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あらまし  Web 検索を利用して因果関係を抽出し，それらを因果関係ネットワークとして可視化する手法が提案

されている．しかし，因果関係のみを可視化した因果関係ネットワークでは，情報が足りず因果関係の理解が困難

な場合があった．そこで本研究では因果関係ネットワークを拡張し，共起関係にある事象を取り込み，因果・共起

関係ネットワークとして可視化する手法を提案する．さらに，特定のドメイン内での現象の比較に因果．共起関係

ネットワークを利用する手法を提案する． 

キーワード  因果関係，共起関係，可視化，Web マイニング 

 

1. はじめに  

新聞やテレビといったメディアを通じて報じられ

るニュースの中には，多くの事象が複雑に絡み合って

引き起こされる出来事がある．それらを即座に深く理

解することは容易ではない．このとき，関連する事象

間の因果関係を把握することは，内容の理解を深め，

リスク回避や意思決定などにも役に立つと考えられて

いる．そこで青野ら [1]は，Web 検索結果から因果関係

を自動抽出し，抽出した要因を始点ノード，結果を終

点ノードとし，それらを結ぶエッジにより因果関係を

可視化する因果関係ネットワークを提案した．この因

果関係ネットワークを生成するための要因検索システ

ムは，ユーザが任意の事象を入力すると，「に伴う」の

ような因果関係を表す手がかり表現と組み合わせて

Web を検索し，その検索結果から要因を抽出する．武

田ら [2]はこのシステムを改良し，Web 検索により因果

関係の結果も抽出し，要因結果検索システムとして提

案している．  

本研究では，ある事象名が Web 文章中に出現すると

き，同一文中に別の事象名が頻繁に出現する共起度の

高い事象を共起事象とする．そして共起事象を因果関

係ネットワークに取り入れることを提案する．しかし，

そうすると因果関係ネットワークに表示する事象が増

えるため，可視化結果の可読性を維持するために表示

する事象の選別が重要となる．そこで「水質汚染に関

する情報」などの特定の文脈に限定することで，可視

化する事象を選別する手法を提案する．また，ドメイ

ン内でさらに固有名詞などそのドメインにおける興味

の対象を指定できるようにする．それにより例えば，

「琵琶湖の水質汚染」と「児島湖の水質汚染」の比較

に共起関係を含むように拡張した因果関係ネットワー

クが利用できることを示す．  

本稿の構成は次のとおりである．2 節で関連研究に

ついて述べ，3 節で手がかり表現と要因結果検索の手

法について説明する．4 節でドメインを限定した因果

関係ネットワークについて述べる．5 節で共起事象の

抽出とそれを因果関係ネットワークに加える手法につ

いて述べる．6 節で生成したネットワークの利用手法

について検討する．7 節で評価実験と生成した因果関

係ネットワークについて考察する．8 節でまとめと今

後の課題について述べる．  

2. 関連研究  

因果関係抽出と因果関係ネットワークの関連研究

について述べる．  

2.1. 因果関係抽出手法  

文書から因果関係を自動抽出する手法としては，接

続関係を用いる手法 [7][8][9][10]や，手がかり表現を用

いる手法 [9][10][11][12]が提案されている．接続関係を

用いる手法では，複文・重文を解析対象としており，

それらを単文に分割したときの各文の接続関係から因

果関係を抽出する．佐藤ら [7]や佐藤・堀田 [10]の研究

では，取り出した因果関係の表現方式を格フレームの

利用により整理している．  

一方手がかり表現とは，「に伴う」，「を理由に」，「の

影響で」などの要因と結果を結びつける表現のことで

ある．手がかり表現は因果関係を含む文章を抽出する

際の判断材料となる．青野ら [1]は「X に伴う Y」のよ

うに，要因 X が結果 Y の前に出現するような手がかり

表現を使用した．武田ら [2][3]は「の原因は」のような

手がかり表現を新たに追加し，結果が要因よりも前に

出現する因果関係を抽出することを可能とした．乾ら

[9]は手がかり表現を「接続標識」と呼称している．坂

地ら [11][12]や石井ら [13]の研究では，因果関係の持つ

構文パターンを用いることによって，複文・重文のみ

ならず，手がかり表現を含んでいる全ての文章から因

果関係のみを抽出している．本研究もこの坂地ら石井



 

