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1 はじめに

我々は，ディスカッションマイニングと呼ばれる，人

間同士の知識交換の場である対面式会議において，映

像・音声情報やテキスト情報を記録し，それらに対す

る議論構造などのアノテーションを獲得することで，

会議内容から再利用可能な知識を発見する技術に関す

る研究・開発を行っている [1]．

従来では，会議内容はテキストで記録することが中

心だったが，近年では映像・音声を組み合わせる研究

が数多く行われている [2, 3]．これらのシステムが生

成する会議コンテンツでは，会議参加者の話す様子や

会議場全体の雰囲気などテキストでは表現することが

困難であった情報も提供することができる．しかし，

映像・音声に含まれる情報量は膨大なものであり，議

論理解や議論内容の再利用を行うには，これらコンテ

ンツの他に会議に関するメタデータが有効である．

ディスカッションマイニングでは，映像・音声情報

の他に，ミーティングに使用されたスライドの内容を

解析し，書記によって参加者の発言を要約したテキス

トを入力し，その他の会議に関する様々なメタデータ

を記録している．メタデータには，例えば，ミーティ

ングの開始・終了時間や，スライドの切り替わり時間，

さらに会議中に行われた発言に関する情報が含まれる．

発言に関するメタデータとして，発言の開始時間・

終了時間，発言者の情報，発言に対する評価情報 (賛

成・反対)，発言間の依存関係，発表資料と発言との

対応関係 (指示対象と発言の関係)などのデータを取

得している．

ここで特に重要なのは発言間の関係である．本研究

では，この依存関係によって得られる木構造を議論構

造と呼んでいる．ディスカッションマイニングでは，

発言テキストや議論構造のような，自動認識技術では

取得が困難なメタデータの入力を人間と機械の共同作

図 1: 記録されるコンテンツと生成される議論構造木

業によって行っている．これらは，単に会議記録の構

造化に留まらず，会議という複数の人間の活動に対す

るアノテーションと見なせる．

これらのアノテーションには，ヒューマンエラーに

よって発生したノイズが含まれている可能性がある．

本研究では，長期にわたる運用によって得られた会議

コンテンツを詳細に分析することで，会議に対するア

ノテーションの妥当性に関する評価を行った．

2 ディスカッションマイニング

2.1 記録される会議コンテンツ

ディスカッションマイニング (DM)システムが支援

している会議スタイルは，発表者がスライドを表示し

ながらその説明を行い，発表の途中あるいは終了のタ

イミングで会議参加者との質疑応答が始まるというも

のである．DMシステムは，発表者によるスライド発

表と続く参加者との質疑応答を分節して記録する．そ

の結果，図 1に示すようなコンテンツが記録・生成さ

れる．



すべての参加者は，ポインタリモコンと呼ばれる専

用のデバイスを用いて，自分の発言に関するメタデー

タを入力する．具体的には，新しい話題に関する質問

やコメントを発言する参加者は，自分の発言に導入タ

グを付与する．また，直前の発言に密接に関連した発

言を行いたい場合は継続タグを付与する．さらに，ス

ライドに対するポインタ指示場所・時刻の記録，発表

中や質疑応答中の発言に対する賛成/反対ボタン情報，

重要箇所のマーキング情報も記録する．それらのデー

タは話題の流れの認識と重要発言の決定に利用される．

我々は会議コンテンツを検索・閲覧するためのシス

テムも実現している．会議内容閲覧システム1では，日

付や参加者情報から議事内容の検索，現在進行中の議

論と類似した過去の議論の閲覧，議論の様子の効果的

な可視化などが行える (このシステムについては別稿

で詳しく述べている [4])．

2.2 会議コンテンツへの構造化アノテーシ

ョン

議論を話題単位に正しく分節し，話題セグメントと

として取り出すため，発話ごと，文章ごと，発言ごとに

人手でアノテーションを付与するのはコストの観点か

