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テキストの自動分類のメカニズムを明らかにするために、自動分類を構成する全ての要素に着目し、  

各要素が分類先決定にどのような影響を与えるかを検証した。まず、テキストの自動分類を構成する  

要素を明らかにした。要素とは、自動分類システムにおいて分類先決定に影響を及ぼす可能性がある  

処理のことである。次に、これら全ての要素において複数の手法を用いて、その全ての組み合わせに  

よる分類実験を行い、各要素が分類先決定に与える影響や要素間の関係を分析した。その結果、手法  

を変えたことによる影響がある要素は、テキスト構造、分類先決定、単語の選択であった。要素間で  

交互作用がある要素は、テキスト構造と単語の選択、カテゴリ表現と分類先決定、テキスト構造と分  

類先決定であった。   

Elementanalyticalapproachforautomatedtextcategorization  

EmiISHIDA  

KeioUniversity  

Abstrac七   

Thepurposeofthispaperistoclarifyorganizationofautomatedtextca七egorization．Firstly；  

9elements consisting automatedtext categori2；ation arefound．This paperfocuses on the  

COnfigurationamongtheseelement＄．Iprepared5，010Mainichinewsstorie8forCorpus．512  

experiments are conducedfor this corpus．As results of the two・Way repeated－meaSureS  

ANOVA，theinteractionshowsfo1lowingelements；（1）text8truCture andfeature＄election，  

（2）categoryexpression andthresholdingon rank ofcandida七e categories，（3）text struCture  

andthresholdingonrankofcandidatecategories．  

1．はじめに  categorization）は、Tテキストをあらかじめ決   

テキストの自動分類には、大きく分けて、カ  められたカテゴリに分類する、あるいは、テキス  

テゴライゼーションとクラスタリングの2種類 トにカテゴリを付与する」1）ことと定義できる。  

の方法があるが、本研究ではカテゴライゼーショ  テキストの自動分類に関する研究は、1960  

ンを対象とする。テキストの自動分類（text  年代2）から始まっているが、1980年代まであまり  
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盛んに行われることはなかった。しかしながら、  