 

らと同様に，手がかり表現を用いて因果関係を抽出す

る．  

山田ら [14]は字幕中の名詞ペア間の構文構造に注目

し，2 つの名詞間に因果関係があるかどうかを，EM ア

ルゴリズムを利用して判定した．また Khoo ら [8]は医

療関係の文書から因果関係を抽出するために，医療の

分野に特化した構文パターンを人手で作成した．高見

ら [15]はブログにおいて同じ話題に関するバースト特

性 (話題の盛り上がり度 )がコミュニティ毎に異なる点

に着目し，特定の話題と因果関係にある事象を発見し

た．大森ら [16｣は不具合事例の文に対して，SVM を利

用した因果関係抽出を適用し，製品や部品に生じた不

具合の原因に関する記述を取り出す手法を提案してい

る．  

2.2. 因果関係ネットワークの可視化手法  

抽出した因果関係をネットワークの形で可視化す

る研究として，佐藤・堀田 [10]，石井ら [13]，青野ら [1]，

武田ら [2][3]，藤原ら [4]の研究がある．佐藤・堀田は，

因果関係を含む文節から得られる重要単語を，事象ノ

ードを表すキーワードとした [10]．エッジはノード間，

すなわち事象間の因果関係と共起関係を表しており，

それぞれ片方向のエッジ，双方向のエッジで表現した．

共起関係の強さは事象ノードを示すキーワード間の概

念的な類似度とし，これをノード間の距離の近さに置

き換えて表現した．つまり，彼らのいう共起関係とは

内容の言い換えに近い事象同士であるといえる．石井

らの研究では，日本語文法の SVO 構造に注目し，因果

関係を含む文節から抽出した主語，動詞，目的語の組

によって事象を表現した [13]．また，事象のキーワー

ドについて WordNet により概念的な類似度を比較する

ことで，類似した事象対を発見して結合した．さらに，

オンラインニュース記事を一日単位で取得して，新た

に抽出した因果関係によってネットワークを更新でき

るようにした．抽出した因果関係は日々蓄積されてい

くため，他のノードとほとんどマージされない因果関

係を削除することで因果関係の可読性を高めている．

青野らは入力キーワードを結果事象に持つ因果関係に

注目した．この因果関係から入力キーワードの要因と

なっている事象をさらに要因検索することで，階層的

に因果関係を取得し，そのつながりをネットワークに

より可視化し因果関係を表現した [1]．武田ら [2][3]は

青野らの因果関係抽出を拡張し，入力キーワードを要

因に持つ因果関係の抽出を可能とし，藤原ら [4]は二事

象の入力に対してそれらの間に成り立つ因果関係を可

視化した．  

我々は武田 [2][3]らが提案した因果関係ネットワー

クを基に，三事象の入力キーワードを用いて抽出した

因果関係を可視化した [5]．また，Web から因果関係を

抽出する際に交絡事象を発見することで，因果関係ネ

ットワークを洗練する手法を提案した [6]．本研究では

因果関係抽出では抽出できない共起関係を因果関係ネ

ットワークに組み込み可視化する手法を提案する．ま

た，特定のドメイン内で現象の比較をするために，因

果関係ネットワークを利用する手法を提案する．  

3. 手がかり表現による要因結果検索  

本研究では，手がかり表現を用いて因果関係が記述

されている文書を取得する．本節では武田ら [2][3]の定

めた 8 種類の手がかり表現，「に伴う」，「に伴い」，「を

理由に」，「が理由で」，「の影響で」，「の原因として」，

「の原因は」，「により」と，坂地ら [12]の定めた手が

かり表現を参考にした 25 種類の手がかり表現を用い

て，要因事象と結果事象を取得する方法 [6]を述べる．

なお，以下ではこれらの手がかり表現を用いて要因事

象を取得することを「要因検索」と呼び，結果事象を

取得することを「結果検索」と呼ぶ．次にこれらの検

索手順の詳細を述べる．  

