要因として、初期に上質のユーザを抑えたことが大きく、現在もこうした上質のユ

ーザをどう満足させるかに力を入れている 

－すべての購買プロセス（潜在需要→情報検索→商品比較→購買→購買後の情報収集）をサポ

ートしている 

－製品ホームページやニュースサイトから製品のスペックを社員が手作りで入力し、製品デー
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タベースを構築している 

－製品の価格データを店舗から直接入力出来るようにしているため、価格が随時更新される逆

オークションの形式をとることが可能となっている。店舗の入力結果を迅速に反映させるシ

ステムのパフォーマンス向上に力を入れている。 

 

  価格.comから得られるデータの分析例 

価格.comが提供したサイトへのアクセスログを製品に対してさまざまなことが分析可能であ

る。例えばインタースコープ社による分析「価格.comダイジェスト」のデジタルカメラの例から

以下のようなことを読み取ることが出来る。 

－ページビューの動向を見ると、例えば新商品発表により、アクセス数が顕著に増加している

ことが分かる 

－価格.comの製品比較のアクセスログを見ることで、ユーザがどのような機種を比較対象とし

ているかを判断することが出来る 

－価格の下落率を見ると、例えば一眼レフはコンパクト機に比べ価格下落率が低いことが分か

る 

－スペック検索のアクセスログから、ユーザが商品を絞り込む際にどのようなスペックを気に

しているのか読み取ることが出来る 

 

  今後の戦略 

絶対量追求によるメディア価値の増大と、機能面の追求によるプラットフォーム化の推進によ

りサイトを発展させる。メディア価値の増大として価格.comプロダクトアワード、ショッピング

サーチ、プラットフォームの推進としてAPIの提供を行っている。 

 ・価格.comプロダクトアワード 

製品に対する利用者の書き込み（書き込み件数、アクセス数）から順位を決め上位製品を選出、

表彰する仕組みで、利用者による客観的な選出が可能となりユーザの声を代表するブランドを築

くことが可能となる。 

 ・ショッピングサーチ 

Yahoo!ショッピング、ビッダーズ、Amazon等のショッピングを横断的に検索することが可能

となり、取り扱い商材が拡大できる。 

 ・API 

価格.com、食べログ.comの商品データベースを、REST形式でAPIとして公開することにより、

オープンネットワーク（ECサイト、Blog、等）への取り組みを推進する。 
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  主な質疑応答 

Ｑ：価格.comのレイティングにはどのようなものがあるか？ 

Ａ：製品に関するレイティングと、レビュワーのコメントに対するレイティングがある。 

Ｑ：よいレビュワーに対するフィードバックのようなものはあるか？ 

Ａ：特にない。基本的には名誉。 

Ｑ：コメントにテキストマイニングを行い、利用するなどはどうか？ 

Ａ：自社では現状難しい、他社で価格.comのコメントに対してネガティブチェックをするところ

はある。 

Ｑ：製品データベースはなぜ手作りなのか？ 手作りでスケーラビリティは問題にならないの

か？ 

Ａ：他から購入した場合に間違いがあったりすると問題となる。スケーラビリティは今のところ

問題ない。 

Ｑ：間違った製品データがないようにする対策は？ 

Ａ：データベースへの登録プロセスに目視による細かいチェックを必ず入れている。 

Ｑ：店舗が入力した製品の価格データが反映されるまでどれぐらい時間がかかるのか？ 

Ａ：通常は瞬時、最悪でも１分以内（１度に数千の商品を更新するようなケース）。 

Ｑ：価格.comのアクセスログ分析で例えば、価格.comのページビューと販売シェアと実際に相

関はあるのか？ 

Ａ：価格.comはこだわりユーザが多いので一般の販売シェアとの関係に関してはいえないが、価

格.comにはWEBの世界で影響力のある利用者が多いので彼らが何に興味を示しているかを

知ることが出来る。 

Ｑ：価格.comプロダクトアワードでは書き込み内容による絞込みは行っていないのか？ 

Ａ：まず書き込み数で絞った上で最終的に内容を考慮している。 

Ｑ：ショッピングサーチは例えばAmazonのAPIのようなものを利用しているのか？ 

Ａ：APIではなく生データをもらってきて使っている。 

Ｑ：APIを有料化するつもりは？ 

Ａ：有料化は考えていない。 

Ｑ：API公開の目的は？ 

Ａ：オープンネットワーク（個人）と結びつきたい。また、いままで技術的なアピールを比較的

やっていなかったので、今後はIT技術者にも関心を持ってもらうという狙いもある。 

Ａ：たとえばSNSやBlogのパーツに内包出来ればうれしい。 

[國分 智晴] 
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4.2.5 Webアプリケーション生成系 

東京工業大学大学院情報理工学研究科計算工学専攻 徳田雄洋先生へのヒアリングに基づき、Web

アプリケーションの生成系の方式とその実例を紹介する。 

 

  背景 

Webサービスとその生成系の研究は、徳田先生の研究室の研究テーマの一つである。ここでい

うWebサービスとは、現在はWebアプリケーションとWebサービス関数を指すが、近未来はセマ

ンティックWebとセマンティックWebサービス関数を指すようになると考えられる。Webアプリ

ケーションとは、Webブラウザをクライアントシステムとするクライアント・サーバ型情報処理

システムである。実際には、サーバ側で動く応用プログラムの実行あるいはサーバとクライアン

トそれぞれで動く応用プログラムの連携である。従来の静的Webページ取得から動的Webページ

の取得へと発達してきた。自由な辿りと副作用の実行とが共存している（値の設定、書き出しが

生じる）。 

 

単なるUI説：従来のソフトウェアがWebインタフェースを持ったもの 

  既存の方法論で解決可能 

Webアプリケーション独自説：新しい問題を多数含み、新しい方法論が必要 

 

  Webアプリケーションの問題点と対応 

 ①プログラム実行の継続性と一貫性の維持 

セッション管理（開始、継続、終了を管理）の必要がある。一貫性管理のためには、１プロ

グラムの実行で取得したデータの値を別プログラムが引き続き同一の値から使用する、共有記

憶領域への書き込み取り出しを行う、画面上の隠しフィールドとして値を渡しつづける、など

の対応策がある。 

 ②ブラウザ側の実行主導権（副作用型計算の任意順番実行）確保 

ページごとに副作用と戻り操作の動作制限を設ける 

 ③不特定多数への文字列入力公開（過失や破壊に対する安全性維持） 

セキュリティ管理、つまり不特定多数の人に任意文字列（＝htmlコマンド、JavaScriptのプロ

グラム挿入など）の入力を許さない仕組みが必要。また、制御文字の無害化（サニタイジング）

も必要。 

 ④技術と知識の総合化の必要 

最低でも４つの知識＝プログラミング、ネットワーク、DB、セキュリティが必要である。 
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 ⑤様々な実現方式の存在（サーバ側：CGI, Servlet・・・クライアント側：JavaScript, Applet・・・） 

 

  Webアプリケーションの動作曖昧性事例 

 ①国際会議参加登録ページ（ブラウザの相違による曖昧性事例） 

ホテル宿泊到着日出発日入力すると、宿泊夜数をJavaScriptが自動入力する仕組み。 

→ Macの複数ブラウザ：自動計算にて正しい値より１多い値が宿泊夜数に入力される。 

→Windowsのブラウザ（登録ページ管理者推奨）で行うと正しい値となる 

 ②商品購入サイトの注文ページ（HTTPプロトコルによる曖昧性事例） 

HDを一台購入するためSubmitボタンを押した。処理時間がかかっているためCancelボタン

を押したが画面は注文ページのまま。もう一度Submitボタンを押したら購入済みページに画面

が変わり購入が完了した。後日商品購入サイトからHD２台分の請求書が届いてしまった。 

 

  生成系の様々な方式 

Webアプリケーションの自動生成系には、様々な方式が存在している。代表的な方式には、ダ

イアグラム方式（2002年位まではCGI用パイプフィルタ方式、現在はJSP／ServletやASP、Javaに

よるWebサービス用のテンプレート方式）、2001年位からでてきたCGI用アノテーション方式、

2002年頃からでてきたJSP／Servlet用スタンドアローン方式がある。 

 ①ダイアグラム方式 

Web遷移図（データフロー関係を記述）→ PF-Web, T-Web 

（特徴）実現方式にダイアグラムがやや依存する。最近方式独立なダイアグラムを開発。 

   cf. UML ダイアグラム 

 ②アノテーション方式 

ページテンプレートを作成、出力ページに宣言的アノテーション追加しWebアプリケーショ

ンを自動生成 →A-Web 

（特徴）完全に方式が独立  cf. 出力ページにプログラム追加など 

 ③スタンドアローン方式 

正しいスタンドアローンプログラムを手動で作り、制限の強いWebアプリケーションへ自動

変換 →S-Web 

（特徴）Javaプログラムを手動で作るので大変だが、動作制限が強く勝手に後へ戻ることが許

されないWebアプリケーションが得られる。プログラム側が主導権を持つ。 
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  今後の方向 

 ①リッチクライアント化 

Submit押すことなしに画面上情報更新 

→Ajax方式Webアプリケーション 

非同期通信が特徴、部分的な情報更新が可能、サーバサイドの負荷減少 

 ページ遷移時のユーザストレスの減少 

（欠点）クロスブラウザ問題 ～ JavaScriptはブラウザによる違いが大きく複数のブラウザの共

通動作の保証は難しい。また、デザインとコードの分離が困難なため開発作業が長期

化する 

 ②セマンティックWeb化  

メタデータの付与による自動的なWebサービス関数の発見、合成、起動。 

事前条件、事後条件のメタデータを付与し、静的検査を行う試みが行われている。  

→ST-Webシステム 

低い技術階層レベルで有力な応用例がでているが、全体応用例はいまだ見えない。 

DIP（Data, Information, and Process Integration with SemanticWeb Services）プロジェクトな

ど小規模な例では成功している 

 ③その他 

専用クライアントシステム化（ブラウザ放棄） 

→Google Earth 

 

  主な質疑応答 

Ｑ：発見・合成・起動のような仕事をさせるWebサービス関数があるのか？ 

Ａ：仕事の大きさによる。小さい合成（＝マッシュアップ）は試みが多数ある。 

Ｑ：ソフトウェア工学でいうデザインパターンとは違うのか？ 

Ａ：違う。副作用のあるものが存在するため。 

Ｑ：DIPは具体的には何をしているのか？ 

Ａ：ビジネス用ソフトウェアをつくることを目的にしており、現在は実践の段階。 

Ｃ：世の中に起こりうることをどう記述するか共通化されて決まらないと厳しいと思う 

Ｃ：書ける範囲の関数だけ、とかそこまでになるのではないだろうか。 

Ｑ：こういう世界でAPI公開側は何も得してないのではないか。無償だし？ 

Ａ：否、自分のところのサービスを強化する目的があると考えられる（Googleの検索サービス, 

Yahoo!のオークションなど） 
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Ｃ：成功しているのはコンテンツの価値があるところ（Google, Yahoo!） 

Ｃ：それを加工、変換するAPIがあれば良い 

Ｑ：コンテンツを持たないAPIはあるのか？ 

Ａ：たとえば科学技術計算などのAPI。ただし、グリッドコンピューティングの立場になり、ソ

フトウェアである。 

Ｑ：こういう機能のAPIが欲しいとなると検索して自分で見つけるしかないのか？ 

Ａ：現状はそうである。探し方にコツはある。 

Ｑ：TopicMapアプリケーションを作ろうとすると複雑なデータ形式でも自動生成する方法はない

か？ 

Ａ：リレーショナルDBから入ることになる。意味の世界や知識は通常は扱われていない。 

Ｑ：セマンティックWebサービス関数は機械同士でやりとりしても使うのは人間なので、知識は

入らざるをえないのではないか？機械の中で閉じないと思われるが？ 

Ａ：知識の問題は未解決である。 

[佐藤 奈穂子] 

 

4.2.6 ビジネス展開 

Web2.0関連の国内におけるビジネス展開の動向について、「Web2.0特に "Web2.0 for Enterprise" 

の国内状況について」というタイトルでメタデータ株式会社の野村直之氏から実施したヒアリングの

内容について紹介する。なお、記載内容は、ヒアリングが行われた平成18年12月６日時点の情報に基

づいており、現時点では状況が異なっている場合がある。 

 Web2.0 for EnterpriseにおけるWebサービスの定義 

Web2.0は、REST（REpresentational State Transfer）などシンプルかつ強固な技術基盤に支え

られている。Web2.0の本質はデータがすべて、それも巨大データだといっても良い。 

Web2.0におけるWebサービスは、下記のように定義できる。 

Webサービスとは： 

 - URIによって識別され、 

 - 公開インターフェースとバインディング情報がXMLで定義・記述され、 

 - これらの情報が別のシステムから検索可能になっていて、 

 - インターネット・プロトコルで伝えられるXML形式のメッセージを使用して、 

 - 事前に定義されたやり方で他のWebサービスとやりとりする 

 - ソフトウエア・システムである。 

（「Web Services Architecture Requirements、W3C Working Group Note 11 February 2004」の
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「1.1 What is a Web service？」を野村氏が翻案） 

 

  国内の代表的なWeb2.0サービス 

Web2.0の国内の代表的なサービス（公開されているAPI）には、リクルートとインプレスグル

ープによるものがある。その他は、国内では、Web2.0を称していても使い方が良くわからないサ

イトが多い、というのが実情である。 

 