ら現実的ではないだろう．しかし，自動的なアノテー

ション付与では十分な精度を達成するのは困難である．

そこでDMシステムでは，会議中の参加者が負担にな

らない程度のコストでアノテーションを付与する仕組

みを実現した．

会議に関するメタデータを取得する方法には，ミー

ティングブラウザ [5]のように自動認識技術を用いる

方法と，会話量子化器 [6]のように人間がデバイスや

ツールを用いて入力する方法がある．前者の方法は，

メタデータの取得時における人間の労力は非常に少な

いが，必要な情報を計算機ですべて自動的に記録する

ことは現状では困難である．発言のキーワード検索は

可能であっても，閲覧した際に内容を十分に理解でき

るほどの情報量は持っていないだろう．そのため本研

究では，これらのメタデータを人間と機械が協調的に

入力する方法を採用している．

具体的には，図 2のようなディスカッションルーム

に設置された複数のカメラとマイクロフォン，Webブ

ラウザベースの発表者・書記用ツールを用いることで

会議内容を記録する．また，ディスカッションルーム

中央には発表資料やデモの様子を映し出すメインスク

1下記の URL で公開している．
http://dm.nagao.nuie.nagoya-u.ac.jp/

図 2: ディスカッションルーム

リーンが設置されており，その両側には現在発言して

いる参加者の情報やカメラ映像を表示するためのサブ

スクリーンがある．

発表者は専用ツールを用いて発表用スライドをアッ

プロードし，ミーティング中にスライドの切替タイミ

ングを伝達することで，自動的にスライド情報が記録

される．また，参加者は全員，前述のポインタリモコ

ンと呼ばれるデバイスを用いる．このポインタモコン

を上に掲げることによって，発言者 IDや発言者の座

席位置に加え，発言の開始時間や発言タイプが記録さ

れる．また，発言の終了時間はリモコンのボタンの押

下によって入力される．発言の開始・終了時間を取得

することにより，発言ごとに映像・音声情報をセグメ

ンテーションする．また，ポインタリモコンのボタン

の押下によって，発言に対する態度 (賛成あるいは反

対)表明したり，自身にとって重要な意味を持つ発言

に対してマーキングを付与することができる．

例えば，一つの議論セグメントは表 1に示すように

なっている．各発言内容の要約の左側は，上左が発言

番号 (例: ⟨77⟩)，上右が発言者 (例: M)，下左が賛成

ボタンが押された回数 (例: 1) 下右が発言に要した時

間 (例: 2:49 (2分 49秒の意))である．

DMシステムでは，クロストークがないように参加

者の発言の順番を制御するための仕組みとして，発言

予約機能を備えている．誰かの発言中にポインタリモ

コンを上に掲げた場合は発言予約リストに加えられ，

直前の発言が終了すると自動的に発言権が移る．発言

の順番は，以下のルールに基づき変動する．

• 発表者の入力した予約は他の予約より優先される

• 導入と継続の予約が両方存在するときは，現在の
話題を継続して行えるように継続の予約が優先さ



表 1: 議論セグメントの例

⟨77⟩, M
1, 2:49

正確で自動的な議論分割は相当に難しい．
DMはすでにかなり構造化されている．こ
れ以上コストはかけられないのではないか．

⟨78⟩, T
0, 1:27

コストをかけて 100%正確に構造化しようと
いう訳ではない．

⟨79⟩, O
1, 1:53

指示情報だけで継続かどうかを判定するの
は不可能だろう．共通のキーワードである
程度継続かどうか判定できるかも．

⟨80⟩, N
0, 3:46

精度の高い正解データを作るのはコストが
かかるので，話題の数を数えるだけにとど
めた．自分の発言を振り返る良い機会になっ
た．

⟨81⟩, N
3, 3:38

構造化の精度を上げることには意味がある
と思う．指示行為は発言の中心的話題を可
視化する支援の役割をし，副産物として詳
細な議論構造の取得がある．指示行為のお
かげで，データの信用性が上がった