3.1. 手がかり表現  

本研究では前述した武田らの提案した 8 種類の手が

かり表現を用いて検索した後に，特定の条件を満たし

た場合，坂地らの研究を参考にした 25 種類の手がかり

表現を用いて再検索を行う．まず，8 種類の手がかり

表現を武田ら [2]が定めた因果関係を表す度合いに基

づいて 3 つのグループに分ける．因果関係の検索では，

グループ毎に優先度を変えてこれらの手がかり表現を

使用する．検索において使用する手がかり表現のグル

ープの分け方とその優先度を表 1 と表 2 に示す．  

優先度 1 の手がかり表現を用いて検索し，検索結果

数が足りない場合は優先度 2 の手がかり表現を用いる．

それでも足りなければ優先度 3 の手がかり表現を用い

る．検索に使用する際は同じグループの中にも優先度

が存在し，リストの初めに出てくるものほど優先度が

高い．これらは 3.2 節で説明する検索式の生成の優先

度に関係する．ここで，要因検索と結果検索のいずれ  

 

表 1 要因検索で使用する手がかり表現  

優先度  手がかり表現  

1 に伴う，に伴い，を理由に，が理由で，

の影響で  

2 により  

3 の原因として，の原因は  

 

表 2 結果検索で使用する手がかり表現  

優先度  手がかり表現  

1 の原因として，の原因は  

2 に伴う，に伴い，を理由に，が理由で，

の影響で  

3 により  



 

 

表 3 再検索で使用する手がかり表現  

を背景に  の背景に  を受け  

を受けて  を反映し  を反映して  

に，が響く  が，に響く  は，が響く  

に，が響いた  が，に響いた  は，が響いた  

に，が響き  が，に響き  は，が響き  
に，が響いている  が，に響いている  は，が響いている  

によって  から  をきっかけに  

が影響した  に支えられて  のため  

の結果    

 

の場合においても，因果関係が手がかり表現「により」

のみで抽出された場合は，因果関係の妥当性が不確実

と判断し，表 3 に示す 25 種類の手がかり表現を用いて

再検索をする．これは「により」が因果だけでなく手

段なども表すからである．ただし，因果関係が「によ

り」と例えば「に伴い」などのそれ以外の手がかり表

現からも抽出された場合は再検索を行わない．また，

表 3の 25種類の手がかり表現には優先度の違いはなく，

すべての手がかり表現を平等に用いて因果関係かどう

かを判定する．判定の手法は 3.2 節，3.3 節で述べる． 

3.2. 要因検索と結果検索  

因果関係を取得するために，表 1 と表 2 の手がかり

表現に，因果関係を調べたい事象を組み合わせた検索

式を生成し，Bing Search API[17][18]を利用して検索結

果を取得する．その後検索結果から要因事象や結果事

象を取得する．この抽出手法は [5]で提案したものと同

様であるため，本稿では概略のみを以下で述べる．  

要因事象を X，結果事象を Y とする．8 つの検索式

は以下の Q1，…，Q8 のようになり，これらを用いて

要因または結果を検索する．要因検索では，因果関係

を知りたい事象の要因を検索するので，Y を調べる事

象名に置き換え X を削除する．これにより Y の要因と

なる事象を検索することができる．結果検索では，因

果関係を知りたい事象の結果を検索するので，X を調

べる事象名に置き換え Y を削除する．これにより X の

結果となる事象を検索することができる．  

 Q1 =“X に伴う Y”  

 Q2 =“X に伴い Y”  

 Q3 =“X を理由に Y”  

 Q4 =“X が理由で Y”  

 Q5 =“X の影響で Y”  

 Q6 =“X により Y”  

 Q7 =“Y の原因として X”  

 Q8 =“Y の原因は X”  