近年、コンピュータの発達やインターネットの普  

及などに伴い、電子化された資料が増加にし、自  

動分類の必要性はますます高まっているといえ  

る。自動分類に関する研究も1990年代になり盛  

んに行われるようになってきた。   

自動分類研究は、機械学習や情報検索分野を中  

心に行われているが、適用されている手法のほと  

んどが両分野ですでに提案された手法を自動分  

類に適用したものに過ぎないといえる。また、研  

究の中心となっているのは、分類基準の作成など  

自動分類に必要な様々な処理の一部分に対する  

手法の擾奏である。   

つまり、テキストの自動分類は、他の分野で提  

案された手法を単に適用した手法で行われてお  

り、自動分類の特性を考慮した手法の提案や改良  

が行われているとは言いがたい。これは、既存の  

手法を応用する分野として自動分類が捉えられ  

ており、いまだに自動分類の特性が明らかでない  

ためといえる。   

2 既往研究   

テキストの自動分類に関する研究は、英語テキ  

ストを対象としたもの3）・4）も日本語テキストを対  

象としたもの古畑があるが、ある一つの部分にお  

ける手法の提案や比較などである。特に、分類す  

る際に基準となるもの（カテゴリ表現）に着目し  

た研究が多いといえる。   

近年になって、カテゴリ表現、単語の選択を中  

心としたⅥlng7）の手法の比較研究やタイトルや  

件名を用いて、Larson8）が行った4種類のカテゴ  

リ表現手法、5種類のテキスト表現、3種類の語  

幹処理法の全てを組み合わせた60通りの手法の  

比較研究、書名を用いた石田9）の2通りの学習  

用データの量、3種類の単語の切り出し手法、4  

種類のカテゴリ表現手法の比較研究などがある。   

これらの研究は、複数の要素を含めた比較研究  

を行っている点では意義がある。しかしながら、  

分類に効果的な手法は何か、あるいは、効果的な  

手法の組み合わせ何かという単純な比較に留ま  

っており、効果的であると示された手法がどうし  

て分類精度が高かったのかという考察に関して  

は、「こういう理由が考えられる」という記述が  

あるだけで、いずれも充分な検討が行われていな  

い。そのため、比較した手法の中で有効な手法を  

特定することはできるが、分類のメカニズムを明  

らかにできてはおらず、また、自動分類に関わる  

処理全てを視野に入れているとも言いがたい。   

3 要素分析的アプローチ  

3．1要素分析的アプローチ   

本研究は、テキストの自動分類のメカニズムを  

明らかにするために、テキストの自動分類を構成  

する要素に着目し、各要素が分類先決定にどのよ  

うな影響を与えるかを検証する。   

そのために、まずテキストの自動分類を構成す  

る要素を明らかにした。要素とは、自動分類シス  

テムにおいて分類先欽定に影響を及ぼす可能性  

がある処理のことである。次に、これら全ての要  

素を用いて、各要素において複数の手法を用いて、  

その全ての組み合わせによる分類実験を行った。  

各要素において手法を変えた分類実験の結果を  

分析することにより、分類先決定に影響を与えて  

いる要素や各要素間の関係が明らかになると考  

えている。   

このように、自動分類全体を視野に入れた分類  

実験を行うことにより、分類先決定に要素が与え  

る影響、要素間の関係を分析することを、要素分  

析的アプローチとする。   

以下では、まず、自動分類を構成する要素をあ  

げ、その要素を用いた分類実験について述べる。  

3．2 自動分類を構成する要素   

テキストの自動分類は、シソ…ラスや辞書など  

外部の知識を用いる場合もあるが、一般的には、  

分類済みのテキスト集合から分類の際に基準と  

なるものを作成し、それをもとに分類対象テキス  

トを作成するという手順で行われる。分類済みの  

テキスト集合を用いた自動分類を行う場合には、  

ほとんどの場合、この手順を踏まなければならな  

い。   

既往研究の調査や実際り分類実験から、自動  

分類を構成する要素を洗い出した10）。自動分類  

は、大きく分けると、学習フェーズ、分類フェー   
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ズ、評価フェーズの3つにわけることができる。  

