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要約課題グループのアウトプット 

1. 要約の基本的な誤り分析の枠組み 
– 基本的な分析の枠組みを考案 
– 要約課題グループの11月ミーティングで 
議論し、大枠では合意 

2. その誤り分析の枠組みに則った分析 
– 各自の分析を集計することで優先的に 
攻略すべき課題をある程度浮かび上がらせた 
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本日は以下の2点をご説明さしあげる 



9月ミーティング 

•  浅原正幸 (国語研) 
•  小林一郎 (お茶大) 
•  嶋田和孝 (九工大) 
•  高村大也 (東工大) 
•  難波英嗣 (広島市大) 
•  西川仁 (NTT) 
•  野本忠司 (国文学資料館) 
•  平尾努 (NTT) 
•  森田一 (京大) 
•  山本和英 (長岡技科大) 
(敬称略) 
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お名前を挙げさせていただいた方々 



11月ミーティング 

•  浅原正幸 (国語研) 
•  奥村学 (東工大) 
•  菊池悠太 (東工大) 
•  嶋田和孝 (九工大) 
•  高村大也 (東工大) 
•  西川仁 (NTT)  
•  平尾努 (NTT) 
•  森田一 (京大) 
(敬称略) 
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11月ミーティングは以下の方々で議論 



最終レポート 

•  小倉由佳里 (お茶大): 多目的遺伝的アルゴリズムを用いた 
複数文書要約 

•  鈴木聡子 (お茶大): グラフを用いた時系列文書の要約 
•  高村大也, 菊池悠太 (東工大): 単一文書要約における談話構造の 
効果と課題 

•  西川仁 (NTT): Project Next Summarization: 自動要約タスクに 
おける誤り分析の枠組みの提案 

•  平尾努 (NTT): 談話依存構造木に基づく要約手法の誤り分析 
•  森田一 (京大): Project Next: 文圧縮を利用したクエリ指向要約を
対象にした誤り分析 

(敬称略) 
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最終レポートは以下の方々の分析で構成 



謝辞 

•  奥村学先生 (東工大) 
•  酒井哲也先生 (早大) 
•  関根聡先生 (NYU) 
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以下の方々からご助言を頂戴した 



要約課題グループのアウトプット 

1. 要約の基本的な誤り分析の枠組み 
– 基本的な分析の枠組みを考案 
– 要約課題グループの中間ミーティングで 
議論し、大枠では合意 

2. その誤り分析の枠組みに則った分析 
– 各自の分析を集計することで優先的に 
攻略すべき課題をある程度浮かび上がらせた 
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本日は以下の2点をご説明さしあげる 



自動要約の誤り分析の枠組み 
1. 基本的な仮定 
2. 誤りの種類 
–  要約が満たすべき要件からトップ・ダウンに
仮定 

3. 誤りの原因 
–  要約器のアーキテクチャから仮定 
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基本的な仮定 
•  ある文書 (集合) に対する、人間が 
書いた単一の要約 (参照要約) がある 
ものとし、これを正解とみなし、これを
正確に模倣できないとき、誤りであると
した 

•  複数の正解がありうる、といった問題は
脇に置く 
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誤りの種類 

1. 文章として読める 
2. 入力文書と矛盾していない 
3. 要約として重要な情報のみが含まれる 
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要約の満たすべき3要件から導かれる 



誤りの種類 

1. 文章として読める 
–  これまで可読性として評価されてきた観点 
2. 入力文書と矛盾していない 
–  これまであまり着目されていない観点 
–  入力文書が要約を含意しており、要約が嘘を
ついていないこと 

3. 要約として重要な情報のみが含まれる 
– 内容性として評価されてきた観点 
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要約の満たすべき3要件から導かれる 



誤りの種類 

1. 読めない（解釈できない） 
–  タグなど自然言語でない表現が混じっている 
–  非文が含まれている 
–  文同士の論理的繋がりが破綻しており文意を
正しく読み取ることができない（非適格文章
／非文章） 
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前述の要件を満たせない際、誤りが生じる 