ただし，この Q1，…，Q8 の全てを検索するとは限ら

ない．要因検索の場合は表 1 の優先度に従い，優先度

の高い検索式から実行する．Q1 の検索結果数が不十分

な場合，Q2 で検索し，それでも不十分な場合は Q3 と

いうように続け，十分な数の検索結果を取得するか Q8

まで検索した時点で検索を終了する．結果検索の場合

は表 2 の優先度に従い，優先度の高い検索式から実行

する．Q7 の検索結果数が不十分な場合，Q8 で検索し，

それでも不十分な場合は Q1 というように続け，十分な

数の検索結果を取得するか Q6 まで検索した時点で検

索を終了する．本研究は検索を終了する件数を 50 件と

設定する  

3.3. 再検索  

3.2 節の検索式を用いて抽出した因果関係のうち，

手がかり表現「により」のみによって抽出された中に

は因果関係でない不適切なものが含まれるため，再検

索を行い因果関係の妥当性を判定する．再検索で用い

る手がかり表現は表 3 に既に示した．生成する検索式

は，因果関係を調べる二事象について要因事象を X，

結果事象を Y とすると“X を背景に Y”，“X を反映し

て Y”，“Y に X が響き”，“X に支えられて Y”のよう

になる．  

これらの検索式を用いて検索し，複数の検索式で検

索結果を得ることができた場合，その因果関係を妥当

であると判定する．本研究では，このようにして抽出

した因果関係をもとに因果関係ネットワークを生成す

る．  

4. ドメインを限定した因果関係ネットワーク  

我々が提案した因果関係ネットワーク [5][6]では，入

力された事象名を基点に Web 全体を探索する．しかし，

さまざまな文脈の因果関係が混ざってしまい，特定の

文脈に絞って情報を得たい場合には向いていない．本

研究ではドメインと，固有名詞などそのドメインにお

ける興味の対象の 2 つを検索式に追加する．前者をド

メインフレーズ，後者をターゲットフレーズと呼び，

Web から抽出する事象のドメインとターゲットを限定

し，因果関係ネットワークを生成する．   

4.1. 因果関係ネットワークの生成手法  

図 1 にドメインフレーズとして「水質汚染」，ター

ゲットフレーズとして「湖」を与えて生成した因果関

係ネットワークを示す．この例を基にドメインを限定

した因果関係ネットワークの生成手法を述べる．  

まず，表 1 と表 2 に示した 8 種類の手がかり表現と

ドメインフレーズとターゲットフレーズの AND 検索

をする．図 1 の例では「“に伴う”AND“水質汚染”

AND“湖”」や「“の原因は”AND“水質汚染”AND“湖”」

などで検索する．これらの検索で得られたスニペット

を解析し，最も出現回数が多くかつ複数の文章中に出

現する因果関係を探す．なお，同一スニペット中に複

数回出現した場合は重複してカウントしない．因果関

係ネットワークでは事象は黄色か赤色のノードで表し，

要因事象から結果事象にひいた矢印で因果関係を表す．

黄色のノードは因果関係ネットワーク内で最も重要な  



 

 

 

図 1 「水質汚染：湖」の因果関係ネットワーク  

 