  リクルート 

リクルート社では、中古自動車売買情報サービス「カーセンサーラボ.net」、住宅情報サービ

ス「Smatch」、国内旅行情報サービス「じゃらんnet」、就職情報サービス「フロムエー・ナビ」

のコンテンツを2006年６月９日よりWebサービスで順次公開した。  

同社は、サン・マイクロシステムズとともに、2006年６月５日から2006年８月31日までの期

間、両社が提供する開発ツールを使った新しいサービスの開発者向けマッシュアップコンテス

ト「Sun×RECRUIT Mash up Award」を実施した（2007年１月23日から３月12日にMash up 

Award 2ndを実施）。 

マッシュアップコンテストでは、住宅ローンのシミュレーションと不動産情報を組み合わせ

て、ローンの金額から物件を検索させたり、物件情報をGoogle Mapsに表示させたりするなど、

リクルート社からみても面白い発想のものが入賞した。Web2.0の時代には、新しいサービスを

考えて実装するのに、自社でプログラマを抱えるよりもWebサービスとして公開して第三者プ

ログラマの力を利用した方が楽であるという面がある。マッシュアップコンテストは、この第

三者プログラマへの啓蒙の意味が大きい。 

リクルートのビジネスモデルは、ユーザがマッシュアップサイトをクリックすると必ずリク

ルートのサイトを経由して広告主からリクルートへお金が行く仕組みになっている。広告の効

果は、成功報酬型という形で充分捕捉できていると考えられる。 

エービーロードという海外旅行者向けの雑誌が廃刊になったが、Webサービスとしてはコン

テンツが提供されているように、今後は、紙の本の出版はコストが大きいので、紙媒体をやめ

てWebに移行していくようになると考えられる。 

 

  インプレスグループ 

電子書籍に関するデータに関してアクセスするためのWebサービスであり、APIを

http://hon.jpのサイトで公開している。URLにパラメータを追加してhon.jpのサーバーを呼び出

すことで、XMLの形式でhon.jpの電子書籍メタデータのデータベースの内容を取得することが
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できる。提供されるXMLをそのまま利用する以外に、XSLTを指定することで、XMLを自動加

工したり、必要な情報のみを抽出したりすることができる。 

なお、電子書籍の公開では、紙の書籍に付与されているISBNの割り当てをどうするか（紙と

同じにするか、桁数が不足しないか）という課題がある。 

 

  Google Mapsについて 

Webサービスの提供者は、一旦無料でサービスを公開して価値をあげたあとで有料にしていく

という戦略をとることが考えられる。実際に北米ではGoogle Maps for Enterprise が登場してい

る。Google Maps for Enterpriseのサービス内容は無料のものと同じで、保守（動作保障）を行う

点が異なるのみである。利用者は、たとえ有料であったとしても自社で巨大な開発費を費やすの

に比べば元が取れる、と考えている。 

国内でも、Google Earth Pro（有償）を用いて、医者に対する診療圏・開業診療支援のパッケ

ージを販売している例がある。地図データが少し古くても、人手で調査できない範囲の情報が入

手できるという点がGoogle Earth Proが活用されている理由である。APIやサービスは無料のもの

と同じでも、保証品質の違いで付加価値が付けられると考えられる。 

Ｑ．マッシュアップの危険性というのは議論されていないのか？ 

Ａ．すでにマッシュアップ・ウィルスが登場している。ウィルスをばら撒いて、Google Mapsで

ウィルスの伝播状況をチェックしているようなケースもある。 

 

  データとは？ 

データ、メタデータ、コンテンツ、物件（不動産の例の場合）など、種々の言い方がされるが、

Web2.0ではメタデータにおいて、ボキャブラリがマッチするかどうかが重要になってくる。その

ため、Pivot Metadata、Anchor Metadata、Kasugai Metadata、Eyelet(はとめ) Meta Dataなど、

軸となるメタデータを指す名称の提案を検討している。 

Ｑ．分散されたWebサービスとしてデータが別の観点から作成される場合には、メタデータの不

一致は避けられないものではないか。 

Ａ．５％のエラー（不一致）が致命的にならないようにする応用を考えることが重要である。 

Ｑ．オントロジーを利用して、メタデータの不一致を解消しているような事例はないか。 

Ａ．実際には、まだ具体例はない。参考情報として、東大で臨床医学オントロジー研究会でが開

催されており、医療オントロジーが研究されている。 

 



－109－ 

  Creative Commonsについて 

データが中心となるWeb2.0では、著作権の扱いが問題となることがある。DRM（Digital Rights 

Management）的観点では、著作権の考え方は細かすぎて難しい。権利の扱いを簡単にして、分

け前はユーザに評価してもらう、という考え方もありえるはずである。Creative Commonsの活動

では、権利の扱いを機械向け、一般向け、法律家向けに分けて考える。機械向けには、登録者が

設定した①帰属、②非営利、③派生禁止、④同一条件許諾に関する情報を４ビットで表現して扱

いやすくしている。 

 

  “Web2.0 For Enterprise”の仕事のやり方について 

Web2.0で成功するには、ビジネスモデルだけではだめである。ロングテールの本質は、チープ

革命と技術革新である。先行事例を追い求めるだけでは負け組になってしまう。商品は、モノか

サービスに大別されるが、サービスの企画はモノとは異なることを意識する必要がある。サービ

ス業の特性は、リアルタイム性と品質管理である。サービスはその場で（最終）生産され消費さ

れる、ということを意識する必要がある。 

 

参考文献（サイト） 

「Web Services Architecture Requirements、W3C Working Group Note 11 February 2004」： 

http://www.w3.org/TR/wsa-reqs/  

 REST：http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm 

 リクルート・マッシュアップコンテスト 

  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20218427,00.htm 

 リクルート・マッシュアップコンテスト（第２回） 

  http://bic.recruit.co.jp/mashupaward/ 

 hon.jp：http://hon.jp 

 臨床医学オントロジー研究会： http://www.medical-ontology.jp/  

 Creative Commons：http://creativecommons.org/ 

[高山泰博] 
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4.3 Webサービスの利用動向 

本節では、Webサービスの利用動向調査について報告する。本調査では、Programmable Webを使っ

て、Webサービスの種類や人気、組み合わせ方などを分析した。 

 

4.3.1 調査対象「Programmable Web」 

Programmable Web（http://www.programmableweb.com/）は、多くのWebサービス（API）と、それ

らをマッシュアップして（組み合わせて）構築されたWebアプリケーションが、ユーザの手で日々登

録されているポータルサイトである。米国のサイトであるが、日本も含め、各国のものが登録されて

いる。 

このサイト上からWebサービスとWebアプリケーションのデータを収集し、表4.3.1-1に示すような

一覧表を作成した。たとえば、WebアプリケーションgeoTract※は、地図上で友人と出来事や興味を共

有するコミュニティサービスで、Google Maps、geocoder、del.icio.usの３つのWebサービスをマッシ

ュアップしている（構成を図4.3.1-1に示す）。また、各Webサービスにはカテゴリが付与されている。

Google MapsとgeocoderはMappingカテゴリに属し、del.icio.usはbookmarksカテゴリに属している。

このgeoTractは、2006年８月10日に本サイトに登録されている。  

表4.3.1-1 Programmable Webから収集したWebアプリケーションの情報一覧 

Webアプリケー

ション名 

概  要 利用している

Webサービス

Web 
サービスの 

カテゴリ 

登録更新日

geoTract geoTract.com provides a central 
commonplace to share experiences 
and interests in the form of maps 
mashed with chatting, blogs, friends 
lists, favorites lists, and general 
locations. 

Google Maps, 
geocoder, 
del.icio.us 

Mapping, 
Mapping, 
Bookmarks 

2006/8/10 

Clockr Clockr uses random digit images 
from Flickr to display the current 
time. Click on a number to change 
the image, doubleclick it to view the 
full image. Use the mouse wheel to 
cycle through. 

Flickr  Photos 2006/8/9 

 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

※ geoTractのURL：http://www.geotract.com/ 

この一覧表を分析して、Webアプリケーションを構築するにあたって、どのようなWebサービスを

どれぐらいマッシュアップしているかという観点で、Webサービスの利用動向を調査した。データは、

2007年１月15日現在のものを使用した。分析には、富士通研究所で開発されたテキストマイニングツ

ールACCENT[1]
を用いた。 
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図4.3.1-1 Webアプリケーションの例 

 

4.3.2 分析結果 

  WebサービスとWebアプリケーションの総数 

Programmable Webに登録されているWebサービスとWebアプリケーションの総数、および１

日に登録されるWebアプリケーション数の平均は、表4.3.2-1のとおりである。 

 

表4.3.2-1 WebサービスとWebアプリケーションの総数 

総Webアプリケーション数 1,446 

総Webサービス数 358 

１日に登録されるWebアプリケーション数の平均 2.98 

 

また、各Webサービスに付与されているカテゴリは全部で58種類であった。カテゴリの内容を

表4.3.2-2に載せる。表中の「個数」とは、各カテゴリに属するWebサービスの数を示している。 

 

Webサービス

geoTract

Google Maps geocoder del.icio.us

Webアプリケーション

ユーザ
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表4.3.2-2 Webサービスのカテゴリ 

カテゴリ名 個数 概要 カテゴリ名 個数 概要 

Mapping 37 地図 VoIP 3 IP電話 

Reference 23 DBへの参照 Shipping 3 運送 

Music 17 音楽 Recommendations 3 商品などの推薦 

Photos 13 写真 Other Search 3 検索その他 

Messaging 13 ショートメッセージ

サービスなど 

Office 3 オフィス業務 

Bookmarks 10 ブックマーク Games 3 ゲーム 

Widgets 9 ウィジェット Email 3 メール 

Search 9 検索一般 Calendar 3 カレンダー 

Blogging 9 ブログ作成，管理 Storage 2 ストレージ 

Web Search 8 Web検索 Real Estate 2 不動産 

Shopping 8 ショッピング Job Search 2 仕事検索 

Security 7 認証など Internet 2 インターネット 

Retail 6 消費者向け小売 File Sharing 2 ファイル共有 

Financial 6 金融 Fax 2 FAX 

Chat 6 チャット Enterprise 2 CRMなど 

Advertising 6 広告 Auctions 2 オークション 

Tagging 5 タグ自動生成 Spreadsheet 1 表計算 

News 5 ニュース Sports 1 スポーツ 

Media Search 5 マルチメディア検索 Dictionary 1 辞書 

Blog Search 5 ブログ検索 Portal 1 ポータル 

Wiki 4 Wiki Politics 1 政治 

Travel 4 旅行 Payment 1 代金支払 

PIM 4 個人情報管理 Mashup 1  

Medical 4 医療 Food 1 飲食 

Media 
Management 

4 マルチメディア管理 Project 
Management 

1 プロジェクト管理

Feed Aggregation 4 RSSフィード Dating 1 出会い系 

Events 4 イベント情報 Database 1 データベース 

Community 4 コミュニティ Catalog 1 カタログ 

Weather 3 天気 Other 64 その他 

 

  Webアプリケーション１つあたりのWebサービスの数 

Webアプリケーションは、いくつかのWebサービスをマッシュアップして構築されている。Web

アプリケーション１つあたり、いくつのWebサービスが使われているかを分析した。結果を表

4.3.2-3に示す。なお、一部、Webサービス利用の記載のないWebアプリケーション（Webサービ

ス数０）のデータがある。独自のデータベースだけを利用しているもの（それ自身がWebサービ

スであるとも言える）や、記載漏れなどの不備データとみられる。よって、これらは平均値の計
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算では除外し、Webサービス数が１以上のWebアプリケーションを対象に計算した。 

 

表4.3.2-3 Webアプリケーション１つあたりのWebサービス数 

最多 22 

平均 1.58 

 

Webアプリケーション１つあたりのWebサービス数は、最も多いもので22にのぼる。２桁を超

える数のWebサービスをマッシュアップしているタイプのWebアプリケーションは、メタサーチ

型や、個人用ホームページ作成などのプラットフォーム提供型（ユーティリティ提供型Webアプ

リケーション）である場合が多い。それ以外のものとして、地図と天気予報とWebカメラを組み

合わせた天気情報のポータルサイトがみられた。事例として、以下①～③に３つのWebアプリケ

ーションを紹介する。 

 ① Pageflakes 

・ Webサービス数：21 

・ 種類：ユーティリティ提供型Webアプリケーション 

・ URL：http://www.pageflakes.com/ 

自由にカスタマイズ可能なオンラインデスクトップ環境を提供。Webサービスを用いて、メモ

帳、アドレス帳、To Doリストなど、個人用のウィジェットを作成し、ブラウザ上に配置するこ

とができる。また、個人の写真やTo Doリストを一般公開したり、他人と共有することができる。

同様のサービスに、netvibes（http://www.netvibes.com/）がある。 

 

 ②  Blueorganizer 

・ Webサービス数：13 

・ 種類：メタサーチ、タグ付け 

・ URL：http://www.adaptiveblue.com/ 

ソーシャルブックマークやタグ付けのためのFirefoxプラグイン。Webページごとに適当なカテ

ゴリを推薦する機能がついている。また右クリックメニューに、コンテキスト依存型の検索メニ

ューを持ち、たとえば映画のページであると正しく認識されれば、俳優や同じジャンルの映画な

ど、映画関連のデータベースを検索することができる。 

 ③  Weather Bonk 

・ Webサービス数：10 

・ 種類：天気予報 
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Web サービス1個だけでできている

Webアプリケーションが976個ある

22個，21個のWeb サービスを
マッシュアップしているWebアプリ
ケーションは1個ずつしかない

・ URL：http://www.weatherbonk.com/weather/index.jsp 

地図と天気予報とWebカメラを組み合わせたサイト。表示地域上に気温や天気情報を表示する

ほか、Webカメラによる現場の写真を見ることができる。 

 

上記で述べたような多数のWebサービスを使ったWebアプリケーションが存在する一方で、表

4.3.2-3に示したように、Webアプリケーション１つあたりの平均Webサービス数は1.58である。

図4.3.2-1は、縦軸をWebサービス数（N）として、横軸にN個のWebサービスをマッシュアップ

しているWebアプリケーション数（M）をプロットした分布図である。横軸には対数軸を用いて

いることに注意されたい。この図から、ほとんどのWebアプリケーションは、２つ以下のWebサ

ービスで構成されていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2-1 Webアプリケーション一つあたりのWebサービス数の分布 

