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【発表概要】 

英語論文のライティング支援を目的に、英語表現集を自動生成する方法について

述べる。学術機関リポジトリやオンライン論文集など、学術論文がインターネット上で流

通しており、論文データを再利用するための環境が整ってきている。論文データから

論文作成に有用な表現を獲得する手法を開発し、その性能を評価した。本手法により、

英語表現を大規模に収集できる。対象となる論文データを選別することにより、分野に

特化した表現集の生成も可能となる。自然言語処理分野の学術論文から表現を抽出

し、英語表現検索システム SCOPE を構築した。SCOPE では、キーワード入力により

論文に頻出する表現を検索できる。英語表現を使用する際には、実例を参照すること

により、その表現の出現頻度や文脈を考慮することができる。 
 
【キーワード】 

情報抽出，情報検索，ライティング支援, 学術コンテンツ, テキスト処理 
 
1. はじめに 

研究者が自らの研究成果を発信する

上で、論文を英語で執筆することは重要

である。しかし、英語ネイティブでない研

究者にとって、英語論文の作成は必ずし

も容易ではなく、作成にあたっては、対

訳辞書や英文検索エンジン（例えば[1]）、

英語表現集などを駆使することになる。 
この中でも英語表現集は、掲載されて

いる表現の再利用性が高く、英文作成

に有用な情報資源である。しかしながら、

英語表現集を利用する場面では、 

 掲載されている英語表現の数が少

なく、それを使用して英文を作成で

きることは必ずしも多くない。 
 各表現に付随する用例の数が少な

く、実際にその表現を使用するのが

適切かどうかの判断が難しい。 
といった不都合が生じることが多い。 

そこで本論文では、学術論文データ

から英語表現集を自動的に生成する方

法について述べる。学術機関リポジトリ

やオンライン論文集など、大量の学術論

文がインターネット上に流通しており、論
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文データを再利用するための環境が整

ってきている。本研究ではこのような状況

を背景に、論文データから英語論文の

作成に有用な表現を獲得する手法を開

発し、その獲得性能を評価した。本手法

により、英語表現を大規模に収集するこ

とができ、表現の獲得対象となる論文デ

ータを適切に選択することにより、分野に

特化した表現集の生成も可能となる。 
自然言語処理分野の学術論文から抽

出した表現をもとに、英語表現検索シス

テム SCOPE を構築した。SCOPE では、

キーワード入力により論文に頻出する表

現を検索できる。英語表現の使用に際し

ては、実例を参照することにより、その表

現が出現する頻度や文脈を考慮できる。 
 
2. 論文作成に有用な英語表現の特徴 

本稿では、論文の作成に有用な表現

をフレーズと呼ぶ。英語表現集に掲載さ

れている表現のことである。 
フレーズは単語列で構成される。例え

ば、以下の単語列はフレーズである。 
 in this paper, we proposes ... 
 with the exception of ... 
 if we assume that … 

論文作成者は、このようなフレーズを活

用することにより、英文作成のコストを軽

減できる。例えば、"if we assume that 
…" というフレーズを使って、ある仮定か

ら導かれる帰結を示すことができる。 
本研究では、フレーズを論文データか

ら自動獲得することを目指す。すなわち、

"In this paper, we propose a novel 
randomized language model. "という

論文中の文から、例えば"In this paper, 
we proposes ..."をフレーズとして取り出

す。その際、問題となるのは、論文に出

現するある単語列がフレーズであるか否

かをどう判断するかという点である。 
これを整理するために、フレーズとな

る英語表現の特徴について検討した。

具体的には、市販の英語表現集[2]を使

用し、そこに掲載されている英語表現を

参照した。以下では、本研究で考慮した

６つの特徴について論じる。 
まず、フレーズとなる英語表現には、 

(A) 高頻度で出現する,  
という特徴がある。そもそも、稀にしか出

現しない表現は、それが使用される機会

も少なく有用性が低い。 
その一方で、たとえ頻出したとしても、 

"This is a ..." のように、論文に限らず

あらゆるタイプの文章に出現する語彙

からなる表現、あるいは、論文に特有で

あっても、"paper" のようにあまりに短

い表現は、表現集に掲載すべき有用性

を備えていない。すなわち、 
(B) 論文に特有の語彙を含む,  

(C) 短すぎない,  

もまたフレーズの特徴とみなせる。 
さらに、フレーズの構成単位として単

語を採用すべきかどうか、という点を考慮

する必要がある。例えば、 
"in the early part of the paper",   
はフレーズとみなせる一方で、 
"in the early part of the",  
は、フレーズとはいえない。"the" は、