れる

この発言予約機能は，発言の順番を制御するだけで

なく，より人間の意図を反映した議論構造を作成する

ためにも利用される．発言予約機能を利用せずに，発

言タイプのみを利用した場合，作成される議論構造は

導入発言を起点とするリスト構造となる．しかし，一

つの発言の内容に対して複数人が様々な視点から意見

を述べた場合の議論構造は，リスト構造ではなく木構

造であると考えられる．そのためDMシステムは，誰

かが発言を行っている最中に「継続」の予約が追加さ

れた場合，その継続発言と現在行われている発言との

間にリンク情報を生成する2．つまり，発言中に複数

の予約が追加された場合，一つの発言に複数の継続発

言が連なる木構造が自動的に作成される．

この場合の木構造の根は導入発言であり，それ以外

は全て継続発言である．ある 1つの発言に対して，同

時に複数の継続発言が付くと木の分岐が増える．先行

発言に継続発言が付き，さらにそれを先行発言として

継続発言が付くと木の枝が延び木が深くなる．

図 3は，例 1の各発言番号をノードに持つ議論構造

木である．

発言者 Mによる導入発言⟨77⟩を聞いて，発言者 T

とOによる継続発言⟨78⟩と⟨79⟩が行われている．また，
それぞれに対して，さらなる継続発言⟨80⟩と⟨81⟩が行
われている．

2発言者がいない時に「継続」の予約が追加された場合は，直前
の発言に対してリンク情報を生成する．

図 3: 表 1の例の議論構造木

また，書記は専用ツールを用いて発言内容の記録を

行う．このツールは各発言者のリモコンと連動してお

り，発言者が発言を開始すると，書記ツールに発言者

と発言タイプの付与されたノードが自動生成される．

書記はこのノードを選択することで会議コンテンツの

発言内容を効率的に記録することができる．

2.3 ユーザビリティに関する考察

我々の研究室では，2006年度から約 6年間に渡り，

DMシステムを運用してきた．このシステムで作成さ

れる会議コンテンツは年間約 80件 (録画された映像・

音声は約 150時間)になる．

DMシステムは，会議に関するメタデータの取得を

システム化しやすくするため，ポインタリモコンを用

いた発言の開始・終了時間の入力や発言予約機能によっ

て，参加者同士の発言のクロストークを排除する方法

を採用している．この方法は議論の進行方法に対して

制約を加えるものであり，自然な議論を妨げてしまう

可能性がある．例えば，ブレインストーミング形式の

会議では，参加者同士の発言のクロストークを排除す

ることによって，積極的なアイディアの創出を妨げて

しまう可能性がある．

我々の研究室では，ゼミを対象として会議コンテン

ツの作成を行っているため，参加者に対して「発表者

である学生の研究活動にとって少しでも有益であろう

発言は記録し，雑談のように関係のない発言は記録し

ない」という基準を設けることによって，できるだけ

自然な議論が行えるようにしている．また，ちょっと

したあいづちや同意発言を行いたい場合は，発言を行

うのではなく，リモコンのボタンを利用して発言に対

する賛成を表明するなど，より簡易的な操作を行うこ

とが可能である．しかし，記録されなかった議論の中

には，発表者にとって重要だと考える議論が存在する

こともあるため，会議後にこのような議論に対してセ

グメンテーションを行えるような仕組みを構築する必

要があると考えている．



3 アノテーションの評価と考察

DMシステムでは半自動的に会議コンテンツの作成を

行う．しかし，参加者の判断に依存する部分があるた

め，情報の欠落や誤った情報の入力などのヒューマン

エラーが混在する可能性がある．また，議論をできる

だけ妨げないような入力手段を採用しているため，取

得されたメタデータにユーザーの意図が完全に反映さ

れていない可能性もある．DMシステムで取得してい

るメタデータの中でも議論構造と発言テキストは，特

に人間による判断に大きく影響されるものである．

本研究では，これらの情報の妥当性を測るための評

価実験を行った (実験の詳細は文献 [7]を参照)．

3.1 議論構造の妥当性の評価