 

  よく利用されているWebサービス 

Programmable Webに登録されているWebサービス358個（58カテゴリ）のうち、いずれかの

Webアプリケーションで利用実績のあるWebサービスの数は、171個（49カテゴリ）であった。表

4.3.2-4に、Webアプリケーション構築によく利用されているWebサービスのランキングを示す。

表中の「件数」とは、そのWebサービスを利用しているWebアプリケーションの数を示している。 
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表4.3.2-4 Webサービス利用TOP20 

No Webサービス名 URL カテゴリ 件数 

1 Google Maps http://www.google.com/apis/maps/ Mapping 767 

2 Flickr http://www.flickr.com/services/ Photos 153 

3 Amazon  http://www.amazon.com/gp/browse.html/ref=sc_fe

_l_2/103-1644811-9832630?%5Fencoding=UTF8&

node=12738641&no=3435361 

Retail 131 

4 YouTube http://www.youtube.com/dev Media Search 68 

5 del.icio.us http://del.icio.us/help/api/ Bookmarks 65 

5 Yahoo Maps http://developer.yahoo.com/maps/ Mapping 65 

7 411Sync http://www.411sync.com/cgi-bin/developer.cgi Messaging 64 

7 eBay http://developer.ebay.com/ Auctions 64 

9 Yahoo Search http://developer.yahoo.com/search/ Web Search 56 

10 Microsoft 
Virtual Earth 

http://dev.live.com/virtualearth/default.aspx?app=v
irtual_earth 

Mapping 55 

11 Google Search http://code.google.com/apis/ajaxsearch/ Web Search 46 

11 Yahoo 

Geocoding 

http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/geocode.

html 

Mapping 46 

13 Technorati http://developers.technorati.com/wiki Blog Search 29 

14 Yahoo  

Image Search 

http://developer.yahoo.com/search/image/V1/image

Search.html 

Web Search 22 

15 Trynt http://www.trynt.com/trynt-contextual-term-extracti
on-api/ 

Other 20 

16 Yahoo 

Local Search 

http://developer.yahoo.com/search/local/ Web Search 18 

17 Upcoming.org http://upcoming.org/services/api/ Events 17 

18 Last.fm http://www.audioscrobbler.net/data/Webservices/ Music 16 

18 Yahoo  Term 

Extraction 

http://developer.yahoo.com/search/content/V1/ter

mExtraction.html 

Web Search 16 

20 geocoder http://geocoder.us/help/ Mapping 15 

20 Windows  
Live Search 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb251794.
aspx 

Search 15 

 

この表から、Googleの地図サービスGoogle Mapsの利用が圧倒的に多く、半数以上のWebアプ

リケーションで用いられていることがわかる。 

Google Mapsの使われ方について、Webアプリケーションの事例を調査した。まず、Google Maps

だけを使って作られているWebアプリケーションを見てみる。これらは、独自に持っている（Web

サービスとしてリリースされていない）データと地図情報を組み合わせたアプリケーションであ

る。以下の①～③に３つの例を紹介する。 
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 ①  The Found Bin 

 ・ URL：http://www.thefoundbin.com/ 

紛失物の探索支援を目的としたコミュニティサイト。ペットや貴重品等の紛失物をあるユーザ

が登録すると、このサイトを見た他のユーザがその紛失物の探索を手伝ってくれる。紛失物のリ

ストは、Google Maps上に表示される。 

 

 ②  Golf Finder 

 ・ URL：http://www.golf-finder.net/ 

ゴルフに関する情報検索サイト。世界中のゴルフ場や近郊のホテル、ゴルフサークルの場所を

Google Maps上に表示する。 

 

 ③  The 7 Wonders of the US 

 ・ URL：http://7wonders.usa.googlepages.com/home 

アメリカ国内の７不思議に関する情報検索サイト。アメリカ内の地域を指定すると、その地域

の７不思議が存在する場所をGoogle Maps上に表示する。 

 

次に、利用ランキング上位である、Amazon（Eコマースサービス）やFlickr（写真共有サービ

ス）とGoogle Mapsの組み合わせを調べた。まず、Google Maps＋Amazon型では、ワイナリーや

雑貨などの趣味の店のマップに、購入サイト（Amazon）へのリンクを結びつけたものが多かっ

た。それ以外では、中古品出品者の地域情報と地図を結びつけ、近隣の購入希望品を探すものや、

Amazonのウィッシュリストを用いて、個人の嗜好と地理上の所在を結びつけた実験サイトなど

が見られた。一方、Google Maps＋Flickr型では、人手もしくは携帯GPS情報などを元に写真に地

理情報を付与して地図上に表示させるサービスが典型的であった。上記Webアプリケーションの

例を、以下のi）～ⅳ）に紹介する。 

 

 ⅰ）Velyoo Local Marketplaces 

・ 種類：購入サイト＋地図 

・ Webサービス：Google Maps + Amazon + eBay + hostip.info 

・ URL：http://www.velyoo.com/ch/motorraeder/in_meiner_naehe_7341.aspx 

オークション出品者の地域情報を用いることで、購入希望品を近くで売っている人を探すこと

ができ、配送料・時間を削減できる。このタイプのものとして、他にWii Seekerや、PS3 Seeker

等がある。 
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 ⅱ）Banned Books 

・ 種類：嗜好情報＋地図 

・ Webサービス：Google Maps + Amazon + Ontok 

・ URL：http://www.applefritter.com/bannedbooks 

Amazonのウィッシュリスト情報を用いて、特定の嗜好を持つ人物の居場所を解析する様子を

紹介している。ウィッシュリストは通常公開しなければ他人に見られることはないが、名前を用

いて検索することができる。これによって、たとえば危険な思想に偏っている人物の住所を調べ

たりすることが可能と述べている。 

 

 ⅲ）Fotoland 

・ 種類：写真＋地図 

・ Webサービス：Google Maps ＋ Flickr   

・ URL：http://www.fotoland.us/ 

地図上のタグをクリックすると、Flickrの写真を取り込んで表示することができる。自分で新

たにタグを用意し、写真を追加することも可能である。FlickrとGoogle Maps上を自由に行き来す

ることができる。 

 

 ⅳ）HeadlineMap 

・ 種類：ニュース＋写真＋地図 

・ Webサービス：Google Maps ＋ Flickr 

・ URL：http://www.headlinemap.com/ 

地域のニュースをGoogle Mapsとリンクして表示。国別にニュースを見ることができる。また、

タグ付けされた地域の写真をFlickrからダウンロードし表示できる。 

 

さらに表4.3.2-4を見ると、Google、Yahooともに地図と検索のWebサービスを出しているが、

地図サービスにおいては、Google Maps 767件 に対しYahoo Mapsは65件と、Googleが大きく優

勢である。Google Maps は、関連書籍もたくさん出ており（Amazon.co.jpで検索すると、Google 

Maps関連の書籍は10冊、 Yahoo Maps 関連の書籍は1冊であった）、Webアプリケーション作成

者にとって、最も使いやすいWebサービスのようだ。一方、検索サービスでは、Google Search 46

件に対し、Yahoo Search 56件で、Yahooの利用が多い。Yahoo Searchの方が１日の利用制限がゆ

るい（Yahooは１日５万回、Googleは１日1000回）ことが一因とも考えられる。 
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図4.3.2-2 Webサービス利用の分布 

表4.3.2-5 Webサービス利用TOP10（カテゴリ） 

No． カテゴリ 件数 

1 Mapping 891 

2 Photos 158 

3 Retail 141 

4 Web Search 126 

5 Media Search 73 

6 Messaging 67 

7 Bookmarks 65 

8 Auctions 64 

9 Music 31 

9 Search 31 

 

また、図4.3.2-2は、縦軸をWebアプリケーション数（N）として、横軸にN個のWebアプリケ

ーションで利用されているWebサービスの数（M）をプロットした分布図である。縦軸・横軸と

も対数軸を用いている。この図から、主要なWebサービス数個に利用がぐっと偏り、どのWebア

プリケーションでも使われていないWebサービス、１個や２個のWebアプリケーションでしか使

われていないWebサービスが大半を占めていることがわかる。 

さらに、カテゴリで見たWebサービスの利用ランキングを、表4.3.2-5に示しておく。Otherカ

テゴリはランキングから除外した。 
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767個のWebアプリケーションで

使われる大人気Webサービス
は1個（Google Maps）だけ

1，2個のWebアプリケーショ
ンでしか使われていない
Webサービスが86個ある

使われていないWeb
サービスも187個ある
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  Webサービス利用の時系列変化 

Webサービス利用の時系列変化を図4.3.2-3に示す。横軸が各Webサービスを利用しているWeb

アプリケーションの登録更新日、縦軸がWebアプリケーションの数（累積数ではなく、その月の

登録数）である。なお、2007年１月分はデータが半月分であるため、本グラフからは除外している。 

この図によれば、これまで見てきたようにGoogle Mapsの利用がきわだって多い。その他のWeb

サービスの利用動向を見やすくするため、同じデータを使って、図4.3.2-4のグラフを作成した。

横軸に主要Webサービスを10個並べ、縦軸は月ごとの割合で色分けしている。この図4.3.2-4を見

ると、Google Maps、Flickrを使ったWebアプリケーションは、毎月安定した数のリリースがある

ことがわかる。YouTubeは、2006年２月にWebサービスとして登録されて以降、これを利用した

Webアプリケーションが少しずつ登場し始め、2006年９月から急激に量が増えている。Yahoo 

Mapsは、2005年は多かったがだんだん減っていく傾向がみられる。Virtual Earthはなぜか、2005

年2006年とも11月に増えるが、理由は不明である。 

同様に、時系列変化をWebサービスのカテゴリ別に見たものを図4.3.2-5、図4.3.2-6に示して

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2-3 Webサービス利用の時系列変化（各月のWebアプリケーション登録数） 
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図4.3.2-4 Webサービス利用の時系列変化（月別の利用数の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2-5 カテゴリ別Webサービス利用の時系列変化（各月のWebアプリケーション登録数） 
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図4.3.2‐6 カテゴリ別Webサービス利用の時系列変化（月別の利用数の割合） 

 

 Webサービスの組み合わせ 

次に、個々のWebサービスの特徴ではなく、Webサービスの組み合わせに特徴が見られるかを

分析した。図4.3.2-7に、バネモデルで表現したWebサービス間の関連性を示す。各ノードがWeb

サービスを表しており、Webサービス間の線は、同じWebアプリケーションでマッシュアップさ

れたという共起関係を示している。特徴的な共起関係であるほど太い線でつながっており、これ

らの線の交差が少なくなるよう配置している。また、図中では、利用ランキングの上位３つであ

ったGoogle Maps、Flickr、Amazonの３つのノードを○印で囲んである。 

これを見ると、Google MapsとFlickrが中心的なハブの役割をしており、この2つの組み合わせ

が最も目立つ。続いて、Google MapsとYahoo Geocodingの組み合わせが強い。その他、Flickr

とAmazon、 Flickrとdel.icio.us、FlickrとYouTube、Google MapsとeBay、AmazonとTechnorati、

FlickrとYahoo Search、Google Mapsとgeocoderといった組み合わせが特徴的である。異種のWeb

サービスの組み合わせだけではなく、Yahoo SearchとGoogle Search、Yahoo MapsとGoogle Maps

といった同種のWebサービスの組み合わせも目立つ。 

なお、Yahoo Geocodingとgeocoderは、地名を入力すると緯度経度を返すものであり、Mapサー

ビスと他のサービスを組み合わせるインタフェースとして機能している。 
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図4.3.2-7 マッシュアップによるWebサービスの関連性 
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続いて、組み合わせて作られたWebアプリケーションの事例を見る。Google Maps と他のWeb

サービスを組み合わせたWebアプリケーション事例についてはで紹介したので、ここではFlickr

とAmazonの組み合わせを見てみる。この組み合わせでは、音楽やアニメ等に関する写真や商品

をまとめて検索できるWebアプリケーションが多い。以下に一例を挙げる。 

 

 ○MusicPortl 

・URL：http://www.musicportl.com/ 

・Webサービス：Flickr + Amazon + Last.fm + MusicBrainz + Ontok + Technorati + YouTube 

音楽やミュージシャンに関するAmazonの商品やFlickrの写真、YouTubeの動画を一括して検索

できるサイトである。 

 

また、Webサービスのカテゴリ間の関係をみたものを図4.3.2-8に示しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.2-8 マッシュアップによるWebサービスの関連性（カテゴリ） 

 

一方、図4.3.2-9と図4.3.2-10は、Webアプリケーションの内容の類似性で見たWebサービス同

士/Webサービスのカテゴリ間の関連性を示す図である。利用の多いWebサービスを対象に、その

Webサービスが使われているWebアプリケーションの概要説明文中の単語の共起で関連付けてお
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り、関連単語（媒介となっている単語）をあわせて表記している。なお、□が付いているノード

はWebサービス、■が付いているノードはWebサービスのカテゴリ、何も付いていないノードは

単語である。 

これを見ると、たとえばFlickrとdel.icio.usは「tag」という単語で関係付けられていることがわ

かる。Flickrは写真共有サービスであり（ノード周辺にはphotoやimageといった単語がある）、

del.icio.usはソーシャルブックマークサービスであるが（social、bookmarkなどの単語が見られる）、

両方とも、ユーザ間の情報共有のためのタグ付け機能を持っている。この２つは、内容的な関連

性に加え、前述のように、実際にWebアプリケーション内でマッシュアップされることも多い組

み合わせである。 

また、EVDBとUpcoming、Google Calendarは「event」という単語でつながっている。EVDB

とGoogle Calendarはソーシャルカレンダー、Upcomingはイベント関係のSNSであり、イベント

を扱うという点で内容的に近いWebサービスであると考えられる。このように、ある単語を媒介

にしてつながっているWebサービスは、マッシュアップして使える可能性を秘めていると言えよ

う。 
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図4.3.2-9 関連単語を媒介にしたWebサービスの関連性 
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図4.3.2-10 関連単語を媒介にしたWebサービス（カテゴリ）の関連性 
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 概要文に基づくWebアプリケーションの分類 

