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概要 学術論文の検索サイト等で，論文を「課題」「目的」「実現法」などの多様な観点から検索

できれば非常に便利である．このようなシステムの構築に向けて，英語で書かれた学術論文のア

ブストラクトに対して，「課題」「目的」「実現法」などの各文の役割を付与したコーパスを構築

する．このコーパスは，アブストラクトの各文の役割を自動推定するシステムの作成のための学

習データおよび評価データに用いる予定である． 

 

1 背景 

学問領域の細分化や統合・融合の進展，加えて，

中国等の新興国における科学研究の伸長もあり，出

版される科学論文数は膨大な数に上る．このため，

学術情報データベースや学術情報に特化した検索サ

イト等で論文をキーワード検索すると，一般に膨大

な数の論文がヒットし，この中から自身が意図する

情報を持った論文を見つけるのには多大な時間と労

力を要する． 

キーワード検索でヒットした論文集合を，アブス

トラクトを基にクラスタリングして内容が類似する

グループに分けることで，論文集合の全体像の把握

や論文の絞り込みを支援することが考えられる．し

かし，アブストラクトには，「背景」「課題（問題点）」

「目的（取り組んだ課題，論文の主旨）」「実現法」

など様々なことが書かれており，bag of words 方式

で文書を特徴付けたのでは，内容の類似性に基づい

て適切にクラスタリングすることは困難である．な

ぜならば，たとえば，論文 A のアブストラクトの「背

景」部分と論文 B のアブストラクトの「目的」部分

とに，類似する内容語が多く出現するということで，

A と B が同一のクラスタに含まれる可能性があるか

らである． 

したがって，学術論文の検索を高度化するために

は，アブストラクトの各文の役割を考慮した組織化

が必要と考えられる． 

 

2 研究目的と期待される効果 

論文のアブストラクト中の各文の役割を推定でき

れば，「課題」「目的」「実現法」などの多様な観点か

らの検索やクラスタリングが実現できる．たとえば，

「課題」文中での出現に制限して，「目的」文中での

出現に制限して，あるいは，「実現法」文中での出現

に制限して，キーワード検索することが可能となる．

また，キーワード検索（全文検索）でヒットした論

文を「目的」文を利用してクラスタリングし，その

各クラスタを「実現法」文を利用してクラスタリン

グすることで，当初のキーワードが表す研究分野に

おける目的とそれを実現する手法について概観する

ことができる．このように，論文のアブストラクト

の各文の役割を推定した上で，論文を組織化するこ

とは，利用者が意図する情報を持った論文を見つけ

るのに大きく貢献すると考えられる． 

本研究では，まず，アブストラクトの各文の役割

を表すタグセットを設計する．そして，このタグセ

ットに基づいて，理学・工学系の論文 2000 編を対象

として，アブストラクトの annotated corpus（タグ

付きコーパス）を構築する． 



構築したコーパスは，著作権上の問題さえ生じな

ければ，公開する予定である．本コーパスの公開に

より，論文アブストラクトの各文の役割の推定に関

する研究，さらに，アブストラクトの各文の役割を

推定した上での論文の組織化に関する研究を支援す

ることができる．我々としても，本コーパスはアブ

ストラクト中の各文の役割を推定するシステムの作

成のための学習データおよび評価データに用いる予

定である． 

 

3 研究内容と成果物の詳細 

成果物は，アブストラクトの文の役割を表すタグ

セットとタグ付けのガイドライン，文の役割の自動

推定システム（試作版），タグセットに従った大規模

なタグ付きコーパスの３つである． 

3.1 タグセットとタグ付けのガイドライン 

理学・工学系の英語論文を対象として，アブスト

ラクトの各文の役割を表すためのタグセットの設計

を行う．タグセットは以下の性質を満たす必要があ

る． 

(a) アブストラクト中の文の役割を表す． 

(b) 論文検索に有用な観点である． 

(c) 作業者によるアノテーションの違いが生じ

ない． 

(d) 高精度な自動推定が期待できる． 

図１は，本プロジェクトの共同研究者が共著者に

なっている論文のアブストラクトに対して，各文の

役割を付与したものである．タグの意味は，以下の

通りである． 

background : 背景 

purpose : 目的 

explanation : 手法等の説明 

<background> Net neutrality is the focus of an important policy debate that is tied to technological 

innovation, economic development, and information access. </background> 

<purpose> <key-expression> We examine </key-expression> the role of human values in shaping 

the Net neutrality debate through a content analysis of testimonies from U.S. Senate and FCC 

hearings on Net neutrality. </purpose> 

<explanation> The analysis <key-expression> is based on </key-expression> a coding scheme 

that we developed based on a pilot study in which we used the Schwartz Value Inventory. 

</explanation> 

<result> <key-expression> We find that </key-expression> the policy debate surrounding Net 

neutrality revolves primarily around differences in the frequency of expression of the values 

of innovation and wealth, such that the proponents of Net neutrality more frequently invoke innovation, 

while the opponents of Net neutrality more frequently invoke wealth in their prepared testimonies. 