DMシステムでは，ポインタモコンを用いた発言タ

イプ (導入・継続)の入力や発言予約機能を用いた発

言間のリンク情報の付与を行うことによって，議論構

造を生成している．しかし，自分がこれから行う発言

のタイプが導入なのか継続なのかを迷ったり，発言の

予約を入れるタイミングを逸して意図したリンク情報

が付与されないなど，生成される議論構造には誤りを

含むか，ユーザーの意図が正しく反映されていないこ

とが考えられる．そこで，まず議論構造の評価実験を

行った．

3.1.1 評価に用いたデータセットと評価方法

この実験では，2007年度以降に作成された会議コ

ンテンツにおける議論セグメントの中から，発言数が

多い上位 18個の議論セグメントを対象とした．なお，

18個の議論セグメントに含まれる全発言数は 199発

言 (うち継続発言は 181発言)であり，議論セグメン

トごとの発言数の平均は 11.1発言，議論セグメント

内の発言者数の平均は 4.6名であった．

本実験では，発言タイプや発言予約によって生成さ

れた議論構造を，以下の項目において正解データと比

較することで妥当性を評価する．

（1）新たな話題を提示している継続発言

経験的な問題として，議論が長くなるにつれ話題が

次第に逸れていくということがしばしば発生する．そ

のため，発言数の多い議論セグメントに含まれる個々

の発言内容を吟味していくと，その議論セグメントの

親である導入発言における内容や意図とは関連の弱

い継続発言が含まれると考えられる．そのため，議論

図 4: システムが生成した議論構造と正解データとの

比較

セグメントの中で新たな話題を提示している継続発言

の数を調べることによって，継続発言の妥当性を検証

する．

（2）親発言の異なる継続発言

発言予約機能は，対象となる発言が行われている時

点で発言予約を入れることによって発言間のリンク情

報を付与する．そのため，終了してしまった過去の発

言を対象として発言予約を入れても正しいリンク情報

が付与されない可能性がある．そのため，親発言の異

なる継続発言の数によって発言予約機能の妥当性を評

価する．

（3）複数のリンクを持つ継続発言

現在の発言予約機能では，親発言となる発言は一つ

に限定されているが，これまで行われた議論をまとめ

るような発言を行う際には 1発言だけでなく，複数の

発言を参照することが考えられる．そのため，発言予

約機能で取得しているリンク情報が十分なものである

かどうかを調べるため，複数のリンクを持つ継続発言

の数を調べる．

図 4はシステムが生成した議論構造と正解データと

の比較の例である．この例において，（1）に該当する

発言は⃝6であり，（2）に該当する発言は⃝3と⃝5の 2発

言，（3）に該当する発言は⃝1と⃝3との間にリンクを持
つ⃝4の１発言となる．
正解データは以下の手順によって作成した．まず，

議論セグメントの親となる導入発言の内容や意図が

その後の継続発言に正しく反映されているかを確認す

るため，対象の議論セグメントの導入発言者に自身の

発言の内容・意図と関連のない継続発言を選択しても

らった．次に，同研究室の大学生・大学院生 3名に導

入発言者の意図を踏まえた上で，ビデオを視聴しなが

ら（1）から（3）の項目について正解データを作成し

てもらった．最後に，個々に作成された議論構造を照

合しながら合議によって最終的な正解データとした．



表 2: システムが生成した議論構造と正解データとの

比較結果

ID 発言者数 総発言数
各評価項目別の発言数

　（1）　　（2）　　（3）　

1 6 14 1 2 2

2 5 13 1 0 3

3 5 13 1 0 3

4 4 10 2 0 0

5 4 13 2 0 2

6 4 8 1 0 2

7 4 7 1 0 1

8 4 6 1 1 1

9 5 17 1 0 1

10 4 11 1 0 2

11 4 11 1 0 0

12 3 5 0 0 0

13 5 16 6 0 0

14 5 13 1 1 3

15 4 14 1 0 1

16 7 11 2 0 0

17 5 9 1 0 1