ここでは、利用しているWebサービスの観点からではなく、Webアプリケーション概要説明文

の類似性で見て、Webアプリケーションの分類を行った。 

各Webアプリケーションの概要文に含まれる単語を素性として、Webアプリケーションをクラ

スタリングしたところ、13のクラスタが生成された。表4.3.2-6に、それぞれのクラスタに分類さ

れたWebアプリケーションの数を示す。C-01～C-13は各クラスタの番号を表している。なお、今

回のクラスタリングでは、１つのWebアプリケーションが複数のクラスタに属する可能性があり、

各クラスタに属するWebアプリケーションを合計しても、Programmable Webに登録されている

Webアプリケーション数の合計とは一致しない。 

 

表4.3.2-6 各クラスタに分類されたWebアプリケーションの数 

クラスタ番号 
クラスタ内のWeb 

アプリケーション数

C-01 70 

C-02 117 

C-03 97 

C-04 88 

C-05 126 

C-06 133 

C-07 98 

C-08 257 

C-09 88 

C-10 140 

C-11 106 

C-12 130 

C-13 124 

 

生成された各クラスタ間の関係性を、関連単語、および用いているWebサービスのカテゴリを

媒介として表示したものを図4.3.2-11に示す。図の中で、■C-01から■C-13と書かれているノー

ドが各クラスタであり、その他の■付きのノードがWebサービスのカテゴリ、■なしのノードが

関連単語である。 
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図4.3.2-11 関連単語・Webサービスのカテゴリを媒介にしたクラスタ間の関係性 
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図4.3.2-11から、各クラスタに関して以下のことが読み取れる。 

・C-01、C-13は検索関係のクラスタである。またC-13はRSSフィードやウィジェットの要素

を含んでいる 

・C-02、C-04、C-06、C-10、C-11、C-12は地図関係のWebアプリケーションが属している。

さらにいえば、C-04は地図情報と不動産情報を組み合わせたWebアプリケーションのクラス

タ、C-11は地図情報とレストランなどの情報を組み合わせたWebアプリケーションのクラス

タといえる。 

・C-03はe-mail、WAP、SMSなどと関連しておりメッセージング関係のクラスタであるといえ

る 

・C-05、C-07はFlickrやphotoと関連しており写真関係のクラスタであるといえる。さらにC-05

はvideoやMedia Search、YouTubeと関連しており、映像関係のWebアプリケーションも多く

含まれるクラスタである。C-07はshareと関連しており、写真の中でもファイル共有関係の

Webアプリケーションの属するクラスタといえる 

・C-08はAmazon、price、book、shopなどと関連しておりショッピング関係のクラスタである

といえる。 

・C-09はeBay、provideと関連しておりオークション関係のクラスタといえる 

 

各クラスタの詳細内容については、4.3.3項の資料を参照してほしい。 

 

 分析結果のまとめ 

最後に、 ～ の分析結果を通じて見えてきた現在のWebサービスの動向をまとめる。 

 

358個（58カテゴリ）のWebサービスのうち、Google Maps（地図サービス）の人気が飛びぬけ

て高く、全体の半数以上（767個／1446個）のWebアプリケーションで利用されていた。また、１

つのWebアプリケーションあたり、平均1.58個のWebサービスをマッシュアップしていた。マッ

シュアップという言葉からは、複数のWebサービスの組み合わせをイメージするが、実際には１

～２個のWebサービスしか利用していないものが大半であり、個別の情報とGoogle Mapsを組み

合わせたシンプルなタイプが現在のWebアプリケーションのトレンドと言える。一方で、Webサ

ービスの組み合わせやすい性質を活かして、20個以上のWebサービスをマッシュアップしている

大きなWebアプリケーションも存在するが（Pageflakesなど）、まだまだ少数派のようである。 

 

Google Maps以外では、Flickr、Amazon、del.icio.us、YouTube、Yahoo Searchなどがよく利用
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されており、また、Webサービスの組み合わせをみたときにハブの役割をしているという意味で

も、コアなWebサービスと言えそうである。 

これらのWebサービスを見ると、  

・地図や商品情報など作成コストの高いコンテンツを持つものは圧倒的な強さを誇る 

・画像、動画が流行している（コンテンツのマルチメディア化） 

・検索は基本機能として欠かせない（コンテンツあるところに検索あり） 

・コミュニティ（共有）の要素も重要 

ということがわかり、強いWebサービスの条件として浮かび上がってきた。 

 

Webサービスの組み合わせを分析すると、マッシュアップの方法には、Google Maps＋Flickr

（写真共有サービス）のような異種のサービスを組み合わせる形態と、Google Search＋Yahoo 

Searchのような同種のサービスを組み合わせる形態があった。前者は、組み合わせることによっ

て新たな価値を生み出すことが期待され、後者は、あるサービスの網羅性を高めることでユーザ

の利便性を向上させる試みである。その双方ともに、Webサービスをマッシュアップして構築す

るWebアプリケーションの価値であると言えよう。 
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4.3.3 資料 

4.3.2 で述べた、WebアプリケーションのクラスタC-01～C-13の詳細を示した図である。それぞ

れのクラスタ内で特徴的なWebサービス（□のノード）、カテゴリ（■のノード）、単語（印のないノ

ード）の関連性を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-1 クラスタC-01 
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図4.3.3-2 クラスタC-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-3 クラスタC-03 
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図4.3.3-4 クラスタC-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-5 クラスタC-05 
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図4.3.3-6 クラスタC-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-7 クラスタC-07 
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図4.3.3-8 クラスタC-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-9 クラスタC-09 
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図4.3.3-10 クラスタC-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-11 クラスタC-11 
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図4.3.3-12 クラスタC-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3-13 クラスタC-13 
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１） 渡部勇ほか：単語の連想関係によるテキストマイニング、情報処理学会 研究会報告 FI-55-8 
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 [志賀 聡子] 

 

 

4.4 Webサービス関連技術の研究動向 

 

Webサービス技術に関する主要な国際会議であるICWS（International Conference on Web Services）

において発表されたResearch Sessionの発表論文タイトルを収集し、タイトルに出現するキーワードを

使って分析を行い、Webサービス関連技術の研究動向を調査した。Web全体に関する主要な国際会議

WWW（International World Wide Web Conference）ではWebサービスに関するセッションが一部であ

るのに対し、ICWSはWebサービスだけに特化しており、Webサービスの研究動向を調査するのに適

していると判断した。調査対象はこの会議が始まった2003年から2006年までに同会議で発表された論

文234本、まだ会議が４回しか開催されていないが、可視化されたデータから見えてくるWebサービス

関連技術の研究トレンド、およびその経年変化について言及する。なお、本調査において、分析には

富士通研究所で開発されたテキストマイニングツールACCENT[1]
を利用した。分析前処理として、キ

ーワード抽出の際に“the”や“what”等の特徴を示さない語をストップワードとして除去し、活用形

や複数形は標準形に統一し、略語以外の大文字は小文字に変換している。また、調査対象の性格上

“web service”は１語として扱っている。 

 

 経年キーワード変化 

データを各年に分割し、年別の出現キーワードの割合で評価した。割合の大きいキーワードは

その年のトレンドを示す特徴キーワードとみなすことができる。出現割合の大きいキーワードに

ついて年別グラフで表現したのが図4.4-1である。 
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図4.4-1 年別特徴キーワード割合 

このグラフにおいて、“application”、“management”といったキーワードが2003年に頻出してい

ることから、本会議が始まった2003年頃のWebサービスに関する研究トレンドがWebアプリケー

ション、データやワークフローの管理にあったことが想像できる。これらは年を経るに従って減

少傾向にあり、一方、2006年は“composition”、“semantic”、“discovery”、“workflow”といった2003

年には出てこなかった、もしくは目立たなかったキーワードが頻出していることがわかる。最近

は、Webサービスの自動連携、軽量なデザインフレームワークに研究トレンドが移ってきており、

数年の間にも、研究トレンドが変化していることがわかる。 

 

 キーワード間の関連性における傾向 

次に、キーワード間の関連性における傾向を得るために、出現頻度の大きいキーワードについ

て、キーワード間の共起度を用いて可視化し、評価した。以降の図は、出現頻度の大きいキーワ

ード間の関連を、バネモデルを用いて可視化して表現している。図4.4-2は2003年～2006年全体、

図4.4-3は2003年単独、図4.4-4は2004年単独、図4.4-5は2005年単独、図4.4-6は2006年単独の高

頻度キーワードに対しての関係分布図である。論文タイトル中に共起することが多いキーワード

間には太いリンク線が張られており、これらのリンク線の交差が少なくなるように配置している。

リンク線が多数でているキーワードは、多数の共起語を持つハブ的な用語とみなすことができよ
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う。以下、４年間全体と、各年毎にWebサービス技術関連研究について考察する。 

図4.4-2は、2003年～2006年全体における高出現頻度キーワードの関係分布図である。４年間

のトータルでみると、左下部の“composition”を中心とするクラスタ、左上部の“integration”

を中心とするクラスタ、中心やや右よりの“management”を中心とするクラスタ、右の“process”

を中心とするクラスタに大別できそうである。それぞれを構成するキーワードを加味すると、こ

こ４年間のWebサービス技術の研究動向のトレンドは、「Webサービスの自動連携」、「事例研究

や動的データを用いたサービス統合環境」、「ワークフローやフレームワークの管理」、「ビジネス

プロセスモデル」にあると捉えることができそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4-2 キーワードの関係分布図（2003～2006全体） 

 

次に年別に分析する。図4.4-3は、2003年単独の高出現頻度キーワードの関係分布図である。

“service”を中心とした放射線状の一つの大きなクラスタを形成しているように見える。部分ク

ラスタとしては、“workflow”、“management”、“system”、“application”、“process”といったキーワ

ードがハブになったものが見受けられ、これらがWebサービス技術研究の主な対象となっていた

と考えられる。 
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図4.4-3 キーワードの関係分布図（2003年） 

 

図4.4-4は、2004年単独の高出現頻度キーワードの関係分布図である。2003年に比べると、各

クラスタが独立傾向にあることがわかる。その中で、“dynamic”、“discovery”、“composition”とい

ったキーワードがハブになっており、そこから「動的データを扱う技術」「peerの発見」「Webサ

ービスの発見」「Webサービスの自動連携」「grid on web service」などがこの年の主な研究対象で

あったことがわかる。 
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図4.4-4 キーワードの関係分布図（2004年） 

 

図4.4-5は、2005年単独の高出現頻度キーワードの関係分布図である。この年は、発表論文数

が43と減少した年でもあり、高頻度のキーワードが少ない。その中で、キーワード“composition”

は高頻度を保っており、「Webサービスの自動連携」はこの年も中心的な研究対象であったことが

わかる。 
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図4.4-5 キーワードの関係分布図（2005年） 

 

図4.4-6は、2006年単独の高出現頻度キーワードの関係分布図である。左の“semantic”、

“composition”、“discovery”といったキーワードが属するクラスタ、右上部の“matchmaking”、

“automatic”、“web service”といったキーワードが属するクラスタ、右下部の“lightweight”、

“design”、“workflow”、“framework”といったキーワードが属するクラスタに大別できそうであ

る。それまでのトレンドである「Webサービスの自動連携」、「Webサービスの発見」に加え、「Web

サービスの検索」や、「軽量なワークフローデザイン、フレームワークデザイン」に研究対象が広

がってきていると考えられる。また、“BPEL”（Business Process Execution Language for Web 

Services）、“BPMN”(Business Process Modeling Notation)、“OWL-S”(OWL-based Web service 

ontology)、“QoS”(quality of service)などの規格を表わす略語キーワードが目立つのもこの年に特

徴的である。 
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図4.4-6 キーワードの関係分布図（2006年） 

 

[参考文献] 

１）渡部勇,三末和男、“単語の連想関係によるテキストマイニング”、情報処理学会研究会報告、FI-55、

pp57-64(1999). 