ノードで表す．図 1 では，「都市化」が要因で「水質汚

染」が起こったという因果関係が抽出されている．こ

れが最も重要な因果関係として黄色ノードの組で表さ

れている．  

次に黄色の要因事象と結果事象をキューに積む．そ

して First In First Out の順序で事象を取り出して要因

検索と結果検索を行う．ここで用いる検索式は， 3.2

節で述べた Q1，…，Q8 の 8 種類の手がかり表現とド

メインフレーズとターゲットフレーズの AND 検索式

である．  

図 1 を例に黄色のノードの組が決定した後の検索の

流れを述べる  

1. 「都市化」「水質汚染」の順でキューに加える．  

2. 「都市化」の場合，要因検索のために「“に伴

う都市化”AND“水質汚染”AND“湖”」など，

結果検索のために「“の原因として都市化”AND

“水質汚染”AND“湖”」などの検索式を生成

する．検索は表 1，表 2 の手がかり表現を用い，

優先度 1 の要因検索，優先度 1 の結果検索，優

先度 2 の要因検索，の順序で優先度 3 の結果検

索まで行う．   

3. 2 の検索式で抽出した因果関係のうち，複数の

文章から抽出された因果関係の事象を，1 つの

事象の検索につき 2 の取得順に 3 つまで可視化

する．  

4. 検索を終えた事象をキューから除き，新たに可

視化事象をキューに加え，検索の対象とする． 

5. キューの先頭の事象について 2，3，4 の処理を

行い，可視化事象の抽出とキューに加える処理

を行う．  

6. 抽出した因果関係が 15 種類になるかキューが

空になるまで 6 を繰り返し，因果関係ネットワ

ークを生成する．  

3 において既に可視化した事象が要因または結果

として再び得られた場合には，新たにノードは生成

せずに該当する既存のノードとエッジを結ぶ．  

図 1 は途中で可視化事象が抽出できなくなったた

め因果関係のエッジが 10 本となっている．   

5. 共起関係  

本研究では因果関係ネットワークに共起関係を取

り入れることで，因果関係のみでは分からない詳細な

事故の背景を可視化する．本稿では因果関係ネットワ

ークに共起関係を取り入れたものを，因果・共起関係

ネットワークと呼ぶ．  

5.1. 共起事象抽出  

Web を利用して共起関係を取得する手法を述べる．

共起関係を知りたい事象名を入力クエリとし検索する．

検索結果から入力クエリと同一文中に出現し，かつ複

数の文章に出現する事象名を収集する．事象名は現象

を的確に示し，事象名のみで現象を理解できるものと

し，定義は我々が提案した [6]に従う．このうちより多

くの文章中に出現する事象名を共起頻度が高いとし，

因果関係ネットワークに取り込む．またこの際に入力

事象を用いた要因検索や結果検索で抽出できるものは

除外する．これにより因果関係ではない共起関係の事

象が共起事象となる．  

Web から因果関係を取得する際には，[6]で定義した

事象名ルールに則り，事象名のみを抽出するが，共起

関係を抽出する際は事象名だけではなく固有名詞など

の名詞句も抽出対象に加える．これにより可視化事象

を事象名だけに絞っていては抽出できなかったターゲ

ットやドメイン特有の単語などを可視化することがで

きる．ただし，ここで一般的な名詞句の抽出を避ける

ため，可視化する名詞句にはそれ単体での検索結果数

が 50 万件未満であるという制約を加える．本稿では，

共起関係抽出で得た事象もしくは名詞句を合わせて共

起事象と呼ぶ．なお，7.1 節では共起事象を抽出する

検索式を 3 種類示し比較実験を行う．  

5.2. 因果・共起関係ネットワーク 

共起事象を発見し 4 節で説明した因果関係ネットワ

ークに加える手法について述べる．4.1 節で Web から

因果関係を抽出しネットワークを生成する手法を説明

した．因果・共起関係ネットワークの生成では，共起

事象もこの因果関係を取得する際に平行して取得する．

図 2 にドメインフレーズとして「水質汚染」，ターゲッ

トフレーズとして「湖」を与えて生成した因果・共起  



 

 

 

図 2 「水質汚染：湖」の因果・共起関係ネットワー

ク  

 