18 5 8 0 0 1

3.1.2 評価結果と考察

DM システムによって生成された議論構造と正解

データとの比較を行った結果を表 2に示す．

（1）新たな話題を提示している継続発言の傾向

表 2 から，ほぼ全ての議論セグメントに新たな話

題を提示している継続発言が存在する，つまり複数の

話題が存在することが分かる．新たな話題を提示する

継続発言として最も多かったのが，直前までの議論を

きっかけとして新たな話題を提示する発言である．例

えば，直前までは「意味単位を分割できるか」という

議論を行っていたが，「逆に意味単位を統合できるか」

と別の視点から話題を切り出す発言がこれに該当する．

「意味単位」という大きな視点から捉えると一貫した

議論を行っているが，より詳細な視点から捉えると別

の話題について議論を行っている，という特徴がある．

現在の発言タイプでは，このように柔軟な視点で議

論を分割することはできない．一つのセグメントの長

さが長いほど閲覧に必要な時間が長くなるため，効率

的な議論内容の閲覧を実現するためには，より細かい

セグメント情報を，発言タイプとは別の手法を組み合

わせて取得することが望ましい．

我々は，議論セグメントの親である導入発言と，そ

れに続く継続発言の内容・意図の関連性に着目した．

もし導入発言者が，自分の発言の内容・意図と関連の

ない継続発言が行われたという判断ができ，その情報

を取得することができれば，より細かいセグメント情

報を取得することができると考えられる．

そこで，新たな話題を提示する継続発言が行われる

前後で，導入発言と関連の弱い発言が含まれる割合を

比較した．その結果，新たな話題が提示される前では

平均 27.9% (標準偏差は 34.8%)存在し，新たな話題が

提示された後では平均 81.8%(標準偏差 31.0%)存在す

ることが分かった．話題が変わる前に比べて変わった

後の割合のほうが大きいことを踏まえると，導入発言

者が自身の発言と関連が弱いと判断した発言が集中し

ている箇所は別の話題について議論していると推測さ

れる．導入発言者が自身の発言と関連があるのかどう

かを判断し，システムに入力することによって，自動

的にセグメント情報を抽出することは困難かもしれな

いが，人間が後付けでセグメント情報を入力する際の

手掛かりとして十分な情報を得ることができるだろう．

（2）親発言の異なる継続発言の傾向

親発言の異なる継続発言は 4発言であり，全ての継

続発言（181 発言）内の 2.2%に相当することが確認

できた (表 2より)．これから，発言予約機能によって

取得した発言のリンク情報は妥当であると考えること

ができる．また，該当する発言を詳細に調べると，発

言するタイミングが遅くなったことが原因であること

が分かった．発言予約機能は，発言予約を入れた時点

で行われていた発言に対してリンク情報を付与するも

のであるが，発言予約を入れた時点で発言が行われて

いない場合は直前の発言に対してリンク情報を付与す

るようになっている（導入発言はこれに該当しない）．

そのため，直前の発言よりも前に行われた発言に対し

て，リンク情報を付与することができない．この問題

点の解決法としては，発言者が発言を行う際に対象と

なる発言を指定する手法が考えられる．

（3）複数のリンクを持つ継続発言の傾向

表 2から分かるように複数のリンクを持つ継続発言

は数多く存在する．個々の発言を見ていくと「錯綜し

てきたので整理するけど」「○○君も言っていたけど」

といったように，それまでの発言や議論を受けた意見

やまとめを述べる発言が多い．なお，複数のリンクを

持つ継続発言が存在しない議論セグメントは質疑応答

の繰り返しや要望を出し合うものが多かった．このこ

とから「リンクの多い発言ほどその議論において重要」

「複数のリンクを持つ継続発言が多いほどその議論は

活発」といったように発言や議論セグメントの重要度



や活性度を求めるための指標としてリンク情報は有効

だと考えられる．

現状の発言タイプや発言予約機能だけでは，複数の

リンク情報を取得することはできないが，親発言の修