 [佐藤 奈穂子] 

 

 



－145－ 

4.5 Web2.0 Summit 参加報告 

 

本節では、2006年11月７日から９日の３日間、サンフランシスコにて開催された第３回のWeb 2.0 

Conference（後に Web2.0 Summit に改称）について報告する。 

 

4.5.1 はじめに 

Web2.0 Conference／Summit は、最新のインターネット技術とビジネスを紹介し、Webがビジネ

スをどう変えていくかを議論する場として、“Web 2.0”というキーワードを提唱したO'Reilly が主催

する会議である。 

インターネットが実世界において確固たる位置を占めるようになって以来、伝統的なビジネスモデ

ルにのっとらない新しい企業やサービスが次々と生まれてきている。この会議は、数多くのビジネス

リーダーが討論やプレゼンテーションを行い、Webの将来について議論する場を提供することを目的

の一つとしている。また、技術者とビジネスリーダーの接点を見つける場として活用されることも意

図している。 

今回の調査においては、Webサービスの最新技術のうち今後有力なものを洗い出すとともに、企業

がWebサービスをどうビジネスに結びつけているか（結びつけようとしているか）についての報告を

見聞きすることにより、インターネットビジネスの今後の動向を探ることを目的とした。 

会議では、大手インターネット関連企業の経営陣によるスピーチやパネルディスカッションを聴講

して動向を探ることとした。また、ベンチャー企業を含む参加各社による自社技術プレゼンを聴講し

て最新技術を把握することに努めた。 

 

4.5.2 概要 

Web2.0 Conference は、2004年に第１回が開催され、今年で３回目となる。企業のビジネス／テク

ニカルリーダーやキャピタリストなどが語る様々なセッションを抱えており、内容も多岐に渡った会

議であるが、特に今回は技術よりもビジネス寄りに構成されていた。2007年４月（15日～18日、サン

フランシスコ、Moscone Center）にWeb2.0 Expo が開催されることになっており、展示も含めて技

術寄りの内容はそちらでカバーする意向のようである。そのこともあって、本会議は会議名称が“Web 

2.0 Conference”から“Web2.0 Summit”に変更され、イベント的な性格の強いものとして位置づけ

られている。 

主催者からの発表によると、今回の参加者は約750人であり、一方で参加を断った人数は5,000人に

上るという。参加費が非常に高額である（$3,000以上）ことも考えあわせてこの集客力をみると、本

会議はWebビジネスに関連する世界最大のイベントとして定着しつつあると言えよう。 
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本会議の参加は招待者のみに認められ、まずは前回の参加者が優先して招待され、新規の参加希望

者は“invitation request”をして待つ、という形式であった。ただ、新規参加者の招待も、なるべく幅

広くいろいろなところから来てほしいとの意向などから意図的に選別されたようである。今回は、ス

ピーカーも日本（Six Apart Japan, Technorati, Creative Commons などでの活動で知られる伊藤穣一

氏）、中国（Alibaba.comのJack Ma氏）、韓国（CyworldのHyun-Oh Yoo氏）からも招いており、国際

的なイベントに広げていこうとの目論見もあったようだ。 

Program Chairは、「ザ・サーチ グーグルが世界を変えた」の著書で昨今特に有名なJohn Battelle

氏とWeb 2.0 の概念の提唱者であり会議の主催者の一人でもあるTim O' Reilly氏で、この２人がビジ

ネスリーダーを呼んでの対談セッションではインタビューアをつとめた。 

今年度のテーマには “Disruption＆Opportunity“ が掲げられていた。今やWebはプラットフォー

ムとなりつつある。その影響により従来のビジネスモデルの崩壊がいたるところで見られるようにな

ってきたが、そこにこそ新たな機会が生まれる。そのチャンスを活かそうとしている新興企業や投資

家、それにとどまらず、うまく立ち回ろうとしている既存の企業にも注目したい、という意図による

設定である。 

スポンサーは以下のような企業であった。 

 - AOL, hakia(以上Diamond Sponsors) 

 - Fast, IBM, Yahoo!(以上Platinum Sponsors) 

 - About.com, Adobe, Ask.com, Etelos, Fenwick & West LLP, Level 3, Windows Live(以上Gold 

Sponsors) 

 - Accenture, Fox Interactive Media, Laszlo, Nokia, Google, Sun Microsystems, Six Apart, など(以上

Silver Sponsors) 

 - Amazon Web Services, Answerbag, Intel, など(以上Bronze Sponsors) 

一般にはWeb 2.0 企業の最たるものと見なされている Google や Amazonがスポンサーとして前

面に出てこなかったのは意外であった。会議自体のイベント性が強くなっているので、すでに十分に

Web 2.0企業として知名度の高い企業よりも、例えばDiamond Sponsorになっているhakia（独自の検

索エンジンを開発したベンチャー企業）のように、今後このポジションで認知されたい企業の宣伝の

意味が強いスポンサーシップと目されているせいではないかと思われる。 

日本からの参加者は10人～15人程度で、おおよそ、大手企業は動向調査、ベンチャーキャピタルは

投資先検討、ベンチャーはイベントを刺激に、という意図での参加のようであった。他に取材のため

プレスからの参加や、現地でベンチャーを起こしている日本人の方の参加もあった。 

会場はダウンタウンのPalace Hotelの１～２Fで、ワークショップは２Fのやや小さめの部屋、対談

などが行われる一般セッションは１Fの大会場（Ballroom）を使って行われた。 



－147－ 

初日の夕刻まではワークショップが平行で４つから６つ程度（ただし、うち２～３は企業スポンサ

ーによる自社宣伝を兼ねたもの）行われた。初日の午後に選ばれたベンチャー企業のプレゼンが行わ

れるLaunch Pad（去年実施された企画で、好評であったため今年も実施）が行われた。その後は大会

場でほぼ全員を集めての一般セッションとなっていた。またスポンサーによる常設展示にはセッショ

ンの合間に説明員がついていて見学することができた。 

Launch Padはかなり400～500人程度収容できる大きな会場で実施されたにも関わらず、壁際と後ろ

では立ち見、通路にも座り見と、完全に満員の状態であった。残念ながら、２時間弱の間に13社が入

れ替わり立ち代わりプレゼンを行うためか説明が十分にできなかったり、共通に利用していたPCのセ

ッティングを変更されたりしてプレゼンがすぐに開始できず間延びしてしまったり、大会場のため画

面表示がみづらかったり、今回このセッションはあまり段取りがうまくいっていない感があった。 

ワークショップも大き目の部屋では余裕があったが、例えば、私の聴講した“Future of Video”の

ワークショップが行われた部屋はあまり大きくなく、やはりこれも立ち見・座り見状態であった。 

また、インターネット上の動画への関心の高さを示すかのように、“Shorts2.0”という企画が用意さ

れていた。これは、公開されている投稿ビデオの中から厳選したものを、セッションの合間や別室で

流すというものである。自作ビデオのオリジナリティや質の高さに感心させられるものが多く、会場

でも好評であった。 

３日間とも８時半から17時半～18時ぐらいまでセッションがあり、その後も展示を見ながらのレセ

プション、食事会の間にもゲストが出てきてトークありと、朝から晩までみっちりと濃いスケジュー

ルとなっていた。もちろん、ランチや休憩時間にもそこかしこで自己紹介から始まる情報交換が行わ

れていた。 

公式サイトは http://www.web2summit.com/ であり、ワークショップや一般セッションでのいくつ

かのプレゼン資料も同サイトからダウンロードできる。また今回からの試みとして、会議終了後に対

談のPodcastが順次公開が実施されており、音声ファイル、動画ファイル、トランスクリプションが誰

でもダウンロードできる。同サイトのConversationsのリンク（http://www.web2con.com/pub/w/49/conver 

-sations.html）からアクセス可能である。他に、Newsやブログに掲載された情報のリンクや、Shorts2.0

で紹介されたビデオへのリンクもまとめられている。公式写真はFlickrで（Creative Commons により

著作権の一部権利留保で）公開されており（http://www.flickr.com/photos/x180/sets/72157594364682237/ 

本サイトからのリンクあり）、会議の雰囲気を伝えているので興味のある向きは一見されたい。 

 

4.5.3 感想 

アメリカではWeb2.0の盛り上がりのピークは過ぎたが、下り坂になったのではなく、それは当たり

前としてどうビジネスするかという話がメインになりつつあるように見受けられた。あえて言うなら



－148－ 

少し揺り戻し感もあるような気がする。 

Web 2.0 の定義や概念を特に意識することもなく、Webでビジネスを起こそう、という集まりだと

考えればわかりやすい。その意味では、日本でもそうだが「～2.0」と名づけて新しさをアピールする

という構図は今しばらく続きそうだ。 

新しい画期的なビジネスモデルについての言及はなかった。しばらくは広告を中心としたビジネス

モデルが続くものと考えられる。 

今回の会議で注目すべきキーワードとしては「プラットフォーム」と「オープンデータ」が挙げら

れるだろうか。「プラットフォーム」については Amazon, Yahoo の発言と今後の活動が気になると

ころである。「オープンデータ」については、MySQL, SixApart などの発言を参考にした。 

ソースに加えてデータもオープンになっていくことにより、プラットフォームを提供する少数のネ

ット大企業のみが繁栄することになる可能性も否定できない。新興企業は、既に成功を収めて一歩先

に進んでいる、プラットフォームを押さえている企業に対して費用を払うという仕組みができあがっ

てしまうかもしれない。 

 

4.5.4 会議の今後 

前回も参加した聴衆から少し話を聞いてみたところ、以前よりも参加者の熱意が薄れているように

思う、というコメントが何人かから帰ってきた。セッションの質疑応答やセッション外でのやり取り

が今回はあまり活発ではないということのようだ。本会議はイベントとして定着し、落ち着いてきた

ことを意味しているのかもしれない。そのような活発なやり取りは、本稿掲載時には終わっているは

ずのWeb2.0 Expo に引き継がれることになると思われる。 

今回の本会議への応募が多かったせいか、もっと人が集まりそうだという感触を得て、より多くの

聴衆にアクセスできるようにWeb2.0 Expoを企画したということらしい。Web2.0 Expoは 5-track の

セミナー／ワークショップ＋展示になるもようである。起業家と投資家やbusiness development 

executivesをつなぐ場として活用してもらいたいという意図もあるようだ。 

また、本会議自体もWebがビジネスをどう動かしていくかという話題を中心に、2007年にも開催さ

れる予定である。 

 

4.5.5 ワークショップ紹介 

以下にいくつかのワークショップを取り上げて紹介する。 

・The Next Internet Infrastructure 

SNSやビデオ投稿サイトが“infrastructure（基盤）”としての位置を築きつつあるが、次世代のイ

ンターネットには他にどのような基盤たるべきものが考えられるか、についてのパネルディスカッ
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ションが行われた。司会を務めた Broadband Mechanics の Marc Canter氏は、すべてのものが共

有できるようにすべき、という方向を強く支持する意見を表明しつつ議論全体を引っ張っていた。

また、同氏はAmazon EC2（Elastic Computer Cloud）を基盤として高く評価するとコメントされて

いた（AmazonからはJeff Barr 氏がパネラーの１人として参加していた）。他には、ID system の共

有に関して、Yahoo! の Chad Dickerson 氏が、ワンストップ認証サービスに類した構想について

説明された。以前にも類似の試みはあったが、多くのユーザを抱えている今のYahoo!であれば、そ

れを構想だけでなく現実のものとできる、という趣旨の発言が聞かれた。 

・Advertising 2.0 

About.com がスポンサーとして主催したセッション。インターネット広告に見られるような個人

向け広告に関連して、今後は個人が読みたいものをコンテンツと広告を明確に区別せず提供するよ

うな形態に徐々に移行していくのではないか、との言及があった。 

・Future of Video：We Just Wanna Watch, Or Do We?  

Dabble のMary Hodder 氏がChairで、Grouper NetworksのJosh Felser氏、JumpcutのMike Folgner 

氏、BrightRollのTod M. Sacerdoti氏をパネラーに迎えてのセッション。 

Video 1.0は見るだけだったが、ブロードバンドに慣れ、当たり前のようにビデオをオンラインで

見ることができるようになった今、来るべきVideo 2.0では、remixing, online editing, arranging, 

playlisting, searchingが要求されるようになるという趣旨で自社サービスの紹介が行われた。一般の

ユーザがパワーユーザになるためには何が必要か、オンデマンドスタイルで自由にコンテンツをコ

ントロールしたりアクセスしたりするためには何が障害となっているか、などの観点での話も聞か

れた。 

Jumpcut (http://www.jumpcut.com/) は動画をオンラインで編集できるサイトである。投稿された

動画（カットポイントが既につけられている）を利用することも可能である。  

Dabble (http://dabble.com/) は動画検索サイト、GrouperとBrightrollは動画投稿サイトである。 

いずれの発表者も、素人アーティストの出現について印象深く言及していた。 

・How the Net Generation Changes Marketing and Management  

Don Tapscott氏による“Net Generation”と呼ばれるべき世代の嗜好・行動と、彼らの世代がマー

ケティングとマネジメントにどのような影響を及ぼすかについて説明された。 

現在12歳～29歳までの、ベビーブーム世代の子どもたちは、生まれたときからPCがあるデジタル

世代の１代目である。インターネットは若い世代の文化の中心であり、彼らは親の世代とは確実に

異なるやり方で学び、働き、遊び、コミュニケーションを取り、買い物をし、コミュニティを作る。

彼らの世代を理解することが今、市場にとっても教育にとっても法律にとっても教育者にとっても

最も重要な課題であると言える。 



－150－ 

若い世代の特徴として、「選択の自由（束縛を嫌う）」「（自分で）カスタマイズしたい」「スケジ

ュールの自由」「コミュニケートしたい」などが挙げられていた。 

http://conferences.oreillynet.com/presentations/web2con06/Tapscott_Workshop.ppt から“Grown 

Up Digital - The Net Generation and the Transformation of Work”というタイトルの当日のプレゼン

資料がダウンロードできる。 

・Launch Pad: New Companies Show Their Wares 

ベンチャーの技術・サービスのアピールセッションである。参加したのは以下に挙げる13社（申

し込み200社）で、１社10分程度でプレゼンを行った。昨年度よりも小粒なものが多かった模様で

ある。 

Stikkit（メモを自動振り分け：アドレス帳、スケジュール・・・） , 3B（ブラウザを３Dで：ホー

ムページ画像を街の通りのように配置）, Adify, Instructables, InTheChair（音楽ビデオゲーム）, oDesk,  

OmniDrive,Sphere（ブログサーチエンジン）, Venyo, TimeBridge, Turn, Klostu 

 

4.5.6 一般セッション紹介 

・A Conversation with Eric Schmidt (Google) 

一般セッションのトップを切って Google CEO のEric Schmidt 氏が登場した。いきなり「なぜ

YouTubeを買収したのか？」との質問をぶつけられ、「昨年１年の間にビデオはネット上で最も基本

的なデータタイプの一つとなっており、我々はそこに足がかりを持ちたいと考えて買収した。 

Google Video の実績が悪かったわけではないが、YouTubeの成長はもっと早かったので踏み切った。

別会社のままで維持するつもりでいる。」と答えていた。 

どのように儲けるか（monetize）については、広告以外の話は出なかった。その他に、インデッ

クスを提供せよと命じられた裁判の話や、Office Suite についての話題があった。Office Suite につ

いては Microsoft Office と完全に競合するものではないと考えているとのコメントもあった。 

・Meet Vox by Ben Trott (Six Apart) 