関係ネットワークを示す．この例を基に因果・共起関

係ネットワークの生成手法について説明する．  

まず表 1 の 8 種類の手がかり表現とドメインフレー

ズとターゲットフレーズの AND 検索を行う．図 2 の

例では「“に伴う”AND“水質汚染”AND“湖”」や「“の

原因は”AND“水質汚染”AND“湖”」などとなる．

これらの検索式で得られたスニペットを解析し，最も

出現回数が多くかつ複数の文章中に出現する因果関係

の組み合わせを探す．なお，同一スニペット中に複数

回出現する場合は重複してカウントしない．因果・共

起関係ネットワークでは，因果関係を表す事象は黄色

か赤色のノードで表し，要因事象から結果事象に向か

う矢印が因果関係を表す．黄色のノードは因果関係ネ

ットワーク内で最も重要な因果関係の組み合わせを表

し，それ以外の事象は赤色ノードで表す．なお因果・

共起関係ネットワークでは，共起関係は緑のエッジで

表し，それで結ばれる 2 つのノードが共起関係にある．

また緑色のノードはこのネットワーク上で要因事象で

も結果事象でもない共起事象であることを表す．よっ

て緑色のノードには緑色のエッジしか繋がっていない． 

図 2 の場合は，「都市化」が要因でその結果が「水

質汚染」という因果関係が抽出されている．黄色ノー

ドなため，これが最も重要な因果関係である．  

次に取得した要因事象と結果事象をキューに加え

る．そして First In First Out の順序で事象を取り出し

て要因検索と結果検索と共起関係検索を行う．ここで

要因検索と結果検索で用いる検索式は， 3.2 節で述べ

た Q1，…，Q8 の 8 種類の手がかり表現を含む式とド

メインフレーズとターゲットフレーズの AND 検索式

である．共起関係検索に用いる検索式は，共起関係を

調べる事象とドメインフレーズとターゲットフレーズ

の AND 検索式である．  

図 2 を例に黄色のノードの組が決定した後の検索の

流れを述べる．  

1. 「都市化」「水質汚染」の順でキューに加える．  

2. キューの先頭の事象を取り出し，要因検索と欠

課検索を行う．「都市化」の場合，要因検索の

ために「“に伴う都市化”AND“水質汚染”AND

“湖”」，結果検索のために「“の原因として都

市化”AND“水質汚染”AND“湖”」などの検

索式を生成する．検索は表 1，表 2 の優先度に

従い，優先度 1 の要因検索，優先度 1 の結果検

索，優先度 2 の順序で行う．  

3. 2 の検索式で抽出した因果関係のうち，複数の

文章から抽出された因果関係の事象を，1 つの

事象の検索につき 2 の取得順に最大 3 つ可視化

する．  

4. 共起関係検索のための検索式を生成する．例え

ば「都市化」の共起事象を得るために「“都市

化”AND“水質汚染”AND“湖”」という式を

生成する．この検索式は 7.1 節の実験で最も適

合率が高かったものを採用している．  

5. 4 の検索式で抽出した共起事象を可視化する．

可視化する事象は 1 事象につき最大 1 つとして

いる．  

6. 可視化した事象はキューに加え，検索の対象と

する．  

7. キューの先頭の事象を取り出し，それが要因事

象か結果事象の場合，2，3，4，5，6 の処理を

する．それが共起事象の場合，2，3，6 の処理

をする．  

8. 因果関係と共起関係が合計 25 種類になるか，

可視化する事象が抽出できなくなるまで 7 を繰

り返し，因果・共起関係ネットワークを生成す

る．  

3 において，既に可視化した事象が要因または結果と

して再び得られた場合には，新たにノードを生成せず

に該当する既存のノードとエッジを結ぶ．上記の 7 で

示したように検索対象が共起事象の場合は，因果関係

検索は行うが共起関係検索は行わない．これは共起関

係の共起関係を可視化することを避けるためである．

図 2 はエッジが 25 本となっている．  

共起関係検索を行う際に，共起関係を調べる事象名と

ドメインフレーズが同じことになる．例えば，図 2 生

成の際に「水質汚染」がそのような語となる．このよ

うな場合は共起関係の検索式は「“水質汚染”AND“湖”」



 

 