学習フェーズは、分類済みのテキスト集合から分  

類する際に基準となるもの（カテゴリ表現）を作  

成する部分であり、分類フェーズは実際に分類対  

象テキストを分類する部分である。また、既往研  

究では評価フェ∵ズを自動分類システムの中に  

含めている例は少ないが、自動分類全体を視野に  

入れる場合には評価フェーズも必要であると考  

え含めることとした。   

各フェーズおける要素の一覧を図1に示す。以  

下では、各フェーズにおける要素について説明す  

る。  

カテゴリ表現を行うときに用いるデータの量  

によってより適切な表現が行える可能性がある  

ので、データ量もーつの要素である。   

カテゴリ表現はテキストから得られた単語集  

合を用いて表現するが、日本語テキストの場合は  

連続した文字列で表現されているので、文字列か  

ら単語を切り出すことが必要となる。単語は分類  

の辛がかりとなる最少単位なので、切り出し辛怯  

も分類精度に影響する可能性がある。英語テキス  

トでは語幹処理を行う場合がある。   

次に、得られた単語集合から単語の選択を行う  

場合がある。これは、カテゴリ表現がより適切に  

なるようにノイズとなる単語を削除するために  

や計算量を減らすために行われる。   

以上のように学習フェーズでは、テキスト構造、  

データ量、単語の切り出し・語幹処理、単語の選  

択、カテゴリ表現の5つの要素がある。  

3．2．2 分類フェーズ   

分類フェーズでは、実際にテキストをカテゴリ  

に分類する。分類対象テキストは、テキスト中の  

単語とカテゴリ表現を照合し、類似した特徴を持  

つカテゴリに分類される。そのためには、分類対  

象テキストをカテゴリと照合できるように変換  

することが必要であり、この処理をテキスト表現  

と呼ぶ。テキスト表現は、分類対象テキスト中で  

出現する単語の集合であり、単語の切り出しや単  

語の選択が行われ、単語に出現回数や重み情報が  

付与されたりする。これらの処理を含めて、テキ  

スト表現とする。   

分類対象テキストと類似した特徴をもつカテ  

ゴリを求めるためには、カテゴリ表現とテキスト  

表現の類似度を計算して求める方法がある。この  

類似度計算方法によって、類似するカテゴリが異  

なる場合があるので、類似度計算もーつの要素と  

なる。   

また、分類先の決定方式は、テキストがあるカ  

テゴリに分類されるか、されないかを分類結果と  

して示す2値分類方式とテキストが分類される  

べきカテゴリ順にランキングするランキング分  

類方式がある。これも分類先決定に大きく関わる  

ので要素となる。   

分類フェーズでは、テキスト表現、類似度計算、   

園1各フェーズにおける要素  

3．2．1学習フェーズ   

学習フェーズでは、分類先を決定する際に基準  

となるカテゴリ表現を作成する。分類する際の基  

準となるものは、一般的に分類基準、分類ルール、  

辞書などと呼ばれることがあるが、本研究ではカ  

テゴリ表現と呼ぶ。カテゴリ表現は、カテゴリに  

分類済みのテキスト集合から、単語と各カテゴリ  

がどの程度関連しているかを表現したものであ  

る。   

分類済みのテキスト集合を、学習用データと呼  

ぶ。学習用データにおいて要素となるのは、テキ  

スト構造とデータ量である。   

テキスト構造では、テキスト中のどの部分を用  

いるかということで手法が異なるといえる。例え  

ば、新聞の見出しだけを用いて分類を行う場合と、  

リード、または全文を用いる場合でどのような違  

いがあるかということである ＝）。テキストのど  

の部分を用いるかによっても分類精度が異なる  

可能性があるので、一つの要素として考えられる。  
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本研究では、分類実験に適当な日本語のテスト  