</result> 

<significance> <key-expression> The paper provides </key-expression> a novel approach for 

examining the Net neutrality debate and sheds light on the connection between information policy and 

research on human values. </significance> 

図１ アブストラクトのタグ付けの例 

使用したアブストラクトは以下の論文のものである． 

A-S Cheng, K. R. Fleischmann, P. Wang, E. Ishita & D. W. Oard. The Role of Innovation and 

Wealth in the Net Neutrality Debate: A Content Analysis of Human Values in Congressional 

and FCC Hearings.” Journal of the American Society for Information Science and Technology, 

Vol.63, No.7, p.1360-1373, DOI: 10.1002/asi.22646 (2012 年) 



result : 結果 

significance : 意義 

ただし，ここで挙げた役割は現時点における暫定的

なものである．このうち，「背景」に関しては，論文

検索の際に有用な観点となることはないと予想され

る．このような検索に有用な観点とはならない役割

については，タグ empty（有用な役割なしを意味す

るタグ）とする予定である．また，ここでは文単位

で役割を付与したが，複文や重文では，節単位で役

割が異なる場合も想定されるため，ある種の複文や

重文に関しては，節単位でタグ付けをすることも検

討する必要がある． 

key-expression タグは，文の役割を推定した根拠

のキー表現（付与した役割の文に特徴的に出現する

表現）を示す．文の役割に影響を与える，あるいは，

推定に役立つ情報はキー表現以外にも考えられる．

これについては 4.2 節で述べる． 

設計したタグセットに従った大規模なタグ付きコ

ーパスの構築を行う作業者には，タグセットの設計

に加わった者以外の第三者を想定している．このた

め，タグセットだけではなく，各タグの意味の説明

や判断基準など，タグ付けのガイドラインも作成す

る． 

3.2 文の役割の自動推定システム 

タグセットの設計過程で試行的に構築される小規

模なタグ付きコーパスの一部を学習データとして

Conditional Random Fields (CRF) に基づいた文の

役割を自動推定するシステムを試作する．試作シス

テムは，設計したタグセットが 3.1 節で述べた性質 

(d) を満たすかどうかを検討する際に利用する． 

3.3 論文アブストラクトのタグ付きコーパス 

理学・工学系の英語論文 2000 編を対象として，設

計したタグセットに従ったアノテーションを行い，

コーパスを構築する．また，アブストラクトの文の

役割の推定の根拠となる key-expression のタグも付

与する． 

 