誤りの種類 

2. 入力文書と矛盾している 
–  入力文書に書かれていないことが含まれる 
–  否定表現などが失われ文意が逆転している 
–  条件節が失われ主節の内容が一般的真実と
なっている 
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前述の要件を満たせない際、誤りが生じる 



誤りの種類 

3. 不要な情報が含まれる・ 
重要な情報が含まれない 
–  要約に含めるべき重要な情報が含まれない 
–  枝葉末節の情報が要約に含まれる 
–  冗長な情報が要約に含まれる 
–  ユーザーが求めていない情報が要約に 
含まれる 
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前述の要件を満たせない際、誤りが生じる 



誤りの原因 

1. 操作の不足 
2. 特徴量の不足 
3. パラメタの誤り 
4. 探索の誤り 
5. 情報の不足 
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以下の5種類の誤りの原因がありうる 



誤りの原因 

•  文を書き換えや生成に関する操作が 
不足しているがための誤り 

•  長い語を略語に書き換える操作 
•  文中に何度も出現する固有名詞を 
代名詞に書き換える操作 

•  ゼロ代名詞の先行詞を同定してそれを 
欠いている文の主語を補完する操作など 
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操作の不足 



誤りの原因 

1. 特徴量の設定不足 
–  固有表現の有無が重要文選択に寄与するにも
かかわらずそれを特徴量として利用 
しなかった場合など 

2. 言語解析器の解析失敗 
–  固有表現認識器が固有表現の認識を誤った 
場合など 
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特徴量の不足 



誤りの原因 

•  要約器が保持する各種パラメタが正しく 
設定されておらず、そのため誤った要約が
出力される場合 

•  学習データの不足や不十分な学習 
アルゴリズムの利用などが含まれる 
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パラメタの誤り 



誤りの原因 

•  最適な文の組み合わせを探索する際に、
最適解を得られず、そのために誤った 
要約が出力された場合 

•  重要文選択における文の組み合わせの 
探索や、文短縮における部分木の 
探索などで生じうる 
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探索の誤り 



誤りの原因 

•  要約作成者が、要約器に入力される情報
以外の情報を利用して要約を作成している
場合 

•  不良設定問題となる 
•  新聞記事に付随する画像の内容が 
要約に含まれる場合など (画像認識が 
必要になる) 
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情報の不足 



誤りの分類 
操作の 
不足 

特徴量の不足 
パラメタ
の誤り 

探索の 
誤り 

情報の 
不足 特徴量の

設定不足 
言語解析
の失敗 

読めない 

矛盾 

情報欠落 
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誤りの分類 
操作の 
不足 

特徴量の不足 
パラメタ
の誤り 

探索の 
誤り 

情報の 
不足 特徴量の

設定不足 
言語解析
の失敗 

読めない 

矛盾 

情報欠落 
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要約器が行える書き換え・生成操作が不足 
しており、入力文書を含意しない要約が生成
される場合 
•  主語が省略されている文の主語を補う 
操作を要約器が持たず、読者が誤った 
解釈をする文章が生成された場合 



誤りの分類 
操作の 
不足 

特徴量の不足 
パラメタ
の誤り 

探索の 
誤り 

情報の 
不足 特徴量の

設定不足 
言語解析
の失敗 

読めない 

矛盾 

情報欠落 
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参照要約の作成者が行った操作を機械が再現する
ことができず、そのため要約長の制約などから 
重要な情報を要約に含めることができなかった 
場合 
•  参照要約の作成者が略語化によって文字数を 
節約した場合 



誤りの分類 
操作の 
不足 

特徴量の不足 
パラメタ
の誤り 

探索の 
誤り 

情報の 
不足 特徴量の

設定不足 
言語解析
の失敗 

読めない 

矛盾 

情報欠落 
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要約のために必要な情報がそもそも要約器に 
与えられていない場合 
•  新聞記事のタイトルに含まれる情報を必ず 
要約に含めるように要約作成者が要約を 
作成しているが、要約器に対してはタイトルの
情報が与えられない場合 