となり，同一の事象名が重複しないようにする．共起

関係を調べる事象名とターゲットフレーズが重複した

場合も同様にする．  

6. 因果・共起関係ネットワークの比較  

 5.2 節ではドメインフレーズに「水質汚染」，ターゲ

ットフレーズに「湖」を用い，一般的な湖の水質汚染

について因果関係と共起関係の観点から可視化した．

本稿では因果・共起関係ネットワークを，同一ドメイ

ン内で複数のターゲットを比較する際に用いることを

提案する．  

 図 3，4に 2つの因果・共起関係ネットワークを示す．

両者ともドメインフレーズは「水質汚染」だが，ター

ゲットフレーズに図 3 は「児島湖」，図 4 は「琵琶湖」

を用いている．児島湖は岡山県南部にある湖で，日本

で最も水質汚染の激しい湖沼の 1 つとされている．ま

ず黄色のノード付近に着目する．図 2 の湖一般では「都

市化」による「水質汚染」が主な因果関係であり，「都

市化」により「生活排水の流入」が起こることや，「人

口増加」により「都市化」が起こっていることが分か

る．図 3 の児島湖では「水質汚染」の原因が「生活排

水の流入」となっており，図 4 の琵琶湖では「水質汚

染」の原因が「人口増加」となっている．また児島湖

では，「生態系の破壊」による「漁業被害」や，「水深

が浅いこと」に起因する「植物プランクトンの増加」

などが可視化されている．共起事象をみると，「湖沼水

質保全特別措置法指定湖沼」や「湖沼水質保全計画」

といった名称が現れており，他の湖にない特徴といえ

る．一方，琵琶湖では「観光客の増加」による「環境

破壊」や，「高度成長」による「重化学工業化」などの，

琵琶湖を取り巻く環境についての性質が可視化されて

いる．共起事象をみると，「燃料需要の拡大」に関連す

る「CO2 排出量の増加」など周辺環境の発展に関する

事象が可視化されており，児島湖の水質汚染とは状況

が異なることが見てとれる．これらより，大局的にみ

ると湖の水質汚染の原因が都市化ではあるが，児島湖

と琵琶湖では水質汚染の背景が異なっていることが分

かる．  

このように因果・共起ネットワークを用いると，同

一ドメイン内で複数のターゲットを比較しやすい．課

題としては，複数のターゲット全てに現れる特徴的な

関係や，逆に特定のターゲットにしか現れない特徴的

な関係を選別するといったことが挙げられる．このよ

うに因果・共起関係ネットワークのインタフェース面

を強化することで，より高い可読性と利便性が得られ

ると考えている．  

7. 評価実験  

評価実験では， 5.1 節で説明した共起事象の抽出手

法を 3 種類比較する．また，5.2 節で説明した因果・  

 

図 3 「水質汚染：児島湖」の因果・共起関係ネット

ワーク  

 

 

図 4 「水質汚染：琵琶湖」の因果・共起関係ネット

ワーク  

 

共起関係ネットワークを，「水質汚染」以外のドメイン

フレーズを用いて生成し，その有用性について考察す

る．  

7.1. 共起事象の抽出実験  

5.1 節で説明した共起事象の抽出について，抽出し

た事象名の適合率によって以下の３つの抽出を比較す

る．検索は全て Bing Search API[17][18]を用いる．  

1. 共起事象を調べる事象のみで検索  

2. 共起事象を調べる事象と，ターゲットフレーズの

AND 検索  

3. 共起事象を調べる事象と，ターゲットフレーズ，



 

 

