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自然言語処理のための
ウェブ→テキスト変換

河原 大輔
情報通信研究機構

NLP若手の会第1回シンポジウム (2006/09/15)

背景

–情報爆発
http://i-explosion.ex.nii.ac.jp/i-explosion/

• 情報大航海

超大規模テキストが欲しい

• 新聞記事 (毎日, 読売, 朝日, 日本経済, …)
– 1年分10万円程度
– ドメイン： 新聞

→ ウェブ： 日本語10億ページ
–サーチエンジンで検索： 単語の出現ページ数
→ やっぱり言語処理したい

ウェブから収集したコーパス

• Webコーパスの提案 (関口, 山本, 2003)
– 220MB

• NW1000G-04 (NTCIR-5, Webタスク)
– 1億ページ

• 大規模Webコーパス (河原, 黒橋, 2006)
– 5億文

• ウェブアーカイブ (田村, 喜連川, 1999~)
– 9億ページ以上

Webコーパスの提案
(関口, 山本, 2003)

• HTMLタグや文字種の情報を用いて良質
な日本語文を抽出

• 220MBのコーパスを構築（新聞10年分ぐ
らい?）

NW1000G-04
(NTCIR-5 Webタスク)

• 1.4TB, 1億ページ
• 2004/01~2005/01にかけて収集
• 主にjpドメインから収集: 50%がjpドメイン

– 70~80%が日本語ページ
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ウェブコーパス
(河原, 黒橋, 2006)

