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– 重要度の高い文を強調（ もし くは低い
文章を目立たないように ）表示する．

はじめに
近年 WWW や電子 メールなど ，ネット ワーク

∗ 文を削らないため，詳し く知りた
い箇所については自然に周辺の文
を読むことができる．

を 通し て 電子的文書情報に 触れ る機会が 飛躍的
に 増大し た ．この 膨大な 文書の 中から 求める情
報を含む文書を探すことは Google[3] など のサー

∗ 斜め読みが 容易になる．

チエンジンによって精度良く，素早く行なえるよ
うになってきたが ，そうやって選び 出し た文書を

– ユーザが指定し た単語をハイライトす
るなどし て ，これ も強調する．

実際に 読んで 理解する部分はいまだに 人力に 任
せている．

• ユーザが 指定し た単語を重要度計算に反映
する．

そこで本論文では「ユーザーがその文書に何を
求めているか 」を，自然言語処理を用いて文書の
表示に インタラクティブに反映することで文書の

• 以上の処理を繰り返し て対話的に文書の読
解を支援する．

理解を助ける，対話的文書読解支援（ Interactive

Reading Helper, IRH ）を提案する．

こ うし てシ ステ ムとの イン タラ クション を 繰
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り 返すことで ，ユーザは 自分自身にとって 読み

対話的文書読解支援

やすい文書の表示を得ることができる．
対話的文書読解支援はユーザーに「 良い要約 」

そし てこのよ うな イン タラ クション の 過程そ

を 提供するのではな く，
「 その文書がど うい う性

のものが 文書理解を 促す．なぜなら ユーザは 読

格のものかを 容易に 把握でき ，ユーザーが 自分

み進みながら自分にとって重要な文，単語を意欲

の読みやすいよ うに 文書の表示を 変更できるシ

的に 拾い 上げ てい くよ うにな り，表示を 自分に

ステ ム 」を 提供することで ，ユーザーの 読解を

とってより良いものに することで 更に それが 容

支援する．これを以下のように実現し た（ 図 1 ）．

易になっていくというポジティブ なフィード バッ
クを 実現できる．ノート を 取りながら 文書を 読
むよ うに ，対話的文書読解支援はユーザーが 重
要な 単語や 文に 注意を 向け ることを 促し ，文脈
を掴み内容を理解することを支援する．
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図 1: 対話的文書読解支援

実装

3.1

利用し た自然言語処理

• 自然言語処理技術を利用し て単語や文の重
要度を 計算する．

文の重要度は 以下のよ うに 計算する．

• 重要度を 反映し た文書の可視化を 行な う．

1. 名詞の重要度 = 単語出現頻度（ tf ）* log(1
/ 文書出現頻度 (df))

– キーワード リスト を 提示する．

2. その他の品詞の重要度 = 0
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3. ユーザが 指定し た単語（ クエリー ）の重要
度 = 元の重要度 * 定数（ 現在は 10 ）

評価
アン ケート を 中心とし た評価実験を１月中に

4. クエリーを含む文に現れた単語の重要度 =
元の重要度 * 定数（ 現在は 10 ）* クエリー
を含む文に現れた回数 / クエリーを含む文
の数

行い，デ モの席で 発表する予定である．
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5. 文の 重要度 = 名詞と 動詞の 重要度の 和 /
名詞と 動詞の単語数

課題と展望
頻出単語は 他の単語とともに 出現する場合が

多い（ 相関度が 高い ）ため，初期重要度を抑えて

文章要約の研究 [2] において，そもそも人が 文

も 重要度が 上が りや すい ．し たがって イン タラ

章を 要約する時に 重要度計算＋重要文抽出とい

クションが 進むに つれ てユーザの 意図と 異な る

う過程を 経ているのかとい う疑問が ある [1]．本

表示になってし まう．これについては対話的文書

シ ステ ムでは ，対話的処理に よって 要約生成過

読解支援に 向いた重要度計算方法を 考え る必要

程を 文章理解の過程と 一致させることでこの問

が あると思われ る．

題を解消し ている．

3.2
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対話的処理の実現

まとめ
本研究では 文章要約と 文書の可視化の問題と

使 い や す さ ，汎 用 性 を 考 え プ ロ キ シ サ ー

限界を 検討し ，ユーザとは 独立に 要約を 生成す

バ（ DeleGate[4] ）の フィル タ と し て 実 装し た ．

るシ ステ ムではな く，ユーザの 要求を イン タラ

WWW ブ ラウザから 使用できるよ うになってい
る．また ，これに よりユーザとシ ステ ムの イン
タラクションは URL（ アド レ ス＋指定単語 ）の
みで表現され るため，他の用途（ 文章要約など ）
に 容易に 利用可能になっている．
このシ ステムは 現在以下のページで 使用可能
である．
http://www.sp.ice.ac.jp/˜mk/research/

クティブ に 文書の 表示に 反映することで 文書を
読みやすくし ，理解を 促す対話的文書読解支援
を提案し た．
ユーザが 文書を 読みやすくし よ うと 行な うイ
ン タラ クション そのものが 文書理解を 促し ，得
られ た 結果が 本人だけでな く，後で その 文書を
読む他のユーザーや ，要約シ ステ ムやサーチエ
ンジン など にとっても 有用なものであ ることも
述べた．
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対話的文書読解支援の使用例
本論文の第 2 章「 対話的文書読解支援」に対し
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