"the paper"という意味的なまとまりの構

成素であり、そのようなまとまりとは無関

係に、他の単語と連結した表現は、利用

に供さないためである。すなわち、 
(D) 意味的まとまりの列である,  
こともまたフレーズの特徴といえる。 

その他の特徴として、単語列の一部を

汎化した表現の存在が挙げられる。これ

は、"With the exception of ..."の"..."に
相当する部分であり、この例では名詞句

が入る。このような汎化は、フレーズとし

ての有用性を高めることになる。よって、 
(E) 省略表示を含む,  
もフレーズの特徴である。ただし、表現に

おける"..."の部分にはあらゆる単語列が

挿入されうるわけでなく、名詞句などの 
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文法役割によってタイプ分類されるのが

一般的であり、そのような役割を表す記

号は句記号と呼ばれる。 
残された視点として、フレーズの両端

に位置する単語に備わる性質がある。本

研究では、フレーズが接続する表現の

多様性という視点に着目する。すなわち、 
(F) 様々な種類の表現と連接する,  
というものである。例えば、"in spite of"
はフレーズといえるが、"in spite"はそう

とはいえない。"in spite"の右に連接す

る表現の多様性は小さく（ほとんどが

"of"）、“in spite of”では大きい。 
本研究では、これら(Ａ)～(Ｆ)の特徴を

考慮し、フレーズ獲得手法を開発する。 
 
3. フレーズの自動獲得と評価 
3.1 フレーズ獲得の流れ 

フレーズ獲得の流れを図 1に示す。以

下に、図 1 の各処理について説明する。 
3.1.1 基本句列の抽出 

特徴(D)の観点から、フレーズの構成

単位として基本句を採用する。基本句と

は、入れ子をもたない最少の句のことで

ある。この処理では、論文データ中のす

べての基本句列を抽出する。図 2 に単

語列の基本句への分割を示す。 
3.1.2 句記号の付与 

特徴(E)に従い、句記号"<NP> (名詞

句）"と"<CL>（節）"を含む基本句列を以

下の通り生成し、フレーズ候補とする。 

 <NP>を含むフレーズの生成 
基本句列に名詞句が含まれていると

き、それを<NP>に置き換えたものも

基本句列の候補とする。 
 <CL>を含むフレーズの生成 

基本句列の末尾の基本句が補文標

識(that, which, so that など)であ

れば、末尾に<CL>を付ける。 
3.1.3 統計的特徴の判定 

フレーズ候補である基本句列に対して、

(A),(C),(F)の特徴を満たすかどうかを判

定する。池野らの手法[3] を参考に、ス

コア関数 sL ， sR を以下の通り設定した。 
)()())(log()( EHElengthEtfELs l××=  
)()())(log()( EHElengthEtfERs r××=  

ここで、 E は基本句列を示す。 )(Etf は

E の全論文での出現頻度、 )(Elength は

E に含まれる基本句数である。 )(EHl と

)(EH r は、それぞれ右側と左側に連接

する基本句の確率分布のエントロピーで

あり、以下で計算する。これは、連接する

基本句の種類が多く、それらの出現頻度

が均一である場合、高い値となる。 
)(log)()( EPEPEH li

i
ill ∑−=  

)(log)()( EPEPEH ri
i

rir ∑−=  

ここで、 )(EPli ， )(EPri は、ある基本句

iX が E の左、右にそれぞれ連接する確

率であり、以下の式により計算される。 

)(
)(

)|()(
Etf
EXtf

EEXPEP i
ili ≈=  

)(
)(

)|()(
Etf

EXtf
EEXPEP i

iri ≈=  

図 1．フレーズ獲得の流れ 

図 2．基本句への分割例 
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Ls , Rs は、第 1 項が長さ、第 2 項が出

