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概要   

電子図書館での情報検索の観点から、内容に基づく検索と対話的な文書提示を目的とした文書の構造化と  

抄録生成について提案する。電子図書館では、内容に基づいた検索を簡単かつ効率的に行えることが求め  

られる0文書は、表層的（タイトル，章節，段落など）あるいは意味的（背景，目的，緒論など）レベルで  

様々な情報を含んでいる。全文文書を対象に、これら情報を自動的に梼造化し、内容に基づく検索と対話  

的な抄録生成を行い、効率的な検索を具体化する。  
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1．はじめに   

インターネットの普及にともない、世界中のどこからでも様々な情報にアクセスできるようになってきた。  

米国ゴア副大統領の情報スーパハイウェイ構想に歩調を合わせて、電子図書館に関するプロジェクトが数  

多く始動しており、電子図書館の実現に対する期待が高まりつつある。  

『電子図書館は、従来の図書館が提供してきた収集、目録作成、検索、SDIなどのサービスを再現／模擬／  

拡張するために必要な内容物およびソフトウェアとともに、計算／データ記憶／通信の機器を適切に組み合  

わせたシステムである。従来の電子図書館の基本的なサービスを提供するとともに、良く知られたディジ  

タル的な情報蓄積、検索、並びに通信の長所を生かさなければならない【1］。』また、その利用者は、図書  

館員から小学生にまでわたるため［2ト専門家以外の人の利用を前提としたシステムでなければならない。  

膨大な情報から所望の情報を的確に探し出すため、特に情報検索の高度化への期待が大きい。本稿では、  

情報検索に的を絞り、効率的な情報検索のための枠組について検討する。  

2．電子図書館における効率的な検索   

検索の過程を大きく分類すると、利用者が検索条件を入力し検索を行う検索フェーズ、検索した結果を利  

用者に提示する情報提示フェーズの2つのフェーズに分割できる。これらの2つの面から効率化を考える  

必要がある。  

検索フェーズの効率化のためには、利用者の意図に沿った検索が精度よく行われることが最も重要である。  

単純なboolean検索では、十分な検索精度が得られず、検索ノイズが多くなることが指摘されている［3］0  

このため、従来より、単語の統計情報を用いるなど、検索精度を向上させる研究が多数行われてきた。し  

かし、検索精度を劇的に向上させる手法はいまだに実現していない。  

このような現実の下では、利用者は、検索と情報提示を繰り返しながら、検索条件を段階的に修正し、所望  

の情報に放り込んでいかざるを得ない。そこで、利用者とシステムの対話過程を、円滑に進められること  

が重要なポイントとなる。特に、電子図書館においては、専門家（図書館員やサーチャーなど）以外の様々  

な人々が利用者となる。効率的な検索を実現するためには、効果的な情報提示が重要な研究課題であると  

いえる。  

従来の文献検索システム（例えば、JOISやPATOLISなど）では、あらかじめキーワードづけされた文書  

に対して、単語やその論理式を入力して検索する。検索結果の表示は、検索された文書集合の文書数だけ  

である。タイトルを表示するにも、さらに何らかのコマンド入力を行わなけらばならない。このような検  

索インタフェースでは、自分の入力した検索条件が正しいか否かを直観することが難しく、まったく意に  

反した検索をしてしまう可能性も大きい。また、入力した単語に対応するキーワードがそもそも設定され  

ていない場合もあり、キーワードとして存在しないのか、検索されるべき文書が存在しないのかが利用者  

に明示されない。  

一方、近年商用化が進みつつある全文検索システムでは、あらかじめキーワードづけされていない文書を  

対象に検索を行う。単語やその論理式で検索条件を入力し、また、各文書のファイル名やタイトルを検索  

結果として表示するシステムが多い。検索結果の件数だけを表示するのに比べ、どのような検索がなされ  

たかを利用者が見ることができ、検索条件の修正に役立つ。対話的な検索を指向しているといえる。しか  

し、このような直接的な表示では、大量の文書が検索された場合、すべてのタイトルを見渡すことができ  

ない。一覧性に問題がある。  

情報検索を効率的に行うためには、得られた検索結果を利用者がよく把撞できるインタフェースが重要で  

ある。検索結果の情報量が膨大になる可能性がある一方で、人間が一度に見られる情報量には限りがある。  
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そこで、情報検索の結果得られた情報をすべて提示するのではなく、その全体量に応じて情報を圧縮し、等  

