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1 序論

本論文は、テキストアノテーションコンテスト1にお

いて、表題の研究開発プロジェクトの方針、研究内容、

および、研究の波及効果を述べるポジションペーパー

である。

本研究開発は、料理レシピの検索にテキストアノ

テーションを用いることにより、有用性の高いユー

ザ・インタフェースを実現することを目的とする。料

理レシピには料理名、材料名、調理動作の類義語、多

義語、表記揺れが含まれることから、料理レシピ検索

の際に、検索クエリと料理レシピ中の文字列の間で不

一致が生じるという問題がある。この問題を解決する

ため、本研究では、料理レシピに含まれる任意の文字

列に対するアノテーション付与の方法を提案する。ま

た、スマートフォンを用いて料理レシピの検索を行う

際に、簡単なタップ操作でアノテーション付与を行う

アノテーション支援ツールを開発する。

情報検索システムの性能評価の観点として、検索

システムの有効性 (effectiveness)を評価の基準とする
のが一般的である。有効性とはユーザが必要な情報

をどれだけ漏れなく正確に検索できるかという観点

であり、再現率と精度という指標で評価される [20]。
情報検索システム評価型の国際会議である TREC2や

NTCIR3では文書集合と検索質問集合、さらに、個々

の検索質問に対して適合する文書集合をあらかじめ用

意しておき、各検索質問に対してシステムがどれくら

い適合文書を検索できるかによってシステムの有効性

を評価する。このような評価用データはテスト・コレ

クション (test collection)と呼ばれている。
テスト・コレクションを用いた性能評価では、文書

が検索質問に対して適合する度合い、すなわち、適合

性 (relevance)が判断基準とされる。適合性の概念は、
ユーザ集合の中で正解文書について合意が得られる

1http://nlp.nii.ac.jp/tawc/
2http://trec.nist.gov/
3http://research.nii.ac.jp/ntcir/

という仮定を置いているため、料理レシピ検索のよう

に、ユーザの情報要求が動的に変化し得る検索モデル

では、適合文書集合という概念に基づく性能評価は不

可能である。たとえば、ユーザは「卵料理」の料理レ

シピを検索しようとして検索を開始し、思いもよらぬ

「魚料理」の料理レシピを発見し、ユーザの情報要求

が満たされるかもしれない。このように、料理レシピ

を対象とした情報検索では、適合性に基づく古典的な

検索有効性の概念に基づく性能評価が不可能であり、

ユーザにとって役立つ情報が得られるかという観点か

ら、性能評価を行うことが必要となる。本研究開発で

は、特にユーザ・インタフェースの有用性を中心的な

課題とする。具体的には、ユーザが検索機能を簡単に

使いこなせるか、また、必要な情報にすばやくたどり

着くことができるか、という観点から、有用性の高い

検索システムの実現を目指す。

2 関連研究

本研究開発に関連するテキストアノテーションと料理

レシピの検索について従来研究について説明する。

2.1 テキストアノテーション

アノテーション (annotation)とは、言語分析の結果
(解釈)をコーパスデータに付与することを指す [19]。
コーパス内の個々の語や節に品詞情報 (POS tagging)
や、見出し語情報 (lemmatization)、係り受け関係な
どの構文情報 (parsing)、意味役割などの意味情報な
どを付与することにより、コーパスの検索や統計的操