ドメインフレーズの AND 検索  

抽出した事象から以下の条件を満たすものを正解の共

起事象とし，抽出した共起事象の適合率を算出した．  

A) 事象名のみ検索結果数が 50 万件未満である．  

B) 要因検索，結果検索では得ることのできない事象

である．  

C) ターゲットフレーズを含む文中に出現する．  

D) 事象名の定義に当てはまる．  

条件 A は「問題」や「何」といった一般的な語を除外

することを目的としている．条件 B は要因検索や結果

検索で得ることのできる事象は，注目する事象の要因

事象または結果事象であるため，単体の共起事象には

含めない．条件 C はターゲットと関連の低い事象を除

外することを目的としている．条件 D は事象名として

不適当なものを除外することを目的としている．実験

の結果を表 4 に示す．表 4 は，ドメインフレーズに「水

質汚染」，ターゲットフレーズに「霞ヶ浦」を与えた共

起事象抽出実験の結果を示している．共起事象を調べ

る事象を X としたとき，1 の検索式は「“X”」，2 の検

索式は「“X”AND“霞ヶ浦”」，3 の検索式は「“X”AND

“霞ヶ浦”AND“水質汚染”」である．また，1 つの事

象につき，抽出する共起事象は 50 を上限とした．5.2

節の方法で因果・共起関係ネットワークを生成するま

で検索を続け，それまでに抽出した事象を確認し，本

稿の第一著者が共起事象かどうかを判定した．  

1 共起事象を調べる事象のみの検索式の場合は，タ

ーゲットフレーズをクエリに含まないために抽出した

事象が条件 C に当てはまらない場合が多かった．その

ため，抽出した事象を因果・共起関係ネットワークに

加えても，共起事象に不適当な事象が多かった．2 と 3

の検索式の違いは，ドメインフレーズを検索式に加え

ているかどうかである．ドメインフレーズを AND 検

索に加えることで抽出できた共起事象の総数は減少し

たが，適合率が上昇した．   

7.2. 様々な因果・共起関係ネットワーク生成実験  

図 5 は，ドメインフレーズに「事故」，ターゲット

フレーズに「日本航空 123 便」として生成した因果・

共起関係ネットワークである．  

図 5 より，最も重要な因果関係は，要因事象が「視

界不良」，結果事象が「着陸失敗」であることが読み取

れ，この事故が着陸失敗事故であることが端的に分か

る．また「視界不良」は「濃霧の発生」が要因である

ことや，「着陸失敗」には「操作ミス」も要因となって  

 

表 4 共起事象の抽出実験結果  

検索式  抽出した事象  共起事象の数  適合率  

1 450 44 0.098 

2 308 213 0.692 

3 81 60 0.740 

 

図 5 「事故：日本航空 123 便」の因果・共起関係ネ

ットワーク  

 

 

図 6 「環境破壊：日本」の因果・共起関係ネット

ワーク  

 

いることが分かる．また，「着陸失敗」により「アンテ

ナとの接触」があり，「エンジン破損」や「主翼の損傷」

をしたことが可視化されている．共起事象を見ると，

「最終判断の誤り」と「機長の判断」の共起や，「着陸

失敗」と「広島空港」の共起などがあり，これらの関

連が読み取れる．図 6 は，ドメインフレーズに「環境

破壊」，ターゲットフレーズに「日本」として生成した

因果・共起関係ネットワークである．この因果・共起



 

 

関係ネットワークより，最も重要な因果関係の組み合

わせは，要因事象が「観光開発」，結果事象が「環境破

壊」であることが読み取れる．「観光開発」は「高度経

済成長」や「交通網の整備」が要因であることが分か

る．また，「交通網の整備」は「環境破壊」の要因とも

なっている．「交通網の整備」は「人口増加」や「東京

オリンピック開催」が要因であることも可視化されて

いる．共起事象を見ると，「高度経済成長」と「科学の

発達」や，「交通網の整備」と「地域格差の拡大」の共

起などがあり，これらの関連が読み取れる．この実験

より，様々なドメインフレーズにおいて因果・共起関

係ネットワークを生成することができることが分かる．

また，提案した因果・共起関係ネットワークが，特定

のドメインにおけるターゲットの背後関係を事象とし

ておおよそ的確に表現していることが分かる．  

8. まとめ  

本研究ではドメインを限定した因果関係ネットワ

ークを提案した．さらに因果関係ネットワークに共起

関係を取り入れた因果・共起関係ネットワークを提案

し，事象の背景をより詳しく可視化した．これらによ

りユーザが知りたい事象に対して，要因や結果だけで

なく，背景情報なども得ることができるようになった．

水質汚染をドメインとした例では，ターゲットフレー

ズとして湖の名称を与えることで，その湖特有の水質

汚染に関係する原因や背景を分析できることを示した．

また実験では様々なドメインで因果・共起関係ネット

ワークを生成し，有用性について考察した．  

今後の課題として，同一ドメインフレーズで複数の

ターゲットフレーズの因果・共起関係ネットワークを

可視化することが挙げられる．この場合，因果・共起

関係ネットワークの共通部分や，特定のターゲットに

しか出現しない部分などを視覚的に強調できれば有用

である．このようなインタフェース面の強化が，より

高い可読性と利便性を実現するための鍵といえる．  
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