身大にして提示することが望ましい。  

また、検索の範囲が絞り込まれていくにつれ、大まかな情報の要求から詳細な情報の要求へと段階が進ん  

で行く0このため、情報提示においても、詳しさを段階的に変更できる仕組みが必要となる。  

以上まとめると、効率的な検索結果の提示のためには、以下の2点が必要となる。  

。様々な階層での一覧性の確保  

。より抽象度の高い情報から詳細な情報までの段階的提示   

これらの情報提示は、表層的な処理だけでは十分な効果が得られないと考えられる。そこで、文書の構造  

化によりこの実現を図る。  

3．文書集合と文書の構造化   

検索結果は、検索された文書集合と、その文書集合を構成する各文書の2つの階層からなる。これらのそ  

れぞれの階層について、一覧性のある情報提示を可能にするには、それぞれの階層における情報の構造化  

が必要である。  

3．1文書集合の構造化   

検索結果の文書集合の構成は、検索条件によって動的に変わる。検索条件との類似度、他の文書との関係、  

などが情報提示の軸となると考えられる。  

一般に、各文書と検索条件との間に何らかの類似度を定義することにより、その類似度にしたがって文書  

を順序づけられる。一定の類似度内に納まる文書を1つのクラスタとしてまとめられるので、この情報が  

文書集合の提示に利用可能である。  

類似度以外の情報提示軸として、いくつかの軸が考えられる。例えば、文書を作成した時間やその文書の  

カテゴリなどを軸として、三次元的に文書提示を行う提示インタフェースが捷案されている［4］。また、各  

文書に情報提示軸に相当するスロットを設け、そこにあらかじめ入力された情報にしたがって、順序づけ  

て表示するブラウジングインタフェースも考えられている［5】。これらの捷示インタフェースでは、あらか  

じめ設定されている情報軸でしか表示できない。このため、図書館の書架を眺めながら書籍を探すような  

検索には適しているが、利用者が検索条件を設定して文献を探すような能動的な検索には向かない。  

出来事を記述することが中心であるニュース記事では、出来事の5WIHが情報提示の軸となりうる。この  

ような観点から、情報検索と提示の試みがなされている［6］。  

技術論文などの文献検索を想定すると、記述されている内容は出来事ではなく、事実とその事実から導き  

出される論理的な記述が中心となる。背景や目的、特徴、結論などがその典型的な記述項目であるといえ  

る。そこで、どの記述項目の観点で類似しているかを、構造化して掟示することにより、直観的な文書集  

合の提示が可能である。上記の意味的な軸（意味役割と呼ぶ）以外にも、タイトルや著者、参考文献といっ  

た形式的な情報も利用できることはいうまでもない。  

このように文書間の関係を構造化するためには、文書の意味役割（目的，話題，特徴，結論）や、形式的な  

情報（タイトル，著者，参考文献）などを抽出する必要がある。  
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3．2文書の構造化   