Six Apartが立ち上げたばかりの Vox (http://www.vox.com/ または http://www.sixapart.jp/vox/)の

紹介があった。SNSサービスであるが、自分のページに他のいろいろなサイト（Flickr, YouTube, 

Amazon,,,）の情報を取り込むことができるのが特徴である。デザインも容易で使いやすく工夫さ

れている。上記インポート機能だけでなく、エクスポート機能も保持している。 

・A Conversation with Barry Diller (Inter Active Corp) and Arthur Sulzberger (The New York Times) 

Googleは敵か味方か、という質問に対して、Sultzberger氏は基本的には味方だと考えていると答

えた。About.com （New York Times 傘下）については特にそうで、本体のほうは広告の点で競合

するが、悪い関係ではないとのことであった。Googleに依存しすぎていると思わないかとの質問に



－151－ 

対しては、両氏とも思わないとの回答で、Diller氏は、メディアの世界では１社だけが突出すること

はないので、そのような心配は必要ないと理由を答えていた。 

Community Created Contents については、New York Times がジャーナリズムを提供することは

やめないが、ユーザがそれとブログを統合することについては、どういう関係を作れるか興味を持

っているとのコメントが聞かれた。ユーザが作るコンテンツや、コンテンツを作る能力についても

言及された。 

・ Conversation with Niklas Zennstrom (Skype) 

初日最後は、Skype CEO のNiklas Zennstrom氏である。eBayに買収されても（Skypeは昨年の

YouTubeだとインタビュアーのBattelle氏が一言）独立した企業として活動しているが、大企業の一

部になったことによる制約も利点も両方ある、とコメントした。 

今後は、コンピュータ以外、特に携帯電話でSkypeが使えるようにすることと、収益を電話以外

から得られるようにしていくこと、に取り組むとのことであった。前者は今まさに活動中で、後者

については、将来的に電話は全面無料になると考えているため e-commerceや広告からの収入につ

いて開発していく、とのコメントであった。 

・A Conversation with Jeff Bezos (Amazon) 

２日目の朝一番は、Amazon CEO のJeff Bezos 氏であった。 

Web Service Platform として S3(Simple Storage Service)と EC2(Elastic Compute Cloud) を展開

し、Amazon３番目の収益の柱（１番は商品販売、２番はマーケットプレイス提供）に据えていく

との方針が説明された。これらは、簡単に言うと、ストレージやWebサービス環境の時間貸しビジ

ネスである。Amazonのサイト維持のために既に保持しているコンピュータ環境を有効に利用する

ものだと言われている。中小の企業がそのような環境を自分たちで維持管理するコストをすべて引

き受けて、オリジナルの競争力あるサービスを作り上げることに専念できるようにする、という構

想についても述べられた。 

・A Conversation with Bruce Chizen (Adobe) 

Flash ActionScript Virtual Machine のソースコードをMozilla Foundationに寄贈してオープンソ

ースにすることを発表した。ただし、すべてのものをオープンにするつもりはなく、「オープンス

タンダードとオープンソースは異なる」との意見を明らかにした。他に、PDFとFlashを表示できる

新しいクライアントして Apollo についても言及された。 

・The State of the Internet, Part 3 by Mary Meeker (Morgan Stanley) 

毎年、インターネットの現状について報告しているが、膨大な資料を短時間で説明するため、例

えば以下に述べたような非常に盛りだくさんな内容を含んだ発表であった。 

- インターネットの世界では２％の企業で、ほぼ100％の売上をカバーしてしまう（つまり成功す
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るのは大変難しい）。 

- インターネットの現状は大変良好で、例えば、Yahoo! のページビューは24％増加、Google の

広告のクリック率は30％増加、など。 

- 2006年のアメリカの広告の８％はオンラインで、５年以内に13％まで上昇する見込み 

- Skypeがもし電話のキャリアであると見なすことができれば、ユーザ数は世界第３位になる（１

億3,600万人、１位はChina Mobileの２億400万人,２位は Vodafoneの１億8,700万人）。 

- インターネットトラフィックの60％が費用のやり取りを伴わないビデオのP2Pファイル共有で

ある。著作権やインフラなど課題は多いが、消費者の需要がすべてを解決に向かわせるだろう。

コンテンツ作成者も受益者となるだろう。 

- コミュニティ・SNSの伸びは著しい。ブロードバンドへの移行に伴って市民ジャーナリズムに

関する考え方も変わってくるだろう。 

- 現在は３G携帯電話は８％しか占めていないが、５年以内に25％に達すると見られており、携

帯電話での（セミ）ブロードバンド環境が整ってくると思われる。 

とても全体を紹介することはできないので、“The World's Information Getting Organized 

+Monetized”というタイトルで発表された当日のプレゼンテーションシートがダウンロード可能で

ある（http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/webtwopto2006.html）ので、詳細はそ

ちらを参照されたい。 

・A Conversation with Ross Levinsohn（News Corp's Fox Interaction Media） 

MySpaceを買収して利益を上げている。YouTubeの買収話に加われなかったことについても言及

された。 

・Meet Ning by Marc Andreessen and Gina Bianchini（Opsware Inc） 

サブドメイン名を自由に利用可能な新しいサイトサービスNing の紹介。自分でMySpaceや

YouTubeのようなサイトを運営できる。 

・A Conversation with Jonathan Miller（ex. AOL） 

当時AOLのCEOであった（本会議後間もなく交代） Jonathan Miller氏は、YouTubeへの興味に

ついて、買収したかったがキャッシュで買えるお金が用意できないのであきらめたとコメントした。

YouTubeには皆が興味を持っていたはずだが、それだけの額を工面できるのはGoogleの、しかも株

でしか無理だったのでこうなったのだと思うと発言した。 

・A Conversation with Ray Ozzie（Microsoft） 

Vistaやその他のソフトウェアプロジェクトについて言及。Googleに対比しての質問を何度かされ

たが、あまり歯切れのよい対談にはなっていなかった。 

・The Great Database in the Sky by Mårten Mickos（MySQL） 
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“Structured data の Google”を目指すとのコメント。皆がデータをオープンにすれば、相互に

メリットがあると述べ、「オープンデータ」「データがプラットフォームである」ことを強調してい

た。 

・Yahoo! Technology Preview by Brad Garlinghouse, Ethan Diamond (Yahoo!) 

チャットとe-mailを統合したアプリケーションのデモ。 

・Disruption Opportunity：Venture Capital by Roger McNamee (Elevation Partners) and Ram 

Shriram(founding board member of Google) 

ベンチャーにとって資金調達の状況は今は良好な状態である（が、うまく使えているかどうかは

別問題）。大事なのは「一切れ」の大きさではなく、「パイ全体」の大きさである、という市場につ

いての考え方も述べられていた。資金だけが必要なのか、VCの経験なども含めて必要なのかを考え

る必要があるとの発言もあった。 

・From the Labs 

- Photosynth (Microsoft)   

写真の３次元風マッピングのデモ。定点から撮影された複数の写真を構成して３次元CGの

ような画面を作成する。パン・ズームも自由に可能。会場の反応も良好であった。自分で撮影

した写真でもできるのかという質問が会場から出て、当然検討はしているが、現時点ではまだ

できないとの回答であった。http://labs.live.com/photosynth/ で見ることができる。 

- SunSPOT(Sun) 

PC接続してJavaプログラミング可能な加速度／温度／光センサ付き通信可能デバイスのデ

モ。端末を左右に振ると、LEDが点滅し文字が浮き上がったり、端末を傾けるだけでラジコン

カーを操作できるデモを見せた。本会議のように、ほぼ完全にソフトウェア関係者の集まる場

では異彩を放っていたが、デモ自体は興味深いものであった。 

$500でdevelopment kit 発売準備中。http://www.sunspotworld.com/ から情報入手可能。 

・Disruption: Harnessing the Collective Intelligence by Jim Buckmaster (Craiglist), 他 

User Generated ContentsとCollective Intelligence には違いがある、との発言あり。 

・What Google Knows by Marissa Mayer 

スピードが重要と強調されていた。検索結果を多く出力するようにしたところ、反応が遅くなっ

たためユーザの利用が減ったためすぐに改善を施した話を例にとっての説明があった。 

・Disruption Opportunity: Broadcast by Beth Comstock(NBC関係) and Blake Krikorian(Sling Media) 

Sling Media 社が開発した Slingbox でCMがカットできてしまうので、テレビ局関係者との対談

を組んだようだが、双方とも歯切れが良くなく無難な内容に終始した。（注：今年に入って Sling 

Media はテレビ局との関係を強めて新たなサービスのアナウンスを実施した。） 
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4.5.7 その他 

 Youth Panel 

検索エンジンやSNSの使われ方などの世代間調査セッション。Teenager とその親の世代をほぼ

半々で合計10人程度壇上に並んでもらい、進行役が会場からの声を拾いながらその場で質問する

という形式で行われた。ブランド調査的にまとめると以下のようになる。 

Yahoo ········メールは使われている。親世代からは信用できるブランドと見なされている 

Google·······若い世代では普通に使われている。Googleはcool、という感覚があるようだ。 

Microsoft···サーチエンジンがあることすら知られていない。 

AOL ··········IMではポピュラーである。 

MySpace 若い世代は日に２～３時間は利用するとの回答あり。アメリカではMySpaceは広い世

代で利用されている模様。 

 Hakia：意味検索エンジン www.hakia.com 

大規模オントロジーを人手で作成して「意味検索」するエンジン。検索対象文から想定クエリ

を作成してそれをインデックスとするというQdexが特徴。 

 参考資料O'Reilly Radar“Web 2.0 Principles and Best Practices”by John Musser with Tim O'Reilly 

& the O'Reilly Radar Team 

本会議には直接関係はないが、会場でも販売されていた関連資料を掲載しておく。抜粋をサイ

トhttp://www.oreilly.com/radar/web2report.csp で読むことが可能である。 

[池野篤司] 
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５．中国調査（H.18.10.16～20） 

 

5.1 中華人民共和国教育部言語文字応用研究所 

  Institute of Applied Linguistics, Ministry of Education P.R.China 

     http://www.china-language.gov.cn/ 

面会者： 語言文字信息管理司 司長     

国家語言文字工作委員会 副主任 李宇明教授 

語言文字応用研究所 副所長   靳光瑾教授 

 

訪問内容： 

言語文字応用研究所は、中国の歴史ある文字や言語文化の整理と発展を目的として設立された

研究機関であり、言語の標準化とリソース整理など中国語の言語処理の中核として重要な役割を

担っている。中国語コーパスと漢字文字分析、そしてそれらの研究を進めるためのツール群を中

心に紹介を受けた。 
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研究範囲： 

言語の標準化（普通話）と整備：文字、ピンイン 

計算機を使った言語解析：新聞、TV、インターネット、TV、 

 

中国言語処理の各研究機関の役割分担： 

・教育部言語文字応用研究所 → 言語処理技術 

・清華大学         → 中国語解析技術、標準化等 

・中国科学院計算技術研究所 → 機械翻訳 

・中国科学院自動化研究所  → 音声処理技術 

・CHINESE LDC      → 中国語言語資源開発 

  

○中国語コーパスの紹介： 

言語処理、計算機の専門家を集めて1990年からプロジェクトを開始した。 

1919年から2002年までの中国語のテキストコンテンツを対象としており、１億文字のコーパス

7,000単語は品詞付けがされている。大項目で13カテゴリ文学、社会、経済分野が多い。品詞定義の標

準化などに活用している。 

コーパスに基づいて辞書などの開発基盤を構築した。（用例辞書） 

教育部の成果を製品化できるような活動も行っている（2,000万文字のコーパスを公開済みであり、

日本では東芝、富士通など使用権を200万円程度で販売している） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーパスにおける各分野のコンテンツの割合 
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コーパスにおける各年代(1919－2002)の語数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーパスにおける各品詞の分布 

  

○漢字文字研究の紹介： 

漢字の６つの特徴（形、発音、意味、書き順、頻度、部品）に注目してツールなどを整備して研究

を進めるためのベースを構築している。 

形：フォント書体、古代字（字の歴史）なども考慮 

発音：現在の発音、古い発音、地方の発音を整理 

意味：HOWNET（オントロジー）に基づいて構築、語同士の類似度の計算実施 
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書き順：繁体字と簡体字、新旧などの関連度 

頻度：語のランキング、漢字同士の接続の関連性計算、単語として意味を成す可能性も計算 

部品：字の部首で検索できる機能を備えたツールを整備 

 

○中国語コーパスや漢字分析研究のためのツールの紹介 

・24の特徴から漢字を検索 

・タグ付けの整備したのは7,000万のうち5,000万字 

・中国語は単語とフレーズの区別が難しいので辞書の中にそれらの情報を含めている 

・単語分割精度は93％ 

・例文検索 前後の文の表示やリソース元の表示 言語学者用のツール 

・コーパス編集ツール： 単語のマージや品詞の可能性の提示、操作ログの記録 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

フォントや古代文字を扱うためのツール 

金文

小篆

楚文字

甲骨文
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漢字の部首から文字を検索するツール 

 

○質疑応答 

Q：作業はすべて人手を行っているのか？ 

A：人手８割 自動化２割。作業自体は学生アルバイトなども活用しているので作業工数をだすの

は難しい。電子化されていないテキストコンテンツは人手で入力している。 

Q：なぜ収集対象コーパスは1919年からなのか？ 

A：1919年に新聞などがメディアとして確立され、発信されたコンテンツが収集ができるようにな

った 

Q：計算機の文字コードセットもこちらで決めているのか？ 

A：以前は清華大との共同プロジェクトとして行っていた。地方の言語利用の標準化に向けていく

つかのサイトを立ち上げている 

Q：ツールなどのソフトウエアの開発もすべて教育部で行っているのか？  

A：はい 

Q：品詞体系（現在と昔のもの）の研究についてどの程度進んでいるか？  

A：過去の品詞体系については研究が十分されていない。 

Q：大学毎にあるという品詞体系の標準化は進むのか？ 

A：一つの単語が動詞と名詞として使われる場合などを中心に議論を交わしている。基礎定義（タ

グ定義など）の整理を中心に行う予定。 
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Q：ブログや掲示板などのネット上に増え続ける言語資源に対する研究は？ 

