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あらまし：英語初学者にとって，英語の論理展開法に則ってパラグラフライティングを行うことは困難で

ある．論理展開法の参考にするために，Web ページ上の大量のパラグラフの中から探す方法が考えられる

が，学習者自身でパラグラフの構造の適切性を判断することは難しい．そのため我々は，Web ページから

大量のパラグラフを収集し，ユーザーが必要な構造と内容のパラグラフの検索を可能にするシステムの実

現を目指している．本研究は，本システムの一部であるパラグラフ抽出機能の実現を目的とする． 

キーワード：英語学習，パラグラフライティング，検索システム，Web からのパラグラフ収集 
 
 
1. はじめに 
英語初学者にとって，英語の論理展開法に則って

パラグラフライティングを行うことは困難である．

論理展開法の参考にするために，Web ページ上の大

量のパラグラフの中から探す方法が考えられるが，

学習者自身でパラグラフの構造の適切性を判断する

ことは難しい．先行研究(1) では，Web ページから

パラグラフを収集したと仮定した上で検索機能を実

現した．本研究では，Web ページからのパラグラフ

自動収集機能の下位機能であるパラグラフ抽出機能

の実現を目的とする． 
 

2. 構造を用いたパラグラフ検索 
本研究は，英語の論理展開法の理解が不十分なユ

ーザーを支援対象とする．そのようなユーザーにと

っては，適切な構造で書かれたパラグラフであるだ

けでなく，書こうとしている内容に近いパラグラフ

を参考にできることが望ましい．そのため，構造に

ついてはユーザーが種類や構成要素などを指定して

検索でき，内容についてはユーザーが指定した内容

のパラグラフがヒットするように大量のパラグラフ

から検索できる必要がある．そのため，本研究では

Web からのパラグラフ収集を行う．しかし，Web ペ
ージには文章以外にも多くの種類の情報が含まれて

おり，パラグラフの質もさまざまである．よって，

多くの種類の情報が含まれるページの中からパラグ

ラフのみを収集する機能，適切な構造のパラグラフ

を選択する機能が必要である．本研究は，前者のパ

ラグラフ抽出機能の実現に焦点を当てる． 
 

3. パラグラフ検索システム 
パラグラフ検索システムの概要を図 1 に示す．本

システムは，パラグラフ抽出機能，パラグラフ選択

機能，検索機能，パラグラフデータベース，パラグ

ラフ展開スキーマデータベースおよび表示機能およ

びから成る．まずパラグラフ抽出機能により Web ペ
ージからパラグラフを集め，選択機能により構成要

素を同定し適切な構造のパラグラフをデータベース

へ格納する．検索時には，ユーザーが条件を入力す

ると，本システムはデータベースの中のパラグラフ

をパラグラフ展開スキーマと比較・採点し，その結

果を表示する． 
 

 
図 1 パラグラフ検索システムの概要 

 
4. パラグラフ抽出機能 

Web ページから英文パラグラフを抽出するために

は，特定のサイトにアクセスし，Web ページの中か

ら英文パラグラフに該当する部分を取り出す作業が

必要となる．まず Web サイトについては，数多くの

サイトの中から学習に適した内容および構造の英文
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を有するサイトを対象とする必要がある．適切なサ

イトを自動的に判断することは困難であるため，本

研究では，あらかじめ利用する Web サイトを指定し

ておくという方法を取る．また Web ページ内のパラ

グラフの特定については，サイトごとに構造が異な

るため，現時点で自動的に処理することは困難であ

る．よって本研究では，あらかじめ，各サイトのペ

ージ構造を確認し，文章の場所を特定して各サイト

固有の情報として記録・利用することとした．なお，

関連情報として，パラグラフの出典(URL，タイトル)，
更新日時およびレベルも同時に抽出する． 
本研究では，正しい英文を提示でき，幅広いレベ

ルの学習者に対応できるようにするため，パラグラ

フの情報源として Breaking News English(2)，News in 
Levels(3)，毎日新聞(英語)(4)および alpha japantimes(5)

の 4 つのサイトを使用した．続いて，サイトの固有

情報について，News in Levels を用いて説明する．本

サイトのページ構造を図 2 に示す．本サイトでは，

<div id=”nContent”>タグの中にパラグラフが存在す

る．より具体的には，パラグラフ内の各文は，<p>
タグで囲まれている．ただし，"<p>Difficult words:"
以降については，パラグラフの英文ではないため，

抽出対象から除外する必要がある． 
 

 

図 2 News in Levels のページ構造 
 
その他，Breaking News English については，

<article>タグで囲まれた箇所の<p>タグによりパラ

グラフが判別可能である．ただし，同じ<p>タグに

より，広告が途中に存在する場合があるため，広告

か否かを判別して広告の場合は除外するよう実現し

た．また，毎日新聞については，Breaking News English
と同様に，<article>タグでパラグラフが囲まれてい

る．しかし，日付や著者などパラグラフ以外にも<p>
タグがつけられているため，それらを抽出しないよ

う実現した． 
 

5. 実行例 
News in Levels の記事ページ(6)の例を図３に示す．

この例では，赤線で囲まれた英文のみを抽出する必

要がある． 
 

 
図３ News in Levels の記事ページ 

 
図４に，パラグラフ抽出機能で抽出した結果を示

す．ここで，図４の下線部は，図３の下線部に対応

する． 
 

 
図４：News in Levels から抽出した結果 

 
6. おわりに 
本研究では，特定の Web ページからパラグラフを

抽出する機能を実現した．パラグラフ自動収集機能

を完成させるためには，収集したパラグラフの構造

を分析し，適切な構造のパラグラフを選択する機能

が必要である．今後は，このパラグラフ選択機能を

実現する予定である．また，サイトの固有情報の一

般化や，文章の難易度判定にも取り組む予定である． 
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