文書中は、技術論文の場合、タイトル、著者名、概要、参考文献などの項目とともに、華や節などの本文  

から構成される。さらに、各章や節の本文は、段落や文などがその構成要素となっている。各文書を提示  

する場合には、これらが軸となる。  

タイトルや華や節の構造は、行頭に位置する章節番号や、空白などのインデント情報を手掛かりにして解  

析する。文書構造を解析することにより、タイトルだけを表示したりというような様々な詳細レベルでの  

表示が可能になる。  

一方、各章節の文章自体について、詳細度を変えた提示を可能にするためには、文章の抄録生成が求めら  

れる。日本語の場合、文と文の間の関係を接続詞や文末の表現などで明示する場合が多く、これらの表層  

的な手掛かりを用いて重要文を選択することができる。接続詞や文末の表現などを手掛かりに、文章を構  

造化し［7ト抄録の自動生成を行う［8】。  

接続詞や文末表現など文間の接続的な関係を明示する表現を、34種類の関係（修辞関係と呼ぶ）に抽象化／  

分類Lた。文書構造の解析では、この修辞関係を各文ごとに抽出する。そして、抽出した修辞関係から、  

論旨のまとまり具合を解析し構造化を行う（詳細は文献［7］）。  

一方、意味役割の抽出は、「目的」や「結論」などを表現する言語表現を手掛かりにして、各文がどの意味  

役割に相当するかを摘出する。また、意味役割が明示されていない文についても、文書構造を参照し前後  

の文から情報を補う処理も行っている（詳細は文献［9】）。  

4．対話型検索システムBREVIDOC   

対話型検索システムBREVIDOC（abroadcatchingsystemwithanessenceviewerfbrretrieveddocuments）  

において文書集合と文書の2階層での抄録提示を実現した【10］。それぞれの抄録から、より詳しい情報へ  

の対話的なアクセスが可能である。  

図1に文書集合の表示例を示す。検索条件と文書との類似度を求め、その類似度ごとに文書集合として表  

示している。各文書集合には、代表となる文書のタイトルと、また、その文書集合に属する文書の件数を  

表示している。  

図1文書集合の表示1  

文書集合の表示は、単に検索結果を文書集合として提示するだけでなく、より詳しい情報を提示するため  

の指示メニューとして機能する。図1では3つの文書集合が表示ぎれているが、その1つをマウスでクリッ  

クすることにより、その文書集合に属する文書のタイトルのリストを表示できる。  
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図2文書集合の表示2（表示の軸を目的から結論に変更）  

図2は、情報の軸を変更した場合の文書集合の表示例である。図1では、目的の軸を表示の軸としている  

が、この図では、結論の軸を表示の軸としている。  

文書の提示例を図3に示す。右側には原文を、左側にはその原文から自動生成した抄録を表示している。  

抄録では、タイトル、著者名、原文中の要約の抄録、章節見出しを表示している。例で示した技術論文の  

場合、原文を1つのウインドウに一度に表示することはできない。しかし、抄録表示では、文書の内容を  

一覧できるようになる。  

電力（梓）椚等宗の電  

テーマにかかげて女Jl  可児次郎（l）藤田京（2）渇コ幸夫（3）   

東北電力（梓）女川原子力発電所第l号機は，電気出力524  
MWQのBWR発電所であり，昭和59年6月1日営業運転を開  
始した。   

1．‘まえがき  

2．プラント仕様と主な槻  

3．ヨ密会工事の椰  
3．1原子炉格納容離〈PCV）据付工事  
3．2 （イ）項使用前億の甜ヒ  
3．3†若干性の向上とプラント絶島根  
〈a）RPVl沈船王テスト時（58年2月）  

（b）脚櫨持前（58年9月） くc）嘗脚台前（59年5月） 3 

．4 クリーンプラントの裡抱  
3．5 百億訃プラント停止の直遵  
3．6 48．5か月短納鯛工事の速成  

4．孟闇賑の概要   

5．あとがせ  

れ．当社と500MWe細B岬R  
□43年であった。わが国初めて  

まもなくのまぎに原子力あけぼのの  45年政府の棚会  

普当社は女川原子力発電所弼】  
基本書豊計を開始し．同年12J：  

の設置が許可ざわた 
。 40年代後半から50年代初めにかけて，欧棚をはじめ  

わが国の知音の軽水炉は幾多の孟式練を膵険した。在来の手榊勺な  
n見毒超えるトラブルが発生し，プラントの樹齢ま著しく低下  
した。膏た米盟スリーマイル島PWR発電所の事故は，BWR発  

bるわわわれにとっても識虚に受けとめるぺき重  

した。  
当軸云，ごれらの悶絶を解決するためにこわまⅥこ培っ杷相子  
の言茹十・建設の経験をもとに，全社を挙げて当社自主壬支術の確  
に努めた。十方では通産省の主主計こより，わが国独自の蛭勅戸  

0年以耗昔々と進めら  責粥の定着を自ざした改艮棟附ほ1面も5  
ゎた 

。  このような背黒のもとに，女川l号樅に対し当社は析技術を積  
付こ硝薬し紋多くの改書工夫が蓋り込まわた。最析の‡封守を集  
した女川l号鰍ま54年12月本楕着工し，5；事年6月にi糊  

らましと，当社のBWR聞  した。この連投・i別に至る   

の覿饗巷匡＝に示す。剖小骨憮は書棚パ露力拍こ連投が  
めちれた結果，48．5か月の施工朋で竣工することができた  
その間鵠投工事，義Ⅷ王水凱、はプラント管理においてもそれ  
れエ夫が施ざれたので，それらの慣につきここに紹介する。  