A：20世紀の中国語を代表とするコンテンツを中心に収集し後世に残すのがコーパス一つの目的。

BBSも収集しているが、教育部としては言語の安定化した部分についてフォーカスしている。

現在の収集対象は、新聞雑誌、音声、インターネットなど。成果は「中国生活言語生活報告書」

としてまとめている。 

 

○訪問を通しの感想 

漢字文化の起源といわれている中国で、地に足をつけた責任のある研究がされているように感じた。

また、同じ漢字圏である日本として見習うべき点は多く今後両国のこのような研究機関での交流は必

須であると思う。 

以上 
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5.2 清華大学計算機科学與技術系 

  Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University 

 

面会者 

 孫茂松教授(Prof. Sun Maosung)、陳群秀教授(Prof. Chen Qun-Xiu) 

 

訪問内容 

全体 

清華大学は北京の北方の清華園という庭園に隣接し、広大なキャンパスを持つ大学である。その中

で、計算技術系学部は、情報科学分野では中国の国家重点研究室の一つに位置づけられ、もっとも早

くAI関連の研究を始めたところである。実に幅広い研究を行っており、情報科学技術関連の全部品が

ここで研究されていると言っても過言ではない。訪問したフロアでは、自然言語関連のグループと、

ロボット関連のグループが入っており、約300名の生徒が所属している。 

 

知能技術系について 

知能技術系研究室は、計算技術系学部の研究室で、日本と同様に各教授が１つのテーマを持ってい

る。孫教授は中国語を中心とした自然言語処理、陳教授は意味理解と機械翻訳が専門である。その他

に、情報検索、Biologyに関するテキストマイニング、中国語の音声認識・合成、写真からの文字認識

チームなどがある。 

 

孫教授チーム 

大きく、基礎研究と、アプリケーション研究に分けられる。 

 

基礎研究について 

形態素レベルでは、国際標準ISOや、国内標準に則った単語セグメンテーション、およびセグメン

テーションに付随した、単語リスト（付加情報のない辞書）を作成中。単語リストは、約１億文字の

コーパスから、20万語のリストを作成済み。 

構文レベルでは、中国語のツリーバンクを作成している。ただし、これでPenn Tree Bankとは異な

る独自デザインによる。チャンキングではなく、完全な木構造で提供している。共参照情報、意味タ

グはない。元データは、文学、新聞などを混合したバランスドコーパス（44,000文）である。このツ

リーバンクで統計パーサを作成したところ、Labeled Precision（LP），Labeled Recall（LR）は、チャ

ンク入力でLP：91％，LR：91％、品詞付き単語列入力でLP：76％，LR：77％程度。文正解率は70％
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程度である。中国語は主動詞の認定が難しいため、この程度の正解率とのことである。 

意味レベルでは、shallow semantic analysisを行っている。これは、構文解析を通さず、形態素解析

から直接起動される。中国語の主動詞とそれに付随する動作主・被動作主を特定するのが目的である。 

 

アプリケーションについて 

いくつかのアプリケーションの取り組みを紹介していただいた。 

 

 Webを対象とした中国語テキスト分類では、ニュース、スポーツ、軍関連の話題等、９カテゴリ

に分類するものと、55分類するものの２種類がある。中国語Webページを対象とした評価が行わ

れており、参加を予定している。 

 タイトル抽出は、写真からOCR技術を使って、タイトル等を抽出するもの。翻訳カメラと同様な

技術であるが、特に翻訳を意識したものではない。 

 イメージアノテーションおよび検索 

写真に対して、それが意味するキーワードを付与するというもの。これは、写真全体に１つのキ

ーワードを付与するのではなく、部分部分に対してキーワードを付与する。だから、熊が川にい

る写真なら、「熊」部分と、「水」部分にキーワードが付与される。教師あり学習を利用している

とのこと。 

 

これら技術を総合して、ビデオ検索を行おうとしている。これは、キャプションなどの文字情報検

索、音声検索、イメージ検索を統合することにより、実現しようとしている。 

また、孫教授も、blogの解析をはじめようとしている。地下の計算機室に、256CPU、150TBのスト

レージを持ち、現在50TB程度のデータを収集した（イメージ、音声も含む）。今のところデータ収集

段階であるが、これらを元に、いろんな研究に発展させたいとのことである。 

 

陳教授のチーム 

20名程度のスタッフと生徒で、現代中国語の意味処理と日中翻訳を中心に研究を行っている。 

知識ベースは意味処理の中心であり、中国語の主動詞（用言）を特定するために利用している。動

詞、形容詞、名詞句などに対し、さまざまな情報を付与している。たとえば、単語情報（読み、字形、

英訳）、語義毎の意味、使用例、格パターン相当の情報、共起するキーワード、否定時の変化などであ

る。意味情報はシソーラスに基づいており、８階層のものを独自に作成している。動詞（７千語）、名

詞（８千語）、形容詞（３千語）を作成。これらの情報を10万語以上に付与した。 

機械翻訳については、日本語の単語分割、翻訳メモリによる変換、用例翻訳による変換を組み合わ
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せている。例文は約４万文対をインターネット等から収集、対訳辞書約７万語を自前で作成した。ま

た、マッチングルール８千、翻訳パターンが1,700程度との説明があり、ルールベース翻訳も組み合わ

せているようである。ここでの特徴は、日本語文を短めに分割して翻訳することである。統計的手法

ではなく、言語学的特徴を用いた解析的手法を用いて分割している。 

 

まとめ 

中国トップの大学だけあって、幅広い分野の研究を行っていた。孫教授は、比較的アプリケーショ

ン志向の面があり、ビデオ検索など、アプリケーションの実現部品として、単語分割、構文解析器、

意味解析器などを作成しているような印象を受けた。確かに、ビデオ検索は技術アピールの場として

は適切だろうと思う。 

一方、陳教授は、基本的には意味処理を行いたいという印象を受けた。日中翻訳も、意味処理の一

環として、翻訳を行っているようであり、カバレッジの広さの面から考えると少々弱い方式だが、意

味理解技術の適用例としては適切だと思う。 

全体的には、これらの技術、リソースを、他の研究機関と協力して公開してゆくのが適切だろうと

は思うが、それがChinese LDCになるかもしれない。 

（NTTサイバースペース研究所 今村賢治） 
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5.3 中国科学院 計算技術研究所 

Report on NLP-related Research at Institute of Computing Technology（ICT）, Chinese 

Academy of Science (CAS) 

 

[訪問面会者] 

- 劉群（Liu Qun）教授 

- 程学旗（Cheng Xueqi）教授、許洪波（Xu Hongbo）助教授 

- 王斌（Wang Bin）副研究員 

 

[訪問内容] 

１．はじめに 

計算技術研究所（以下、ICT）は、中国科学院に属する研究機関の一つでコンピュータ関連技術の

研究を担っている。 

今回の訪問では、ICTの４組織の中で、主として中国語解析/機械翻訳、情報検索／Web検索等を研

究領域とする３グループの各代表者から各々の研究内容の紹介を受けた。 

 

２．組織 

ICTは、以下の３研究部、１センターからなる研究機関である。 

 

  - コンピュータアーキテクチャ研究部  

  - ネットワーク･パーベイシブコンピューティング研究部 

  - インテリジェントソフトウェア研究部 

  - 応用コンピュータ研究センター 

 

このうち、応対いただいた３名は、次の各グループに属する。 

 

Ａ．劉群 教授 

ネットワーク･パーベイシブコンピューティング研究部 多言語交互技術／評価実験室 

Ｂ．程学旗 教授、許洪波 助教授 

インテリジェントソフトウェア研究部I3Sグループ 

Ｃ．王斌 副研究員 

応用コンピュータ研究センターIRグループ 
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３．研究紹介 

以下、３名による研究内容の紹介を報告する。 

 

Ａ．劉群教授（多言語交互技術／評価実験室；http://mtgroup.ict.ac.cn） 

多言語交互技術／評価実験室は、スタッフ６名（主任, 副主任, 教授 各１名、助教授３名）、学生

19名（うち、Ph.D８名，修士９名）が在籍し、 

 

- 自然言語処理グループ 

- HCI（人間-コンピュータ対話）グループ 

 

の２グループに分かれ、以下の５プロジェクトを進めている。 

 

① 中国語解析 

②  機械翻訳 

③  HTRDP（863）評価 

④ データ資源 

⑤ 情報抽出 

 

① 中国語解析 

中国語の言語処理技術として、ICTCLASと呼ぶ中国語単語分割器と中国語パーサを開発してい

る。 

ICTCLASは、97％の精度の単語分割機能とともに、品詞タグ付け、固有名抽出のオプション機

能を併せもつ。ICTCALS2.0は、第１回SIGHANの中国語単語分割の６トラックのうち、３トラ

ックで１位と２位の実績があり、ICTCALS3.0で、GB, BIG5, Unicodeをサポートし、処理速度は、

800KB／秒に向上した。既に、フリーコードとして、３万以上のサイトにライセンス提供されて

おり、最も標準的な中国語語彙解析器となっている。 

中国語パーサは、Lexicalized PCFGパーサで、複数の知識を参照し、またPenn Chinese Treebank

を用いて、学習／テストをしている。ラベル付与の精度（適合率、再現率）は80％以上ある。 

（この項、Ｂ.①a.の紹介内容で補足） 

 

② 機械翻訳 

機械翻訳は、中英及び中蒙を研究している。中英に関しては、1992年からルールベース、2003
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年の用例ベースを経て、2004年からは統計ベースの機械翻訳を重点課題としている。 

NIST2005では16チーム中14位だったが、European TCSTAR2006で６チーム中３位、NIST2006

で24チーム中５位とランクを上げてきている。 

 

③ HTRDP（863）評価 

HTRDP（863）評価プロジェクト（http://www.863data.org.cn）は、最大の国家ファンドの一つ

であるHTPRD（国家高度技術研究開発プログラム=863プログラム）からファンドされたプロジ

ェクトであり、ICTはその事務局を担っている。 

この評価プロジェクトは、中国語処理及びHCI（人間-コンピュータ対話）の技術に焦点を当て

ており、機械翻訳MT、自動音声認識ASR、音声語勢TTS、文字認識CR、情報検索IR、単語分割

CWS、テキスト分類TC、テキスト要約TS、顔検知／認識FRの９カテゴリを対象にしている。 

1991年に２カテゴリ／５チームで第１回評価会を開催し、2004年には８(累計９)カテゴリ／

113チームに至った。 

 

④ データ資源 

言語（辞書、パラレルコーパス）、音声、映像の３カテゴリで大規模なデータ資源を構築し、

公開している（http://www.chinseseldc.org）。 

 

⑤ 情報抽出 

（この項は、Ｂ.②b.新語検出と重複するので、同項を参照のこと） 

 

Webサイト「中文自然語言処理開放平台」（http://www.nlp.org.cn/）、「自然言語言処理研究組」

（http://mtgroup.ict.ac.cn）は、中国の自然言語処理分野で最も一般的なWebサイトになっている。

ツール、言語資源等のオンラインデモを試すことができる。 

 

Ｂ．程学旗 教授、許洪波 助教授（Ｉ3Ｓグループ） 

I3S（Information, Intelligence & Info.Security）グループの属するインテリジェントソフトウェア

部は、NCIC（National Research Center for Intelligent Computing Systems）の理論グループ、Dawing 

Information Industryのソフトウェア部門を経て、2000年よりICTに属している。現在、25グループ、

約80名が在籍している（内訳は、スタッフ14名（主任、副主任 各１名、教授５名、助教授７名）、

Ph.D、修士の学生が各々20名、15名以上）。 

I3Sグループの主要なターゲットは、大規模テキスト処理技術とインターネット情報のためのキー
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技術の研究であり、具体的には、以下のトピックスの研究を進めている（http://www.searchforum.org.cn/）。 

 

① Shallow自然言語処理 

② テキストマイニング 

③ Web検索／情報獲得 

④ 次世代Webコンピューティング 

 

共通の基盤技術として、中国語単語分割器ICTCALとテキストインデキシング／検索プラットフ

ォームFirteXを使っている。 

 

① Shallow自然言語処理 

a．語彙解析 

大規模テキスト処理のために、言語解析は浅い中国語語彙解析を行なっている。具体的には、

Ａ.①で紹介したICTCLASであり、１次単語分割、単純／複合未知語認識、単語分割、品詞タグ

付与の５層のHHMMベースのフレームワークで処理している。 

（本項（a）では、ICTCLASの紹介もあったが、重複するので、Ａ①の項に補足した） 

b．新語検出 

インターネットで氾濫している未知語や新語を、単独文字確率、文字組確率、位置情報を使っ

たヒューリスティックスで検出する。 

この研究は、FRDC（富士通研究開発有限公司）と共同で行い、インターネットのWebページ

から抽出した新語を毎月公開している。 

（本項（b）は、Ａ⑤で紹介された内容に基づき、補足した） 

 

② テキストマイニング 

テキストマイニング分野では、TREC等に参加しながら、３つの研究を行なっている。 

a．新情報検出（Novelty Detection）  

データ源からトピックスに応じたQueryを生成し、関連文書の検索、関連文の検索を行い、新

情報文（Novelty sentences）を抽出する。TREC2004のNoveltyの４タスクに参加し、トップある

いは上位の成績を収めた。 

b．テキスト分類  

テキスト分類でのクラスタリングでは、粒度（granularity）が一様になるようにクラスタリン

グする手法をとっている。ICT Wisdom Text Classifierを開発している。 
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また、テキスト分類の精緻化のために「DragPushing」という手法を導入した。学習アルゴリ