正と同様にサブスクリーンとポインタリモコンを用い

て参照したい発言を追加することで対処することがで

きるだろう．また，リアルタイムに入力する手法だけ

でなく，会議後に入力する手法も考えられる．例えば，

重要だと思われる発言を複数引用して，自分の意見や

アイディアを記述する仕組みを実現することで，同時

に引用されている発言間にリンク情報を付与すること

ができるだろう．

3.2 発言テキストの情報量に関する評価

会議コンテンツの閲覧や検索，要約などを実現する

上で重要な情報となるのが発言内容のテキストである．

このテキストを取得する方法として音声認識が挙げら

れるが，実環境における認識精度は高いとは言えず，

仮に完全な書き起こしを作成することができたとして

も，文法的に正しくない発言がそのまま書き起こされ

てしまうといった問題点がある．

DMシステムでは上記の理由により，書記が発言を

要約しながら入力するという方法を採用しているが，

すべての内容を入力することが困難であるため，取得

される発言テキストの情報量はかなり減少していると

考えられる．また，多くの文字列を短時間に入力でき

る書記もいれば，必要だと思われる内容だけ入力し，

冗長と判断した内容は入力しない書記もいるように入

力されるテキストの量や内容は，多くの部分を書記に

依存する．そこで書記が入力した発言テキストに関し

て次の項目について評価実験を行った．

• 書記による記述量の個人差

• 議論内容と記述量の関係

3.2.1 評価に用いたデータセットと評価方法

本実験では，筆者らの所属する研究室の大学生・大

学院生 6名が 2007年度以降に書記を行った会議コン

テンツを対象とし，書記が入力した発言テキスト (以

下，書記テキスト)と，ビデオを閲覧しながら書き起

こした発言テキスト (以下，書き起こしテキスト)に

含まれるキーワードの割合を比較した．

書記による記述量の個人差を考慮するために 6名の

書記を，1発言あたりの平均文字数によって 3つのグ

ループ (各 2名ずつ)に分類した．平均文字数の多い

順番からそれぞれのグループをグループA，グループ

B，グループ Cと呼ぶ．そして，それぞれの書記の平

均文字数に近い会議コンテンツを 2個ずつ選出した．

つまり，各書記ごとに 2個，各グループごとに 4個，

全体として 12個の会議コンテンツを対象とした．全

ての会議コンテンツに含まれる発言の総数は 661発言

(1会議コンテンツあたり 55.1発言)であり，議論セグ

メントの総数は 137個 (1会議コンテンツあたり 11.4

個)であった．

はじめに，対象の会議コンテンツのビデオを閲覧し

ながら発言テキストの書き起こしを行った．なお，こ

の後の評価においてノイズになるため，間投詞や言い

間違いの書き起こしは行わなかった．次に発言テキス

トにおけるキーワードの割合を求めるために，書記テ

キスト，書き起こしテキストのそれぞれに対して形態

素解析ライブラリ Sen3 を用いて形態素解析を行った．

最後に形態素解析によって得られたキーワード候補

の中からキーワードとなるものの選択を行った．キー

ワードの選択は，「記述されている順番に見るだけでそ

の発言の全ての内容が把握できる」という定義に基づ

いて行った．なお，発言テキストの書き起こしやキー

ワードの選択は，前述の 6名の書記とは異なる，事前

に書き起こしやキーワード選択に関する注意事項を周

知された大学生・大学院生 3名によって行われた．

3.2.2 評価結果と考察

本実験で使用した会議コンテンツにおける総文字数

は，書記テキストでは 41,946 文字 (1会議コンテンツ

あたり 3,495文字)であり，書き起こしテキストでは

188,816文字 (1会議コンテンツあたり 15,734文字)で

あった．また，形態素解析によって得られた全ての形

態素数 (重複を含む)は書記テキストでは 23,950個 (1

会議コンテンツあたり 1995個)であり，書き起こしテ

キストでは 105,843個 (1会議コンテンツあたり 8820

個)であった．文字数や形態素数の観点から見ると，全