コレクションを作成した。テキストには新聞記事  

を用い、各記事に分類カテゴリを割り当てた。   

「毎日新聞CD・ROMデータ集」の1994年と  

1999年版を用いた。これは、毎日新聞東京・大  

阪本社発行の各1年分の記事を収録したもので  

ある。このうち1994年の6月分と1999年の10  

月分を対象に分類カテゴリを付与した。   

分類カテゴリは、毎日新聞縮刷版の記事索引で  

用いられている分類カテゴリをそのまま用いた。  

分矯カテゴリは第一階層から第三階層まであり、  

第一階層のカテゴリは、政治、外交、経済、労働、  

社会など10カテゴリであり、第三階層までを含  

めた総カテゴリ数は309である。   

新聞記事に分類カテゴリを割り当てる作業で  

は、記事索引中の見出しをもとに、それに該当す  

る記事をデータ集から検索し、同定できるものだ  

けに分類カテゴリを付与した。   

本研究では、このうち1994年の6月分を用い  

て分類実験行う。分類カテゴリが付与できたもの  

は5，010件であり、4，008件を学習用データに、  

残りの1，002件を評価用データに用いた。記事に  

は見出し、リード、本文などのタグが付与されて  

いるので、各タグにおける平均文字数などを表1  

に示す。  

表1基本的なデータ  

分類先決定の3つの要素がある。  

3．2．3 評価フェーズ   

評価フェーズは、システムが分類先を決定する  

方法に従い、評価方法が異なる。2債分類の評価  

方法は、再現率、精度、フォールアウト、成功率、  

エラー値などがある。ランキング方式には、精度、  

再現率、11ポイント平均精度などがある。この  

評価尺度もひとつのフェーズとなる。   

4 分類実験  

4．1実験の概要   

各要素で提案されている手法を用いて、それら  

の組み合わせによる分規実験を行った12）。各要  

素において異なる手法を用いるが、その手法のう  

ちどの手法が分類に有効であるかを調べるので  

はなく、各要素において用いる手法を変えること  

によって分類精度に違いが表れるかを調べるこ  

とを目的としている。   

実験では自動分棟全体の流れに眼においてい  

る。各要素において操案されている全ての手法の  

全ての組み合わせによる実験を行うことは困難  

であるn   

ここでは、各フェーズの全要素である9要素の  

うち、7要素（類似度計算と評価尺度を除く）に  

おいて捷案されている代表的な手法を2種類用  

い、それらの全ての組み合わせにおける分類実験  

を行った。実験は全部で512通りである。   

以下では、実験に用いたテストコレクション、  

用いた手法について述べる。  

4、2 日本清新間記事テストコレクションの  

作成   

欧米での自動分類研究では、英語の新聞記事の  

テストコレクションであるReuters－21578が最  

も用いられているといえる。このテストコレクシ  

ョンは、ロイター通信の記事21，578件からなり、  

分類に用いられてきたTbpicsというカテゴリセ  

ットには135のカテゴリがある。   

このように英語テキストのテストコレクショ  

ンはあるが、日本語のテキストには分類実験に用  

いることのできるコレクションは少ない。  

見出しの  リードの   本文中（1  

件数  本文の  

数   行数  

全データ  5，O10  26，6  110．1  6．0  76．2   

学習用  4，008  26．8  111．2  5．8  80．3   

評価用  1，002  26．6  110．3  6．0  77．0   

4．3 各要素で用いた手法   

各要素内で用いた手法を図2に示す。以下では、  

各手法について具体的に述べる。   

テキスト構造では、学習用データで見出しのみ  

を用いた場合と全文を用いた場合の2通りの方  

法を用いた。  
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学習用データ量では、  

4，008件と2，004件の2通  

りを用いて実験した。   

単語の切り出しには、形  

態素解析システム「茶軍」  

13）とn・許am（n＝2）の2  

通りを用いた。   

単語の選択は、形態素解  

析システムの場合は切り  

出した単語全てを用いる  

場合と、その中から名詞だ  

けを用いる場合の2通り  

で実験を行った。n・gram  

の場合も全ての単語を用  

いる場合と漢字だけで構  

成されている文字列だけ  図2 各フェーズの要素内で用いた手法  

を用いる場合の2通りで  

実験を行った。   

カテゴリ表現は、図書にmCカテゴリを分類  

する実験9）で最も精度が高かった手牡（相対出現  

率捷）と岸田14）が雑誌論文の表題を用いて分類  

記号の付与を行ったときに最も精度が高かった  

手放であるコサイン係数を用いた。カテゴリ表現  

に関しては、多数の手娃が提案されているため、  

これらの手法以外にも比較実験を行わなければ  

ならない手法があるが、本発表では日本語テキス  

トを用いた分類実験で他の手法との比較実験の  

結果、有用性を示しているという点で上の2つの  

手法を用いた。これらの手法によるカテゴリ表現  

は単語の各カテゴリに対する重み計算をするこ  

とによって行う。各手法のカテゴリ表現方法は以  

下の通りである。  

（1）相対出現率法   

相対出現率法によるカテゴリ表現は、カテゴリ  

Ci（i＝1，2，3，…・，N）における単語も（j＝  

1，2，3，‥‥，M）の重みwijは、  

r好  

（2）コサイン係数   

カテゴリCi（i＝1，2，3，…・，N）における単語tj  

（j＝1，2且‥‥，M）の重みwiiは、  

dノ。  

で求める。ここで、djは単語tjが出現するテキス  

ト数、血はカテゴリCiに属するテキスト数、鶴d  

は単語tjが出現するテキスト数の中でカテゴリ  

Ciに属するテキスト数である。   

テキスト表現を行うためには、分類対象テキス  

トに対して学習用データと同様、単語の切り出し、  

単語の選択が必要となる。これには、学習用デー  

タに対して用いた方法と同じ手法を適用した。ま  