2． プラント仕様と主な椰  

女川l号棚の言辞十・熱投では当初の基本書欝十春風めた弓息着工  
までに多くの年月を経過した。この期間を生かして稽船中のプラ  

図3文書の表示（左：抄録，右‥原文）  

システムは、章節見出しの表示を省略することも可能である。図4にその様子を示す。この例では、タイ  
トル、著者名、抄録のみを表示している。図3で示した抄録表示に比べ、より概略的な抄録となっている0  

このレベルの抄録であれば、複数文書の抄録を同時に提示することも容易である。  

文書集合の表示と同様に、抄録の表示ウインドウは、より詳しい情報を提示するための指示メニューとし  
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可児次郎（り 藤田京（2）滴コ幸夫（3）   
東北電力（株〉女川景子力発電所第1号轍ま，電気出力524  

MWeのBWR発電所であり，昭和5⊆事年6月1日営業運転を開  
始した。  

図4抄録の表示1（章節見出しの表示を省略）  

て擬能する。例えば、ある節の見出しを指定することにより、その節の内容を表示することができる。こ  

の様子を図5に示す。図では、「まえがき」の部分を指定して、その抄録を表示した場合である。  

5．おわりに   

電子図書館を対象として、効率的な文書検索のための文書の構造化と抄録提示について検討した。BREV－  

IDOCでは、タイトルや章節構造など形式的な構造とともに、文と文の間の意味関係も抽出している。こ  

の構造に基づいて、文書集合表示、文書表示のそれぞれについて、一覧性と対話性を持たせた提示インタ  

フェースを実現した。  

システムを用いた評価実験により、検索の作業効率の向上を確認している［11】。しかし、文書集合の提示  

では、ある情報の軸に対する1次元表示を行っているにすぎない。2次元的な表示を行うことにより、文  

書集合の全体像をより直観できる接示ができると考えられる。  

参考文献   

［1］Gladney，H・M・etal・：DigitalLibrary：GrossStruCtureandRequirments：Report丘omaMarch．  

1994Ⅵbrkshop，Proc・DigitalLibrariesフ94，pP．101－107．  

［2】McKeown，Ⅸ・etal・：TheJANUSDigitalLibrary・1994Wbrkshop，Proc．DigitalLibraries，94，  

pp．67－73．  
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東コど電刀t挿〕玄Jll胞子刀発電所舅1号機の建設  

可児次郎（l）藤田京（2）滝コ幸夫（3）   

東北電力（株）女川原子力発電所第l号鰍ま，電気出力524  
MWeのBWR発琶所であり，8辞□59年6月1日官業運転を開  
始した。  

1秦∃諒苧て  

き  

（梓）粥等来の電源開陳の争蘭ヒ，撒こ脱石油電源の  
推進をテ…マにかかげて劫】地点に原子力発電所の建設を痩定ざ  

れ，当社と500MWe碩BWRの共同研究をた撒台ざれたのは昭  
和43年であった。   

45年政府の電帽尭議会の決定を受けて，直ちに東北  
電力（梓）の要路に惹づき当社は女川原子力発電所第1号機（以  

下女川1号機と略す）の葦本吉霜十を開始し，同年12月に同席子  
炉の設置が言寧丁さわた。   

このような背景のもとに，女It】1号機に対し当社は新技術を積  
極和こ‡鼻薬し数多くの改善工夫が盛り込まわた。その間建設工事  
，試運転董るいはプラント管哩においてもそれモ・れ工夫が施さわ  
たので，それらの慣につきここに紹介する。  

2．プラント仕様と主な槻  

3．建設工事の槻  
3．1原子炉相新宿胡（PCV）据付工事  
3．2 （イ）項使用前横萱の合矧ヒ  
3．3 保守性の向上とプラント総点棉  
（a）RPV仁次水圧テスト時（58年2月）  
（b）燃料装荷前（58年9月）  
（c）嘗荒脚台前（59年5月）  

3．4 クリーンプラントの建設  
3．5 訂直汐トプラント停止の回避  
3．6 48．5か月短納朗工事の達成  

図5抄録の表示2（「まえがき」を指定して抄録を表示）  
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