ての発言内容を書き起こすために必要な記述量は，リ

アルタイムに書記が入力する記述量の約 4 倍である

ことが分かった．実際に書き起こしにかかった時間を

取得することができなかったため，入力にかかる時間

を正確に比較することはできないが，書き起こしを行

うためにビデオを何度も繰り返し再生する必要があっ

たことを踏まえるとそれ以上の時間がかかると考えら

れる．

3Sen: https://sen.dev.java.net/



図 5: 書記テキスト，書き起こしテキストにおける自

立語，キーワード，共通キーワードの包含関係

書記のグループごとに，書記テキストにおける 1発

言あたりの自立語の数 (⃝1 )，キーワードの数 (⃝2 )，書
き起こしテキストにおける 1発言あたりの自立語の数

(⃝3 )，キーワードの数 (⃝4 )，共通キーワードの数 (⃝5 )
を集計した (紙面の都合により結果は省略する)．

それらのデータの関係は，図 5の通りである．なお，

以下の説明のため，書記テキスト内のキーワード数と

書き起こしテキスト内のキーワード数の比率を示す

⃝2 /⃝4を，書記によって発言のキーワードをどれだけ
書き起こしたかを測る指標と捉え，書き起こし率と呼

ぶ．また，書き起こしテキスト内のキーワードに対す

る共通キーワードの含有率を示す⃝5 /⃝4を，書記がい
かに発言内容を忠実に再現したかを測る指標と捉え，

再現率と呼ぶ．

再現率の平均は 63.7%であった．このことから発言

内容のキーワードの半分以上が，書記が入力する際に

欠落していることが分かる．本実験では，キーワード

を選択する基準を「記述されている順番に見るだけで

その発言の全ての内容が把握できる」としたが，例え

ば発表者が会議コンテンツを閲覧する際には，自身の

研究を進める上で本当に必要な発言の必要な内容さ

え記述されていれば十分であると考えられる．実際に

発表者に対して，自分が発表した会議コンテンツの書

き起こしテキストの中で必要な発言，さらにはその発

言の中でも最低限記述されていてほしい表現に対して

チェックをしてもらい，書記テキストと比較したとこ

ろ，書記テキストだけで十分な内容が記述されていた

ことが確認された．それに対して，会議コンテンツや

議論セグメント，発言の検索にはより多くのキーワー

ドが含まれていることが望ましいだろう．このように

利用目的によってキーワードの重要度は異なると考え

られる．そのため，書記が入力した際に欠落した情報

の中に，重要な情報がどれだけ含まれていたかを評価

するためには，それぞれの利用目的に応じてどのよう

なキーワードが必要であるかを踏まえた上で個別に検

討する必要がある．また，我々は会議後に前述の会議

図 6: 書記による発言テキストの記述量の個人差

内容閲覧システムを用いて発言テキストを編集する仕

組みを実現しているので，発言者が会議後に発言テキ

ストを修正することで，より多くのキーワードを取得

することができると考えている．

（1）書記による記述量の個人差の検証

書記グループごとに書き起こし率 (⃝2 /⃝4 )，再現率

(⃝5 /⃝4 )，書記テキストにおける共通キーワードの割

合 (⃝5 /⃝2 )，書記テキストにおけるキーワードの割合

(⃝2 /⃝1 ) の平均，標準偏差を比較した結果を図 6 に

示す．

1発言あたりの平均文字数によってグループ分けを

行ったため，書き起こし率もグループごとに差が存在

することが分かる．また，再現率のグラフから，書き

起こし率が高くなるにつれて発言内容中のキーワー

ドがより多く書き起こされることが分かる．その一方

で，書記テキストにおける共通キーワードの割合を示

すグラフを見ると，それほど個人差は見られない傾向

があることが分かる．つまり，書記によって入力され

るテキストの量とは関係なく，書記テキストにおける

キーワードの割合はほぼ一定であると推定される．こ

のことから入力されるテキストの量は書記によって個

人差があるが，その質自体には個人差はほとんど存在

しないことが推測できる．また，書記テキストにおけ

るキーワードの割合のグラフ (⃝2 /⃝1 )から，平均文字