4 研究計画 

4.1 タグセットの設計 

アブストラクトには典型的な構成要素がある[1]．

まず，文献[1]などにおける，論文アブストラクトの

構成に関する研究の調査を行い，これを参考にして

アブストラクトの文の役割の種類を検討する． 

医学分野等の論文では structured abstract が一

般的になっている．これは，【目的】，【方法】，【結果】，

【結論】などの項目に分けて書かれたアブストラク

トである．勿論これらの項目をアブストラクト中の

文の役割を表すタグセットとすることも考えられる．

しかし，これでは役割が粗すぎて検索に有用なタグ

が十分に設定できない可能性がある．structured 

abstract における項目も参考にしつつ，もう少し細

かいタグを設定する必要がある． 

並行して，OPAC 等の検索ログやアンケートによ

り利用者の情報検索行動を調査分析し，論文検索に

有用な観点としてどのようなものがあるかを検討す

る．アブストラクトの文の役割のうち，論文検索に

有用な観点と成り得るものに絞ることにより，3.1

節の性質 (a)(b) を満たす暫定的なタグセットを設計

し，簡易版のガイドラインを作成する． 

複数の作業者によるアノテーション実験とその結

果を受けてのタグセットまたはガイドラインの修正

を繰り返し，3.1 節の性質 (a) ～ (c) を満たすタグ

セットおよびガイドラインを作成する．同時にその

過程で 200 編以上の英語論文のアブストラクトから

成るタグ付きコーパスを構築する．具体的な手順は

以下の通りである． 

① （新たに）50 編程度の英語論文のアブストラ

クトを対象として，複数の作業者によるアノテ

ーション実験を行う． 

② アノテーションの結果が全作業者で一致する

ならば，③へ． 

結果が作業者によって異なるならば，その原因

等を考察する．もしタグセットに問題があるな

らば，論文検索における有用性をなるべく落と

さないタグセットの単純化を検討する．またガ

イドラインに問題があるならば，ガイドライン



の明確化を図る．このようにして，すでに対象

とした英語論文のアブストラクトのアノテー

ションに関しては，作業者による相違がないよ

うにした後，再び①へ． 

③ これまでにアノテーションを行った論文アブ

ストラクトが 200編に満たなければ，200編と

なるように追加のアノテーション実験を行う． 

タグセットの設計の過程で作るタグ付きの小規模

コーパスに関しては，文の役割を表すタグと

key-expressionタグの付与だけでなく，文の役割の自

動推定システムの構築のための参考情報として，文

の役割の決定に影響を与えるキー表現以外の情報も

抽出しておく． 

4.2 文の役割の自動推定システムの試作と評価

およびタグセットの修正 

学術論文のアブストラクトにおける各文の役割の

系列には，ある一定の傾向があると予想される．た

とえば，理学・工学系の論文であれば， 

� 背景 → 課題 → 目的 

   → 手法等の説明 → 結果 

� 目的 → 手法等の説明 → 背景→ 目的 

   → 手法等の説明 → 結果 → 意義 

などの構造を持つアブストラクトは良くある．一方 

課題 → 意義 → 背景 → 結果 → 目的 

というような構造を持つアブストラクトはあり得な

いであろう．このような流れは n-gram モデルを用

いて表すことが可能である． 

中渡瀬らは，日本語で記述された論文のアブスト

ラクトから論文の主旨を表す文を抽出する手法を提

案している[2]．彼らの手法は，主旨を表す文に出現

するキー表現を利用したもので，93%のアブストラ

クトから主旨を表す文を抽出できている．本研究で

扱う文の役割というより細かなカテゴリーに対して

も，3.1 節の例で見たように，各役割に特徴的なキー

表現がある．また，キー表現以外で文の役割に影響

を与えている情報も考えられる．たとえば，完了時

制は，背景を表す文の可能性が高い．また，文 S 中

に，直前の文に現れた固有名詞あるいは，直前の文

に現れた名詞句を先行詞とする照応詞がある場合は，

S の役割は高い確率で直前の文の役割を継承すると

考えられる． 

これらのことから，アブストラクトにおける文の

役割を推定するシステムとしては，系列ラベリング

問題のための統計的識別モデルの一つである CRFに

基づくシステムが有望と考えられる．4.1 節の作業で

作成されたタグ付きの小規模コーパスと文の役割の

決定に影響を与えるとして抽出した情報を利用して，

CRFの素性関数の設計とCRFのパラメタの学習およ

び自動推定システムの性能評価を行う．学習データ

とするタグ付けされたアブストラクトを 50 編，100

編，150編と増やして推定実験を行い，コーパスが大

規模になった場合の推定性能を予測する．2000 編程

度のコーパスを利用した場合のシステムの推定性能

が不十分であると予想される場合は，素性関数を再

考する．その上でも，推定精度の低いタグに関して

は，empty を含むその他のタグと合わせることも検

討する． 

4.3 大規模なタグ付き論文アブストラクトコー

パスの構築 

設計したタグセットおよびタグ付けのガイドライ

ンに従って，専門家や理学・工学系の学生アルバイ

トにより，2000 論文を目標とする大規模コーパスの

構築を行うことは，費用の点から困難と考えられる．

そこで，本研究では，アマゾンのメカニカルターク

を利用し，理学・工学系の学士以上の経歴を持つ英

語母語話者を主なターゲットとして，大規模に，人

手によるタグ付けを安価に行うことを想定している． 

ここまでの作業により，タグセットは 3.1 節で述

べた (a)～(d) の性質を満たすものであり，そのガイ

ドラインは，タグセットの設計に関与した作業者に

とっては曖昧さなく作業できるものである．しかし，

メカニカルタークでタグ付けに参加する第三者にと

って曖昧さなく作業できるものとは限らない．そこ

で，メカニカルタークによるタグ付与に先立ち，設

計したタグセットおよびタグの説明を含むタグ付け

のガイドラインが，第三者にとって曖昧さなく作業



できるものであるかどうかを確認するため，英語論

文校正を専門とする英語母語話者 3 名それぞれに，

4.1 節の作業で使用した 200 編のアブストラクトの

アノテーション（文の役割のタグ付け，および，

key-expression のタグ付け）を依頼する．3 名全員の

アノテーションの結果が 4.2 節までの作業で構築さ

れているコーパスでのアノテーション結果と一致す

ることを確かめる．もし，一致しない場合，校正者

の意見を参考に，タグ名，タグの説明等の修正を行

う． 

その後，まず，同様に 4.1 節の作業で使用した 200

編のアブストラクトのアノテーションをメカニカル

タークにより行い（同一アブストラクトを 7 名で実

施），その質を検討する．質が十分でない場合は，メ

カニカルタークによるアノテーションは諦め，英語

論文校正の専門家（1 名）または学生アルバイト（3

名）によるアノテーションに方針転換する．質が十

分である場合は，メカニカルタークを利用して，理

学・工学系の英語論文 2000 編（すでに 200編は終了

しているので 1800 編）のアブストラクトのアノテー

ションを実施する． 

論文の中には背景知識がなければ，アブストラク

トのアノテーションを正確に行えないものもあるこ

とが想定される．7 名の結果の揺れを測定し，一致率

が十分に高いものだけをコーパスに収録する． 

 

5 将来計画 

本プロジェクトで構築された大規模なタグ付き論

文アブストラクトコーパスを用いて，アブストラク

トの文の役割を自動推定するシステムを構築する予

定である．そして，タグセットの設計の際に行った

利用者の情報検索行動の分析を基に，学術論文検索

の高度化に資するシステムの構築に関する研究を行

う予定である． 
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