た、テキスト表現中での重みは、分類対象テキス  

ト中に出現する単語の有無（出現すれば1、出現  

しなければ0）を用いた場合と出現回数をそのま  

ま重みにした場合で行った。   

分類対象テキストとカテゴリ表現との類似度  

計算は、記事とそれぞれの分類カテゴリに対する  

重みの総和を計算することによって求める。ここ  

では、以下の方法を用いた。   

各カテゴリCiの特徴ベクトルをci＝iwil，Wi2，  

…W臼iとし、分類対象テキストの特徴ベクトルを  

qi＝‡wql，Wq2，…W房〉（w扇は分類対象テキスト中  
で求める。ここで、T∬は単語ものカテゴリCiに  

おける出現回数である。  

－48－   



蓑2  テキスト  表現が出現同数の分類結集（1捜）   

単紆の切り出し  
カテ ゴ  （単紆の通釈）  

リ  最  
表現   

（全で）  （名詞）  （全て）  （漢字）   

4，008  60．1  6L9  62．5  55．5  
梱 対  

2．004  55．2  57．2  57，7  49．9  

も008  15．4  27．3  8．8  25．7  

2，004  13．1  25．2  8．9  22．3   

＝r  4，008  55．9  60．3  65．1  53．8  
サ  
イ  2，004  53．2  57．3  59、7  47．5  

ン  4．008  6．7  30．1  11．8  29．7  
係  
数   2，004  7．5  26．8  臥6  25．4   

に単語ちの出現回数とする。）と表わすと分類対  

象テキストの各カテゴリ対する関連度は、   

〟  

関連度＝∑軌軌  
ノ＝l   

で求める。この結果として、分類対象テキストと  

各カテゴリの類似度がわかる。   

分類先は、ランキングにより決定した。分類対  

象テキストと各カテゴリの類似度計算を行うこ  

とによって、テキストと類似している順にカテゴ  

リがランク付けされる。1位にランク付けされた  

ものだけを正解とする場合（1位）と10位までに  

ランク付けされたものを正解とする場合（10位ま  

で）という2つの方法で分類先を決定した。   

評価尺度は、実験結果のうち、すでに付与され  

ているカテゴリと一致した割合とした。   

5 実験結果の分析  

5．1実験結果   

分類実験の結果の一部を表2～5に示す。この  

表は、512通りのうち128通りの実験結果を示し  

たものであるn表2は単語の出現回数でテキスト  

表現を行った分類結果のうち、1位にランク付け  

されたものだけを正解とした場合の分類精度（1  

位）であり、表3は10位までを正解とした（10  

位）場合の分類精度である。表4、表5は単語の  

有無でテキスト表現した場合のそれぞれ1位、  

10位の分類精度である。   

この表から、各要素に着日して手法に違いによ  

る分類精度を比較してみると、テキスト構造では  

全文よりも見出しを用いた場合の分類精度が高  

いといえるが、その他の要素では一定の傾向は見  

られないことがわかる。   

つまり、テキスト構造に関しては有効な手法が  

あるといえるが、その他の要素については、精度  

が高いものでも低いものでも同じ手法を用いて  

いる場合が多く、ある特定の手法が有効であると  

いうことはいえない。手法の組み合わせが分類精  

度に影響を及ぼしており、各要素で用いる手法が  

複雑に関係しているのではないかということが  

いえる。  

衷3 テキスト秦    現が出現風教の分類緒果（10位）   

蝉終の切り出し  
カテ ゴ  （蝉i渚のi聾択）  

塁  
リ 表現  テキスト 構造   

（全て）  （名洞）  （全て）  （憐字）   

4，008  82．6  82．8  83．1  80．3  

澗 対 出  
現  4．008  52．l  72．0  4l．7  6丁、3  

率   2，004  5L4  70．1  43．0  65．3   

コ  4，008  80．4  8ヱ．2  82．7  78．了  
サ  
イ  2．004  78，7  78．4  80．7  丁・l．3  

4，008  29．5  65．7  34．7  67．4  

2．004  29．7  6ヰ．0  33．2  64．3   

衷4 テキスト表    現が出現の有無＝の分類結黒（1佗）   

単緒の切り出し  
カテ ゴ  （阻褐の巻択）  

リ 表現  テキスト 構造   

（全て）  （名開）  （全て）  （漢字j   

相  4，008  60．3  62．3  62．6  55．5  

対  2．004  55．5  57．4  57、4  49．9  

出  

現 率   
4，008  14．8  26．2  11．3  2臥0  

2，004  14．6  24．3  1l．5  ヱヰ．5   

＝！  4，008  56．0  60．7  65．0  53．4  
サ  
イ  2，004  53．4  57．2  59．7  47．6  

ン  

係  
4．008  11．4  37．1  12．3  34．0  

数   2，004  10．2  33．2  10．5  芝9．8   

秦5 テキスト喪    現が出現の有無の分類結果（10イ如   

単勝の切り出し  

最  
（単路の適訳）  

カテ ゴリ  
表現   （件）            形態素  形態素  n‾gram  n‾紆ra侃  

（全て）  （名書司）  （全で）  （添字）   

相 対 出 現 率  見出し  4．008  82．3  8Z．6  83．之  80，2    2，004  丁9．3  78．4  79．8  74．9   全文  4，008  63．3  75．3  45．6  70．5    2．004  62．3  73．6  46．5  70．5  ＝l サ イ  
ン  

係  
4．008  38．7  72．5  35．8  7l．6  

数   2．004  36．5  69．3  35．6  68．l   
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の享琶、 辞深間〝）与＼－ せ析主音早  