•  画像のキャプションが要約に含まれるが 
キャプションが要約器に与えられない場合 



要約課題グループのアウトプット 

1. 要約の基本的な誤り分析の枠組み 
– 基本的な分析の枠組みを考案 
– 要約課題グループの中間ミーティングで 
議論し、大枠では合意 

2. その誤り分析の枠組みに則った分析 
– 各自の分析を集計することで優先的に 
攻略すべき課題をある程度浮かび上がらせた 
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本日は以下の2点をご説明さしあげる 



分析の方針 

•  分析に用いるコーパスは言語も含め 
分析者に一任 

•  分析に用いる自動要約システムも分析者に 
一任 

•  自動要約の誤り分析の枠組みを作成し、
基本的にはこれに則って分析を行う 
ようにした 
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誤り分析の枠組みのみ固定 



個別分析 1/5 

•  複数文書要約において依然として冗長な 
情報が頻繁に要約に含まれることを指摘 

•  含意認識など情報の同一性を認識する 
技術の重要性を指摘 
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冗長性の取り扱い (小倉・鈴木) 



個別分析 2/5 

•  論理構造不明な非適格文章の数が、 
RSTありの場合は1、RSTなしの場合は
12と大きく異なっている 

•  RSTを用いているにも関わらず 
論理構造が不明となっている場合では、 
RST情報に誤りがあると思われる. 
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談話構造の利用（高村・菊池） 



個別分析 3/5 

•  記事が複数の小トピックから構成される 
際に、要約作成者はできる限り 
各トピックを網羅するように要約を作成し
ていることを指摘 

•  要約作成作業者の行っている書き換え 
操作を模倣するには根本的に要約器の 
力が不足していることを指摘 
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特徴量と操作の不足（西川） 



個別分析 4/5 

•  RSTを依存構造木に変換したものを 
刈り込む形で要約を生成すると文選択に
際して強い制約となりすぎ、内容性に 
悪影響を与える 
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談話構造の制約の悪影響（平尾） 



個別分析 5/5 

•  文圧縮を行う際の様々な問題点を抽出 
•  適切なパラメタを設定できず、重要な 
情報を同定できない 

•  係り受け解析の誤りや述語項構造解析の
誤りが重大 
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文圧縮における様々な課題（森田） 



誤りの分類 
操作の 
不足 

特徴量の不足 
パラメタ
の誤り 

探索の 
誤り 

情報の 
不足 特徴量の

設定不足 
言語解析
の失敗 

読めない 

• 高村・菊池 
• 森田 
 

• 森田 
 

• 森田 

矛盾 

情報欠落 

• 高村・菊池 
• 西川 
• 平尾 

• 小倉 
• 鈴木 
• 高村・菊池 
• 西川 

• 森田 • 小倉 
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いくつかの結論 

•  文圧縮では基本的な解析 (係り受け解析・
固有表現認識) の誤り、あるいはそれらを
適切に利用していないことが問題 (森田) 

•  数値情報を解釈しその解釈内容を 
生成する技術が必要 (高村・菊池) 

•  文融合、括弧の除去、略語化、 
参照表現の生成が必要 (西川) 
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文の書き換え・生成操作の増強と頑健化 



いくつかの結論 

•  非適格文章が大幅に減少 (高村・菊池） 
•  重要文同定に有効 (高村・菊池、西川） 
•  一方、談話構造を強い制約として用いると
文選択の柔軟性が失われ内容性に 
悪影響がある (平尾) 
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談話構造のトレード・オフ 



まとめ 
要約課題グループは以下の2点を提示： 
1.  誤り分析のための大まかな枠組み 
2.  上の枠組みに基づく分析 

以下の研究開発が特に重要と示唆される： 
1.  要約器がより多様な表現を 
生成できるようにすること 

2.  談話構造を特徴量として適切に要約に 
導入すること 
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