作が行えるようになる。

Apache UIMA[1]は非構造化テキストを処理するた
めのアノテーションの仕様として開発され、標準化

されている。また、アノテーションの汎用性とコーパ

ス作成のプロセス管理を視野に入れた枠組みとして

Slate(SLATE Enhanced)[16] が開発されている。



低いコストで高い分野適応性を実現できる部分的ア

ノテーションの枠組みと、部分的アノテーションを用

いた単語分割器の学習が笹田ら [11]によって提案され
ている。成田ら [10]は、事実性およびその周辺情報を
アノテーションするための英語の事実性解析モデルを

もとに、日本語事実性解析器を提案している。岩手ら

[6]は、係り受け構造のアノテーションを行う際の効率
性と正解率向上の手法を提案している。また、萩行ら

[3]は、意味・談話関係のタグ付与の方法論を提案し
ている。これらの従来研究が自然言語処理の観点から

アノテーションを行っているのに対して、本研究は、

情報アクセスの有用性を向上するという観点からアノ

テーション付与を行う。

2.2 料理レシピの検索

料理行動を対象としたメディア処理技術に関する先

行研究として、献立を決める [5]、料理を作る [17]、料
理を食べる [8]といった観点からのユーザ支援が提案
されている。

料理レシピの文書解析に取り組んだ先駆的な研究

として、浜田ら [2]は、固有の辞書の構築を行い、料
理テキスト教材に含まれるテキストデータ（非構造化

データ）の構造解析を行う際に構築した辞書を用いる

ことで、オペレーショングラフと呼ばれる形式（構造

化データ）への変換を実現している。また、林ら [4]
は、日本語で記述された料理レシピ分の時間構造の解

析の手法を提案している。柴田ら [12]の研究では、料
理番組映像を対象として、その発話内容のクローズド

キャプションの構文・格・省略・談話構造解析を行い、

作業構造を自動抽出する手法を提案している。高野ら

[15]の研究では、料理レシピの構造解析に加えて、明
示的に書かれていない情報の補完を行うことで、調理

シナリオと呼ばれる、より構造化された形式へのデー

タ変換の手法を提案している。また吉川ら [9]は、料
理レシピをデータフロープログラミング言語と呼ばれ

る形式に変換するためのデータ仕様と方法論を提案し

ている。苅米ら [7]の研究では、調理動作における解
析誤りを解決し、料理レシピからフローチャートを自

動生成する際の精度向上を行っている。

本研究では、料理レシピに対して品詞情報や係り受

け関係などの言語分析を行うのではなく、レシピ検索

における固有表現（料理レシピ中の索引語となる部分

文字列）の抽出を目的としたアノテーションを行う。

また、本研究と同様に、料理レシピを検索するとい

う観点からの研究として、塩澤ら [14]は、食材の優先

Pattern Matches

. Any single character.
[chars] Any of the characters in the brack-

ets.
x Only the character x.
* A sequence of 0 or more matches

of the atom.
+ A sequence of 1 or more matches

of the atom.
? A sequence of 0 or 1 matches of the

atom.
{m} A sequence of exactly m matches

of the atom.

表 1: Regular Expression Metacharacters

Pattern Matches

(’peter piper’, ’p.{1}’, ’g’) {pe}, {pi}, {pe}
(’peter piper’, ’p.{2}’, ’g’) {pet}, {pip}
(’peter piper’, ’p.{3}’, ’g’) {pete}, {pipe}
(’peter piper’, ’p.{4}’, ’g’) {peter}, {piper}
(’peter piper’, ’p.{8}’, ’g’) {peter pip}

表 2: Regular Expression Examples

度を考慮してインタラクティブに検索候補の絞り込み

を行う手法を提案している。志土地ら [13] の研究で
は、料理レシピを検索する際に、ある食材の代替とな

る食材を考慮することを提案している。これらのよう

な応用的な検索課題に取り組むことは将来課題とし、

本研究開発では、料理名、材料名、調理動作といった

料理レシピ検索で基礎となる索引語の抽出を精度よく

行うことに取り組む。

3 研究内容

本章では、料理レシピ中の部分文字列へのテキストア

ノテーションの方法論について述べ、アノテーション

支援ツールの開発と評価実験について説明する。

3.1 部分文字列へのアノテーション

料理レシピ検索において、まず問題となるのは形態

素解析における未知語である。料理名、食材名、調理

動作などを表す意味のある文字列が形態素解析の過程

で、誤って分割されてしまうと検索されるはずの料理

レシピが検索されない、という問題を引き起こす。



図 1: 多義性と同義性の具体例（１）

転置索引と呼ばれる従来型の索引構造を用いる情報

検索システムでは、日本語のように、わかち書きがさ

れていない言語で書かれた文書は索引処理の前に、形

態素解析を行うことが必要不可欠であった。

最近の索引処理に関する研究では、検索対象となる

文書そのものを検索索引として使用する自己参照型の

索引 (self-index) と呼ばれる索引構造が用いられ、日
本語・英語の新聞記事 8年分といった比較的規模の大
きい情報検索のタスクで実現可能性が確認されている

[18]。この索引構造は、形態素解析を行うことなく、検
索対象の文書群そのもののを検索索引として用いるこ

とにより、索引処理の段階では、言語処理を必要とせ

ず、検索実行の段階で、単語境界を気にすることなく、

任意の文字列での検索処理が行えるというメリットが

ある。現段階では、自己参照型の索引構造を持つ情報

検索システムで、任意の正規表現でのパターンマッチ

を行う実装が提供されていないため、本研究開発では、

オープンソースの RDBMSである PostgreSQL4 の文

字列検索機能を用いて、自己参照型の索引構造を実現

する。具体的には、表 1に示すような正規表現のパター
ンマッチを用いて、表 2のような文字 uni-gramに基
づく文字列抽出を行う。正規表現を用いる文字列抽出