分散  観測された分散旦 卜低 F」乳界塵  

射卜獲直し要  

変動嬰凶  変動  自由度       葦漸  日；上＝要  

テキスト樺遺  30269．17  

単語の選択  2928．76  

115．14 2．1E－19  3．92  

11．14 1．1E－03  3．92  

18．45 3．5E－05  3．92  

1 30269．17  

1 2928．76  

4850．19  1 4850．19  

32597．24  124  262．88  

70645．37   127  

交互作用  

繰り返し誤羞   

合計  

影響がある要素は、テキスト構造、分類先決定、  

単語のi輩択であった。テキスト構造は全体的な傾  

向からも明らかであり、単語の選択は統計的分析  

で明らかになった要素である。この結果から、自  

動分類において、テキストの構成単位のどの部分  

を用い、どのような単語の選択を行うかが分類精  

度に大きな影響を与えることがいえる。分類先決  

定は、テキストと矯似したカテゴリがランキング  

で出力されるときにどの範囲までを正解とする  

かを決定する要素なので、この要素で異なる手法  

を用いれば分類精度に影響を及ぼすのは当然で  

ある。   

「テキスト構造」と「単語の溝択」、「テキスト  

構造」と「単語の選択」、「テキスト構造」と「分  

類先決定」はお互いに影響しあう要素であり、他  

の要素間では影響しあう関係はないことが明ら  

かになった。  

5．2 構成要素間の関係分析  

5，2．1分析手法の概要   

次に、要素間にどのような関係があるかを統計  

的手法により分析した15）。   

分析手法には、分散分析のうち、繰り返しのあ  

る二元配置分散分析を用い、各要素で用いた手法  

の適いによる効果、2つの要素間の関係を調べた。  

この分散分析手法は、2つの要素による影響の度  

合を調べることができ、それぞれの要素の効果を  

比較したり、どの要素にも差がないという仮説を  

検定したりすることができるものである。   

2つの要素を対象に二元配置分散分析を行う  

と、表6に示した結果が得られる。これは、「テ  

キスト構造」と「単語の選択」の2つの要素を対  

象に分析を行った結果である。この表において、  

「観測された分散比」が「fl境界値」よりも大き  

く、「P値」が0．05（有意水準を0．05とする。）  

より小さければ、手法を変えた効果や交互作用が  

あるといえる。交互作用とは、要素のお互いの影  

響、組み合わせたことにより生まれる効果のこと  

である。  

5．2．2 分析結果   

2つの要素の組み合わせて分散分析を行った  

結果、用いた手法により影響がある要素、交互作  

用があるとされた要素の組み合わせを表7に示  

す。   

用いた手法により影響がある要素は、「テキス  

トの構造」、「分類先決定」と「単語の選択」であ  

った。   

また、交互作用がある要素は、「カテゴリ表現」  

と「分類先決定」、「テキスト構造」と「単語の選  

択」、「テキスト構造」と「分類先決定」であった。   

6 考察   

実験結果の分析から、手法を変えたことによる  

表7 分散分析の結果   

要素1の   

要素1   要素2  手法によ るい   
速   

カテゴリ表現   分類先決定   ×   ○   ○   

テキスト構造  単語の選択   ○   ○  ○   

テキスト構造  分類先決定   ○   ○  ○   

カテゴリ表現  単語の切り出し  ×   ×   ×   

カテゴリ表現   艶語の選択   ×   ○   ×   

カテゴリ表現   テキスト表現   ×   ×   X   
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従来の自動分類研究ではある一つの要素だけ  

に注目し、その要素の中だけで手法の捷案や比較  

を行っている研究が多かった。本研究の実験結果  

の分析から、分類先決定に影響を与える要素、要  

素間で影響を与えあう要素が明らかになった。こ  

のことは、一つの要素だけでなく、要素間の関係  

も考慮した上で自動分類を捕らえなけれならな  

いことを示唆している。   

了 おわりに   

本研究では、自動分類のメカニズムを明らかに  

するために、自動分類全体を視野に入れた要素分  

析的アプローチを提案し、それに沿った実験を行  

った。その結果、自動分類を構成する要素が分類  

先決定に与える影響や要素間の関係を明らかに  

した。   

しかしながら、今回の分析では、自動分類を構  

成する要素を対象に、どの要素が分類先決定に大  

きな影響を及ぼすか、要素間の関係があるかない  

かの2点を焦点にしており、要素において用いた  

手法が変化した場合の分類精度だけに着目して  

いる。   

今後は、見出しを用いた場合、全文を用いた場  

合、単語の選択を行った場合、行わない場合で、  

単語集合の大きさや特性にどのような影響があ  

るのかなど、手法の遠いではなく、その手法が意  

味するデータの変化を詳細に調べることが必要  

である。   

また、これらの実験は用いた手法にも大きく影  

響することが予想される。今回の実験において、  

カテゴリ表現で用いた手法は情報検索分野で提  

案された手法であり、機械学習分野で提案された  

手法を用いていない。この2つの分野で提案され  

ている手法はアプローチが大きく異なるので、今  

後は、機械学習分野で用いられている手法を用い  

た実験を行い、さらに分析していくことが必要で  

ある。  
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