• 1.3 TB(圧縮), 4億ページ(各種言語)
• 2004年春に収集に1カ月で収集

(by 東大田浦研)
• 日本語文を抽出

– 5億文

ウェブコーパスの作成手順

1. クローラによるページ収集（約4億ページ）
2. エンコーディング情報による日本語ページ候補抽出

• charset属性, perl Encode::guess_encoding()関数
3. 言語情報による日本語ページ判定

• 助詞の文字（が, を, に, は, の, で） を0.5%以上含む
4. ページからの文抽出（HTMLタグと句点）
5. 日本語文の抽出

• ひらがな, カタカナ, 漢字を60%以上含む文
6. 重複文の削除
→ 約5億日本語文
（日本語として妥当な文：995文/1,000文）

しょうがないので駅のレストランで食事をしようとした所、１日数本しかない山田線の
存在に思い当たる。
もれなくプレゼント！
でも僕はＴシャツの上に長袖のシャツ。
今回は某アイドルの高橋一也も参加したので客が若い。
団体Ａが「まちづくり」をテーマにインターネット上で公開講座を開催しようとしてい
る。
ｈｔａｃｃｅｓｓを置いたとたんそのディレクトリ以下で．
昨年の没後４００年祭を機に復元した井戸を紹介する木下さん
恋は、真剣勝負。
ほめ言葉が多くって嬉しいですね。
開校式並びに入学式を挙行、初代校長佐治勝弥、職員１０名沖館小学校校舎一部
を併用す。
佐治勝弥校長青一中学校長に任命される。
いまだに言うでしょう。
「買いパラ」を見たと伝えれば、お買い上げ合計金額より５％引きいたします。
政治も危機的状況ですし、物資も不足しています。
そういう長期的な存在理由とか、長期的なビジョンとか、何故ここが国のお金で、
我々の税金でやらなければいけないのか、その辺を評価する上で何かお考えにな
られていますでしょうか。
河北郡津幡町南中条・バリアフリー対応の学校案内や生徒会活動の紹介など
思いやりのある優しい子に育ってネ。
工学的諸問題に対処する際に必要な，線形代数・解析・確率・統計などの数学に関
する知識を理解できること．
昔は，秋田の海で，猫もまたいで通る位，沢山とれた。
毎月の費用もわずかです！
「いつもながら気合いが入ってますけど、最近もレースは結構出てるんですか？」
合成化学者の間だけで埋没している物質群の掘り起こしと、物性科学の最新の成
果による新たな分子設計指針の提案は緊急課題である。
腐女子の行く道、萌える道：ニュースを取り上げてみる非常に気になるコメントで
す。
読み終わったあと、とにかくこわいという感情と、こんな理不尽が許されているショッ
クと、その中でも生きている人たちのすごさが強烈に残った。
工事の実施個所を知りたい方はこちらへ
動物より遅い人間チームが４１もあったなんて、情けないぞ。
と言うことは、ゼロ金利解除時期についての思惑が大きく振れることはできれば避
けなければならない、ということにもなると思います。
ダライ・ラマが語る―母なる地球の子どもたちへ
「第一印象で人事担当者に良い印象を与えるリクルートファッションとは？」「購入後
のお手入れ方法は？」など、役立つポイントを紹介します！
従来、デュアルネットワークサービスをご契約頂いているＦＯＭＡサービスご契約者
様はｍｏｖａモード設定時においては、ご契約者様ご自身で「メール確認サイト」へア
クセスしｉモードメールを閲覧していただく必要がありましたが、今回の機能拡充に
伴い、ｉモードのメール設定画面での事前設定により、ｍｏｖａモード設定時にｉモード
メールを自動受信することが可能となります。
犠牲者は圧倒的に女性が多いが１／４は男性だけを狙っており、子供を狙った犯人
も１６％いた。
また見てみたいと思うもそう都合よく番組でＰＶが流れるわけも無いからやっぱりＤ
ＶＤ買うしかないんだろうなぁ…。
図を編集することができる
ＬＡＮ上での激光ＸＩＩ号ショットスケジュール管理を行うと伴に、デジタル収集された
実験データの一元管理を行う。
思いっきりはずしてしまったらどうしよう、と。
本セッションでは、これらをデモンストレーションを交えて紹介します。
とにかく、多少の怪我や不調は仕方ないけど、シーズンを通しての活躍が重要で
す。
それでは、続きまして経済産業省の独立行政法人評価委員会の評価の取組につ
いてご説明をいただきたいと思います。
帰って、またもやチャット。
既に、有名になった人を褒め称えるのは簡単ですが、若い人の場合にはどうしても
賭けの要素が入らざるを得ません。
次の筋書きを考えてみてください。
何が悪かったのでしょう？
お化粧品、グルーミング用品などを入れて。
しかしその合意を糧に、抑圧から解放されるべき先住民族は、ほとんどその内容を
知らないのである。
あらゆる事象はまず心から生じる。
今回の選挙は正直言って誰に入れるか迷いました。
このようなターゲットは現在の技術の延長で製作可能と思われますが、大量生産、
投入、追尾、レーザー照射まではチャレンジングな研究開発が残っています。
このあたり、知ってる人が横なり後ろなりにいたら、聞いて一瞬で解決して、覚えて
次からは万事ＯＫ！
しかしマヤ先住民族は、少数の白人、アメリカ人やスペイン人によって権利を奪わ
れ、抑圧されている。
応募してみたい！
放射線業務従事者として指定した者をいう。
総合学習をするんだったら、給食の牛乳パックをビンにするべきだと思った。
構成部品に何が必要ですか。
「嫌だなぁ。面倒くさいなぁ」と思っているとその気持ちも戻ってくる。
宮部みゆき「クロスファイア」上下購入。
まあ、棒と笛で原発を守っている位ですから、もっと死なないとわからないんでしょ
う。
あいつらに心を与えたのは私たち人間なんですから
就職活動は、当初別の業界を回っていました。
恐ろしいのは，抗生物質を乱用する医療施設の中だけだ．
実在していたのだから、驚くなというほうが無理である。
ラッピングも承ります。
このプラズマの温度構造や密度構造を詳しく調べることにより、高性能な爆縮プラ
ズマ発生の技術指針を与えることができます。
死にたいほどの夜
意見と補足

コーパスサイズと異なり単語数の関係

Web(freq ≥ 1)

Web(freq ≥ 5)

News(freq ≥ 5)

News(freq ≥ 1)

文長（単語数）の分布
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ウェブ→テキスト変換

1. HTMLを入力
2. エンコーディング情報により日本語ページ判定

• charset属性, perl Encode::guess_encoding()関数
3. 言語情報により日本語ページ判定

• 助詞の文字（が, を, に, は, の, で） を0.5%以上含む
4. 文分割（HTMLタグと句点）

• <BR>, <P>, <PRE>中の改行, …
5. 日本語文をマーク

• ひらがな, カタカナ, 漢字を60%以上含む文
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問題

• 特殊文字
–参照

• e.g., &laquo;

• 文区切り
– 「!」の扱い

• e.g., Yahoo! Japan  -  ヘルプ
–謎なHTML

• e.g, 地元活動は、安定的にミニ集会を連日とりお
こなうなど、いわ<br />

解析

• 形態素解析 (97～99%)
• 固有表現認識 (80～85%)
• 構文解析 (87～90%)
• 格解析、述語項構造解析
• 省略・照応解析
• …

最近のできごと

• 自動構築した格フレームの公開
– 検索: http://nlp.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-resource/caseframe/

• ウェブコーパスの配布
–生, 構文解析済み, 格解析済み（部分的）
–ハードディスク送付→コピー後返送

今後

• 多言語展開
–英語は対応済み

• ツールの公開

• というか、みなさんどうしているのでしょう?