はスケーラビリティでの点での問題があるため、検索

システムを大規模文書群に適用する際には、分散並列

化するなど、計算効率についての検討が必要となる。

料理レシピ検索において、最大の問題となるのは、

料理名、材料名、調理動作の類義語、多義語、表記揺

れ（音訳、誤表記、漢字/ひらがな/カタカナ表記の混

4http://www.postgresql.org/

図 2: 多義性と同義性の具体例（２）

在）である。たとえば、「パプリカ」という文字列は、

料理レシピ中では、「野菜のパプリカ」と、「スパイス

のパプリカ」の 2種類の意味で用いられる。このため、
野菜の意味で「パプリカ」を検索しようとしても、ス

パイスの意味で「パプリカ」が記述されている文書が

検索されてしまうという問題が起きる (図 1参照)。ま
た、料理レシピ中には、材料名「味噌」の表記揺れで

ある「ミソ/みそ」が、本来の材料名の「味噌」の意
味で用いられている場合と、材料名の「味噌」とは異

なる意味で用いられている場合がある（図 2）。これ
らの例は、日本語の知識があれば、料理レシピの前後

の文字列を手掛かりとして、多義性を比較的容易に解

消できる。

料理レシピの検索の際に多義性の解消が困難となる

のは、一般的な概念としてではなく、ユーザが主観的

に持っている概念である。たとえば、「あんかけ」とい

う文字列を含む料理名が検索対象のコーパスに 1件、
あるいは、数件程度しか含まれてなければ、「あんか

け」という文字列に多義性は生じない。しかし、数十

件以上の規模で料理名に「あんかけ」という文字列を

含むレシピがコーパスに含まれる場合、ユーザごとに

定義の異なる多義性、同義性が生じることがある。た

とえば、ある特定の材料名（自分の好みの材料名、等）

と「あんかけ」が共起する場合を、典型的な「あんか

け」とみなし、それ以外を例外的に扱うユーザ (図 3)
や、材料名のカテゴリ（野菜、魚介類、肉類）で「あ

んかけ」をカテゴリ分けするユーザ (図 4) がいる場
合、多義語・同義語はユーザごとに個別に定義する必

要がある。



図 3: ユーザ定義による多義性と同義性の具体例（１）

3.2 アノテーション支援ツールの開発

上記の課題を解決するため、本研究では、個々の

ユーザが簡単な操作で任意の部分文字列の多義性、同

義性の情報を付加できるようにするアノテーション

支援ツールを開発する。支援ツールのユーザ・インタ

フェースの概観を図 5に示す。ユーザが料理名、食材
名、調理動作を表す文字列を入力すると、検索システ

ム側で多義性・同義性を解消する必要がある文字列候

補の検索を行い、検索結果をリスト形式でユーザに返

す。ユーザは、同義性を持つと考える文字列を選択し、

グループ化を行う。多義性のあるグループすべてにつ

いてこの操作を行うことで、レシピ中の部分文字列に

対して類義性・多義性の情報を付加するアノテーショ

ンが行える。

3.3 評価実験の方法

料理レシピの検索は、特許文書や研究論文の検索と

比較すると、容易に行えるタスクであり、特別な専門

知識を必要としない。また、開発するユーザ・インタ

フェースはスマートフォンを使って簡単に操作が行える

ものである。そこで、検索有用性の評価には、Amazon
Mechanical Turk (日本語版) 5 を利用したモバイル検

索により、大量の検索トピックに対する多様な検索ロ

グを収集し、提案する料理レシピ検索の検索有用性の

考察を行う。

5http://aws.amazon.com/jp/mturk/

図 4: ユーザ定義による多義性と同義性の具体例（２）

4 結論

本稿では、テキストアノテーションと料理レシピ検索

の先行研究を紹介し、料理レシピ検索の問題点解決策

として、料理レシピ中の部分文字列に対するテキスト

アノテーションの手法について述べた。また、本研究

で開発するアノテーション支援ツールの概観を紹介し、

テキストアノテーションの評価実験について説明した。

本研究の実施により、料理レシピ検索の効率性が向上

すれば、研究の波及効果として、国民の関心が高い健

康増進や食育に役立つ利便性の高いアプリケーション

ソフトウエアの実現が期待できる。
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