ズムのもつinductive biasやテキスト集合の多少の不整合を調整するというアイデアである。この

手法により、SVMの精度に近づいた。 

c．適応的フィルタリング  

小さな学習サンプル、不確かな情報の学習、局所最適化によるフィードバック学習を特徴にも

つICTFilterは、TREC2002のAdaptive Filteringトラックでトップの成績を収めた。 

 

③ Web検索／情報獲得 

Web分野では、Web検索エンジンの開発実験用プラットフォームFirteX（a full-featured text 

indexing and retrieval platform）をはじめ、人名検索PerSou（a Person Searching system）、掲示板

検索BBS crawling and searching、質問応答のシステムLittle Smart（question answering system）を

研究開発している。 

このうち、FirteXは、インデキシング、検索の機能をもつWeb検索エンジンの開発実験用プラ

ットフォームで、柔軟かつスケーラブルな階層構造になっている。下位から、転置インデクス、

ストレージ、インデクス付与／検索、解析、パーサーの各層があり、最上位はアプリケーション

層である。オープンソース（http://www.firteX.org）として、広く提供している。TREC2002のWeb

トラックdistillationトラックで17チーム中３位、TREC2005のRobustトラックでも17チーム中Title

／Descriptionで４位／３位の実績を上げた。 

 

④ 次世代Webコンピューティング 

次世代Webは、現在の集中的サーバーベースから分散的P2P、Blogベースに移行していくと見

ており、P2PやパーソナルベースのWebコンピューティングのモデルを探索している。 

 

Ｃ．王斌 副研究員（IRグループ） 

IRグループ（http://ir.ict.ac.cn/）は、１年前に設立されたグループで、現在８名（スタッフ１名、

ポスドク１名、Ph.D／修士学生６名）が在籍している。 

以下のプロジェクト 

 

・テキスト検索モデルの調査 （973サブプロジェクト） 

・頑強なテキスト検索 （自然科学基金） 

・クロスリンガル質問応答 （中国-アイルランド共同プロジェクト） 
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等に参加しながら、中心テーマである情報検索における基本的な問題と新しい方向について、下

記の研究を進めている。 

  

① 頑強な情報検索モデル 

②  文脈情報検索 

③  テキスト分類 

 

これらは、①の情報検索モデルを、Queryとの類似度の他に背後のQuery空間、ユーザ空間も適用

して②の文脈情報検索、また、文書との類似度を用いるテキスト分類に、背後の文書空間と著者空

間も適用して③を研究するという関係になっている。 

 

① 頑強な情報検索モデル 

現在の情報検索モデル（ベクトル空間モデル、Okapi等の確率モデル、統計的言語モデルベー

ス等）は、ヒューリスティックスに基づいていて、Query、パラメタ、集合等が異なると性能の

振舞いが大きくふれてしまう。こうした問題については、TRECのRobustタスク、Reliable 

Information Access Workshop、Predicting Query Difficulty Workshopで取り上げられてきている。 

Query，パラメタ、集合等の変化による性能を予測するには、これらとモデルとの関係を分析

すればよく、既に、いくつかの研究が行なわれている。IRグループでは、Query観点から、Query

の複雑さと意図の分析とその分析に基づいた適応的な検索を検討していて、今のところ、複雑さ

予測に基づいて、featureを組み合わせることで性能改善を得ている。 

 

② 文脈情報検索 

従来のOne Query、One Documentに基づく検索は不十分である。 

IRグループでは、より多くの空間からの情報を利用すること、タームの関係モデル、ユーザ履

歴モデル、ユーザモデル等の文脈情報をマイニングし、それらの情報を利用することで性能を改

善することを目指している。 

 

③ テキスト分類 

従来のテキスト分類もヒューリステッィクスに基づいている。 

これらの結果に理論的な説明を加えるのは難しいが、IRグループでは、feature選択の理論的分

析やいくつかの分類手法の理論的な分析を行なうことを試みており、feature選択について、分析

し、その分析に基づき、手法の改善を提案した。 
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４．質疑応答 

Q．清華大学孫教授らと単語分割の標準化を進めているか？ 

A．（劉教授）単語分割の仕様はさまざまあって、標準は制定されていない。1992年に国家規格はで

きたが、古くて実用的でない。 

Q．HTRDP（863）評価プロジェクトは、1986年に開始したはずだが、第１回評価会が1991年なの

は何故？ 

A．（劉教授）最初の５年間は、準備を行なっており、1991年に最初の成果を発表した。 

Q．機械翻訳は、Tree->Treeか、String->Treeか？ 

A．（劉教授）Tree->String と String->String がある。 

Q．中国語パーサは、入手できるのか？ 

A．（劉教授）Webサイトでテストできる。 

C．言語解析と他の機能を組合わせてサービスを提供すれば、商品化できる 

Q．ユーザ意図を探る対話的な情報検索の研究は行なっていないのか？ 

A．（王副研究員）ある企業と共同研究を行なっている。 

Q．アイルランドとのクロスリンガルQAの共同研究の対象言語は？ 

A．（王副研究員）中国語と英語で、アイルランド語ではない。 

Q．意図の複雑さをどのように測るのか？ 

A．（王副研究員）Query、キーワードの意味的な曖昧さ等に基づく。中国人の名前も曖昧な場合が

多い。 

Q．文書クラスタリングでは、クラスタ数を指定するのか、閾値を決めているのか？ 

A．（程教授）クラスタリングの閾値は、学習によって決められる。 

Q．CASは北京オリピックのシステム構築に責任を負っていないのか？ 

A．（劉教授）いくつかの国や企業の関連プロジェクトに関わっている。 

A．トレーニングシステムや観光関係で関わっているグループもある 

Q．企業を支援するプログラムでは、Running Feeなどを得ているのか？ 

A．Yes 

Q．コンテストやワークショップは役立っているか？ 

A．Yes。日本のNTICRにも参加し、協力関係をもっている。 

C．NICTで中日交流のワークショップを計画している。 

 

５．まとめ 

３グループは、中国語処理、情報検索の実システムと理論を分担、連携しながら、多数の研究、開
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発を進めている。研究開発成果は、 

・国内外の多くの評価ワークショップに参加しながら、改良を進める 

・ICTCLAS、FirteX、データ資源等をオープンソースとして広く提供する 

とともに、企業との共同研究も盛んに進める等、積極的な研究開発を行なっていることを強く印象

付けられた。 

本報告者は、２年半前にICTCLASを調査したが、当時は80KB／秒の解析速度であった。今回の調

査で、現在のV3.0は800KB／秒と10倍の高速化が図られていることから、ICTCLASが継続的に改良さ

れていることを確認した。 

 

６．その他 

ICTのビルは新築間もない豪華なビルで、入口には３階分位の空間が確保されていた。会議後、王

さんに建物内を案内されたが、広々とした研究員のオフィススペースは快適そうだったし、ツインタ

イプのビルを各階で結ぶ部分は、緑道化され、さらに、中間階（10階？）あたりには、空中庭園のご

とき施設まであり、研究者の創造性を育むことまで考慮されていることに関心した。 

以上 
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5.4 中国科学院自動化研究所 

Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences（CASIA） 

および 

Chinese Linguistic Data Consortium（LDC） 

 

面会者 

National Laboratory of Pattern Recognition（NLPR）の所属研究員 

Prof. Xu Bo （Associate Director）  

Prof. Chengqing Zoung 

 

訪問内容 

・概要 

2006年10月19日午前10:00に訪問した。中国科学院自動化研究所（CASIA）の動向や現在行って

いるプロジェクトの内容を発表いただき、開発した技術のデモを見学した。 

CASIAのパターン認識国立研究所（National Laboratory of Pattern Recognition：NLPR）では、

音声言語処理に関する研究を行っており、NLPRにおける音声言語処理の概要と、機械翻訳と情報

抽出に関する研究を紹介いただいた。また、Chinese LDCも紹介いただいた。 

 

・NLPRにおける音声言語処理 

研究所では、音声言語の分類・識別、多言語音声処理、メディア横断情報検索、統計機械翻訳と

いった技術を開発し、それらを組み込んだ、マルチメディアコンテンツの索引作成と管理を行うプ

ラットホームを開発し、アプリケーションとして、音声対話、オーディオドキュメント検索、音声

翻訳デバイスとサービスを実現することを目指している。標準中国語、広東語、英語のほかに、日

本語、モンゴル語なども研究対象としている。構成メンバーは研究員14名、学生55名（博士課程35

名、修士課程20名）で、学生が非常に多い。 

開発された多言語音声認識システムは、2004年と2005年に863 LVCSR評価では第一位の精度を誇

る。情報検索システムには、Document／Query RepresentationとPseudo Relevance Feedbackを組み

込み、TRECコンテストに参加し、高い精度を得ている。また、音声翻訳には統計機械翻訳（SMT）

も取り入れており、フレーズベースの統計手法と、ルールベースの手法とを組合せ、３つのベンチ

マークを利用している。これらの技術を統一、システム化するプラットホームでは、グリッド計算

に向けた並列計算、データベースからの対話文書検索に向けた情報検索、J2EEに基づくマルチユー

ザGUIに向けたユーザインターフェースに焦点をあてて、開発を進めている。 
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・機械翻訳 

CASIAでは、機械翻訳の中で、音声言語翻訳（SLT）とテキスト翻訳（text-to-text translation）

の研究に従事し、言語資源の開発、機械翻訳の基本的な問題に関する研究、実験的なシステムの開

発を行っている。 

具体的には、言語資源の開発については、４種類のコーパスを作成している。一つは、Webから

構築したコーパスで、大きさは30,874,101漢字を収録している。これらは、金融、文化、芸能、ス

ポーツなどに関するWebから得たものである。このコーパスには、一般用語38,564語、固有名詞

58,343個が含まれている。また、さまざまな言語の文を10万文以上収録した多言語コーパスBTEC

（Basic Travel Expression Corpus）やトータル50万文の対訳を収録したCJKコーパス（中国語は

CASIA、日本語はATR、韓国語はETRIが提供）がある。もう一つは、CASIAが飲食サービス、旅

行、スポーツ、日常会話、ショッピングの領域から収集した中英対訳コーパスがある。 

一方で、統計機械翻訳（SMT）のためのshallow parsing、固有表現（NE）の認識と翻訳、構造解

析を用いたフレーズ対訳の抽出、翻訳のためのテンプレート抽出、SMTのためにword sense 

disambiguationやsentence skeleton parsing、PDAや携帯電話向けの用例ベース翻訳といった、機械

翻訳の基本的な問題に関する技術開発を行っている。 

そして、実験的なシステムとして、PDAベースの中英音声翻訳システムやインタラクティブなSLT

システムを開発している。 

 

・情報抽出 

情報検索のために、NEや分野固有の単語の抽出、話題や日時、場所、主観性などの抽出、また多

言語情報抽出に関する研究を行っている。 

NE抽出のために、NE recognition, NE mention detection, Co-reference resolutionの３つを基本的

なIE技術として研究している。NE recognitionに関しては、高い性能を持つNE認識技術とNEをタ

グ付けするツールを組み込んだNER systemを開発している。しかし、現行のシステムは、統計的

NLPで最も重要な問題の一つでもある、訓練データと異なる種類のコーパスでは高い性能を保持で

きないという問題を抱えている。また、NE mention detectionに関しては、DARPAのコンテンツ抽

出評価においても高い性能を示している。Co-reference resolutionには、用例とルールを組み合わせ、

F-value（Recall）の高いシステムを構築している。 

また、開発したIE技術を応用して質問応答（QA）システムの開発を行っている。そのために、

中国語QAの評価プラットホームの構築している。今後はMulti-perspective QAに必要なOpinion IE

や主観解析の研究を進め、また、多言語IEの実現を目指す。 
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・Chinese LDC 

中国国家自然科学基金委員会をはじめとする数多くの国立財団から資金を得て、2001年度に 国

家プロジェクト、973projectとして開発が始まった。2004年は863projectから支援を得て、2005年に

は開発した中国語LDCの管理を行うワーキングコミッティを中国情報処理学会に置いた。現在、90

以上の異なる資源を持った、最も大規模な中国語資源プラットホームとなり、データ購買手続きや

データ供給手続きはWebなどの通信手段や訪問を通して、行われている。 

LDCには、評価コーパス、バイリンガルコーパス、多言語辞書、音声認識、音声合成、自発音声

など多種類のデータが収録されている。それらの資源の大半は大学から提供されたものである。バ

イリンガルコーパスには、一般的なものとオリンピックのドメインに限定され、機械翻訳研究のた

めに書かれたテキストとダイアログを収録した、単語レベルの対応が付いた中英のコーパス（10102

文）、文レベルの対応が付いた日中のコーパス（18001文）がある。中英に関しては、政府文書、ニ

ュース、旅行、レストラン、政治、スポーツ、文学、芸術、環境などをカバーした、文単位でアラ

インメントされた102050文を収録したコーパスもある。多言語辞書はスポーツ用語の中英辞書と良

好に関連する用語中英辞書がある。音声コーパスには地方アクセントの標準中国語音声と標準中国

語リーディング音声、方言を含んでいる。また、電話による会話も多く収録されている。863project

の評価で用いる評価コーパスも収録している。収録されている言語資源は形式をチェックするだけ

で、内容の質はチェックしていない。 

資源が整ってきたのは、ここ一年である。このLDCを利用しているユーザは大学とインターナシ

ョナルカンパニーが大部分を占め、台湾やシンガポールからのユーザもいる。昨年は100万元程度

売り上げ、現在、ユーザは100件を越える。研究目的であれば無料のものもある。 

この形態はビジネスとして成り立つのか、それとも国に費用を支援してもらわなければ成り立た

ないのか、という問いに対しては、２、３年後には独自に運営していけると思うという回答があっ

た。売り上げの70％はデータを提供してくれた大学などの組織にフィードバック、学会や管理機関

に入る残りの30％で、LDCの運営を行う。今後獲得する国の予算は、資源を開発する組織に分配し、

策栄された資源をLDCが配布するというモデルがよいと考えている。 
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