現頻度、第 3 項が連接する基本句の種

類数に相当し、それぞれ特徴(C), (A), 
(F)に対応する。 

ある基本句列 E が、 E より左に 1 つ長

い基本句列 XE 、右に長い EX との間で

以下の両式を満たすとき、 E をフレーズ

として獲得する。 
)()( XELsELs > , )()( EXRsERs >  

すなわち、ある基本句列が、自身よりもス

コアの高い、左または右に長い基本句

列に包含される場合、その基本句列はフ

レーズでないとみなし、候補から除く。 
3.1.4 語彙的特徴の判定 

フレーズに適さない基本句列をパター

ン化し、これを適用して不要な基本句列

を除去する。品詞または基本句の種類

に基づく 25 パターンの除去ルールを作

成した。なお、適切な基本句列が除去さ

れることを避けるために、既存の辞書に

掲載されている基本句列、及び、論文特

有の名詞や動詞を含む基本句列は除去

しない（特徴(B)を反映）。 
論文に特有な単語の獲得には、新聞

などの一般的な文書と学術論文との間

の出現頻度の差を利用する。本手法で

は、ある単語 w が以下の条件を満たすと

き、 w を論文特有な単語とする。 
 論文での相対文書頻度がα %以上 
 対象論文での相対出現頻度が、一

般文書での相対頻度の k 倍以上 
 
3.2 評価実験 

フレーズ獲得実験を実施した。フレー

ズ獲得対象として、国際会議 ACL2001
～2008 の 1,232 論文（204,788 文、

5,516,612 単語）を利用した。 
3.1.4 の辞書には、英辞郎[4]を使用し

た。論文特有の単語を獲得するための

比較文書として、Wall Street Journal
を使用した。閾値α を 1、 k は名詞で 4、 
動詞で 2 と定め、論文特有語として名詞 

 
 精度(%) 再現率(%) F 値 
基本句列 16.20 100.00 27.88
提案手法 57.53 51.85 54.55
 

 
<NP> is set to <NP> 
<NP> is shown in Figure <digit>. 
As a result, 
adding <NP> to <NP> 
<NP> divided by the total number of <NP>
<NP> is consistent with <NP> 
the results obtained with <NP> 
extracting <NP> from <NP> 
 
1119 単語、動詞 226 単語を獲得した。 

PDF 形式の論文からの文抽出には

pdftotext[5]を使用し、基本句チャンキ

ングには、JTextPro[6]を使用した。 
評価は、ランダムに選択した 500 個の

基本句列を利用し、英文作成に精通し

た評価者 1 名が、フレーズとしての適切

性を判定した。この結果を正解セットとし、

提案手法の精度、再現率、及び、その調

和平均である F 値を測定し、評価した。 
結果を表 3 に示す。ランダムに選択し

た基本句列 500 個のうち、フレーズとし

て適切なものは 81 個存在した。基本句

列を単純に用いるよりも高い達成してお

り、本手法の有効性を確認した。表 4 に

獲得フレーズの一部を示す。  
 

4. フレーズ検索システム SCOPE 
英語フレーズ検索システム SCOPE 

(System for Consulting Phrasal 
Expressions)を、Perl で実装した。 

 
4.1  SCOPE の構成 

SCOPE は、英語フレーズとその用例

文からなる英語表現集、及び、検索イン

タフェースから構成される。 

英語表現集を自動生成するために、

自然言語処理に関する国際会議 ACL 
2001～2008, COLING 2000～2008 

表 3．実験結果 

表 4．自動獲得されたフレーズ（一部） 
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の論文集のすべての学術論文を使用し

た。提案手法を用いて 7,769 のフレーズ

を獲得し、データベースに格納した。 

一方、検索インタフェースでは、ユー

ザのキーワード入力に対して、該当する

フレーズを出力する。SCOPE の検索画

面を図 5 に示す。SCOPE の特徴として

以下の 2 点が挙げられる。 

1. キーワード入力に加え、フレーズが

出現する論文部分を指定できる。部

分として、「序論」「関連研究」「提案

手法」「評価実験」「結論」を定めた。 

2. 検索されたフレーズの頻度と例文を

参照できる。例文は、フレーズの使

われ方を知る上で有用である。これ

は、フレーズが実データから獲得さ

れたために実現できた機能である。 

 

4.2  SCOPE の利用例 

実験結果について英語で言及する場

合には、「結果」というキーワードを手が

かりに、"result"をクエリとして入力すれ

ばよい。参照したいフレーズは、論文の

「実験」に出現していると考え、検索対象

クラスとして「評価実験」の指定もできる。 

このときの検索結果を図6に示す。な

お、フレーズ中の"<digit>"は数字が挿入

されることを示している。ユーザは図 6 の

検索結果を参照し、"Table <digit> shows 

the results for <NP>"や"we present the 

results of <NP>"などのフレーズを用いて、

実験の結果を記すことができる。フレー

ズを選択すれば、図 7 に示すような用例 

 
 
 

 
 

 

文を参照でき、そのフレーズを使うことの

適切さ及び使用法を確認できる。 

 
5. おわりに 

本稿では、学術論文から英語表現集

を自動生成するためのフレーズ獲得手

法について述べた。また、英語フレーズ

検索システム SCOPE について記した。

SCOPE は、以下で公開されている。 
http://scope.itc.nagoya-u.ac.jp/ 
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図 5．SCOPE の検索画面 
図 6．クエリに対する検索結果 

図 7．選択したフレーズの用例文 