数が少ない書記は多い書記に比べ，より簡潔に書記テ

キストを入力している可能性があることが分かる．つ

まり，平均文字数の多い書記は発言者の発言内容を逐

一詳細に記述しようとしているのに対し，平均文字数

の少ない書記は発言内容を要約しながら入力を行って

いると考えられる．

（2）議論内容と書記テキストの記述量の関係

一つの発表の中には質疑応答だけの議論やテーマに

関する意見の出し合いのように様々な種類の議論が存

在する．そのため，質疑応答は意味が理解しやすく書

記テキストが書きやすい，概念的な議論は理解しづら

く書記テキストが記述しにくいといったように議論の

タイプと書記テキストの記述量には関係があると考え

られる．そのため，各会議コンテンツ内の議論セグメ



図 7: 書き起こし率と再現率の相関関係

ントに対して書き起こし率と再現率を求め，それぞれ

の値Xiに対して以下の式によって基準値 SSiを算出

し，グラフにプロットした (図 7)．なお，E[X]はX

の平均，SD[X]は標準偏差を表している．

SSi =
Xi − E[X]

SD[X]

ほとんどの会議コンテンツのグラフでは，図 7の左

側のように書き起こし率と再現率はほぼ同じような曲

線を描いており，書き起こし率と再現率には相関関係

があると考えられる．しかし，右側のグラフにおける

6番目の議論セグメントのように書き起こし率が大き

いにも関わらず再現率が小さい箇所がいくつか存在し

た．この議論セグメントを詳細に調べてみたところス

ライド内の図について言及している議論であることが

分かった．このような議論では図を指し示しながら発

言を行っているため，指示語を多用する傾向があった．

そのため，書記が指示語の内容を補う単語を入力して

いるが，発言内容には直接含まれているわけではない

ため，再現率が低くなることが分かった．

（3）発言に含まれる指示語の傾向

上記の結果のように発言内容に指示語が含まれてい

る場合，その箇所だけを閲覧しても内容が把握できな

い上に発言におけるキーワードとして利用することが

困難なため，何らかの処置が必要になる．本実験にお

いて対象とした会議コンテンツ内の発言の書き起こし

テキストに含まれる指示語は平均で 28.0%であった．

発言に含まれる指示語の傾向は大きく分けて，1. そ

れまでの発言や議論を指し示すもの，2.スライド中の

テキストを指し示すもの，3.スライド中の図形を指し

示すもの，の 3つとなることが分かった．「その問題

は…」といったようにそれまでの発言や議論を指し示

す指示語の場合，指示対象である発言は発言予約機能

によってリンク付けすることが可能なため，リンク情

報を用いた閲覧によって指示語の内容を確認すること

ができる．

4 おわりに

我々は，ディスカッションマイニングと呼ばれる，対面

式会議から実世界活動に関するコンテンツとアノテー

ションを獲得・記録することで，会議内容から再利用

可能な知識を発見する技術に関する研究・開発を行っ

てきた．本研究では，ディスカッションマイニングに

よって獲得されたアノテーションの妥当性を検証する

実験を行い，概ね有効であるという結論が得られた．

発言に含まれる指示語の扱いに関して，最新のDM

システムでは，以下のように対処している．発言者が

ポインタリモコンを用いてスライド内を指示すると，

ポインタの座標情報の取得でき，指示されたスライド

中のテキストや図を抽出する手法を実現しており，ス

ライド中のテキストが指示された際には，書記インタ

フェース上で指示されたテキストを補完し，指示語の

内容の入力を促すことができる．そのため，今後は指

示語のみが発言テキストに含まれることは少なく，そ

の参照内容も同時に含まれることになるだろう．

今後の課題としては，妥当であると判断された議論

構造に関するアノテーションを詳細化し，会議に関す

る意味構造化手法を確立することが挙げられる．この

手法によって，会議から再利用可能な知識を獲得する

ための一般的な仕組みが構築できると思われる．
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