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Barack Obama Michelle Obama
IsSpouseOf

Entity1 Entity2

Entity間の関係

Task: Entity間の関係を説明する文を抽出する

Input（クエリ）

Output Barack Obama and Michelle Obama 
have been married since 1992.



Motivation
バラク・オバマに関する知識グラフ

Entity間の関係の根拠を示すことは 
ユーザと検索エンジンの間の 
信頼性を高める上で重要な要素 
（関連Entityの推薦など）

Entity間の関係を説明する手法に 
関して過去にほとんど研究がされていない



Research Question 
RQ1:

RQ2:

RQ3:

Entity間の関係を説明するために、 
state-of-the-artな文抽出モデルがどれだけ効果的か

ランキング学習を適用することで、 
文抽出モデルが改善するか否か

Relationship-dependentなモデルを用いることで、 
性能を改善することができるか否か
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今日は主にこの二つについて取り扱う



Problem Statement
< ei, ej >

r

Sij = {sij1, ..., sijk}

ある2つのEntityの組 と
Entity間の関係 が与えられたとき、

Entity間の関係を説明する文(candidate sentences)の集合
を抽出し、

ランキング付けして出力する。

(i) candidate sentencesの抽出
(ii)candidate sentencesランキング付け
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candidate sentencesの抽出

Step1. 与えられたEntityの表層を取得

Wikipedia記事からcandidate sentencesを取得する

・EntityのWikipedia記事(※1)のタイトル e.g. Barack Obama
・※1にリダイレクトするWikipedia記事のタイトル e.g. Obama
・※1へのリンクのアンカテキスト e.g. president obama

Step2. Wikipediaの全記事を文分割し、 
　　　　　　　　    以下のルールでcandidate sentencesを抽出

・EntityのWikipedia記事中の文であり、 
   かつEntity対のもう一方のEntityの表層、あるいはリンクを含む文
・Entityの組の両方の表層、あるいはリンクを含む文



sentence enrichment

(i) candidate sentencesの可読性を高める

知識グラフとしての応用の観点から・・・

(ii) candidate sentence内のEntityにリンクを付与

“He gave critically acclaimed performances in the crime thriller Seven …“

“Brad_pitt gave critically acclaimed performances in the crime thriller 
Seven_(1995_film) …“

ブラッド・ピットに関する文

変換

(代名詞の置き換え)
・candidate sentence内で最初に出現する”He”あるいは”She”をタイトルで置き換え
記事内の”He”, “She”の出現数を数え、記事で言及されている人物の性別を判別

・candidate sentence内のn-gramとWikipedia記事のタイトルでマッチングする



candidate sentencesの 
ランキング付け

抽出したcandidate sentencesがEntity間の関係 r について
どれだけよく記述しているかに従いランキング付けする

ランキング学習を用いる

ランキング素性(Table 1)
1. Text features (8種類)
2. Entity features (22種類)
3. Relationship features (13種類)
4. Source features (3種類) 合計：46種類

(今回はRandom Forest)



Text features
・文sの重要度を単語レベルで測るための素性

density(s) =
1

K · (K + 1)

nX

j=1

idf(tj) · idf(tj+1)

distance(tj , tj+1)2

・Feature 4 (sentence density)

s内のkeywordの数 keyword tjとtj+1の間にある 
non-keywordsの数

ストップワードと数値以外をkeywordとして扱う



Entity features

score(l, ei, ej) = sim(l, ei) · sim(l, ej)

・ei ej を記述するWikipedia記事中に含まれると
共通のリンクを文sが持つ場合、文sは重要と考える
Feature 26 (common links ei, ej)

Feature 27 (# of common links)
文sが　, 　に共通して含まれるリンクを持つか否か

　, 　に共通して含まれるリンクの数
Feature 28 (Score of common links ei, ej)
　と　に共通して含まれるリンク

ei ej

ei ej

ei ej l が与えられたとき

に基づきスコアを計算し、総和をとる



Relationships 
features(1/2)

・Feature 32( Match wordnet(r)? )

wordnet(r): wordnetから取得したrの同義語
文sがEntity間の関係rの同義語を含むかどうか

e.g. r=“spouse”, wordnet(“spouse”) => husband, married

・Feature 33, 39, 40, 41におけるword2vec(r)について
word2vecを用いてrと類似するフレーズを取得

distanceに従いデータ中のフレーズをランキング付けしtop-m件を用いる

distance(vi, Vr) = cos(vi,

X

vj2Vr

vj)



Relationships 
features(2/2)

・Feature 43におけるR-TFISFスコアについて
文sとクエリqのrelevanceを測るための指標

R
c

(s, q) = (1� µ)R(s, q) + µ[R
c

(s
prev

(s), q) +R
c

(S
next

(s), q)]

R(s, q) =
X

t2q

log(tft,q + 1) · log(tft,s + 1) · log( n+ 1

0.5 + sft
)

ここで、

クエリq、あるいは文s内の 
単語tの出現回数

単語tが出現する文の数

・クエリqはEntityのWikipedia記事のタイトル
および、r内の単語、wordnet(r)、word2vec(r)



評価用データセット生成
Step1. Wikipedia, Freebase, IMDB等から作成された 
                                      知識グラフからEntity対をサンプリング

Step2. サンプリングしたEntity対を用いて、英語版Wikipediaの 
            ダンプデータからcandidate sentencesを抽出

1,476件のEntity対を取得
“People” Entityに限定、Entity間の関係は9種類

5,689件のcandidate sentencesを取得

Step3. 5名のアノテータがcandidate sentencesがどれだけEntity間の 
　　　　関係を述べているか5段階でアノテーション 
            (perfect, excellent, good, fair, bad)



実験設定
・作成した評価用データセットを用いて5分割交差検定
・2種類のモデルで実験

[Relationship-independent model]

[Relationship-dependent model]

Entity間の関係rに関係なく単一のモデルを学習

データセットをEntity間の関係rごとに分割 
rごとに異なるモデルを学習



評価尺度
・4種類の評価尺度を用いる

NDCG@k ランキング上位にRelevance Scoreが高い 
candidate sentenceが位置するほど値が高くなる指標

ERR@k ランキングの上位においてユーザが閲覧行動を 
stop（満足）する確率が高いほど、値が高くなる指標

Exc@1 Relevanceが“excellent”、あるいは”perfect”である 
candidate sentenceがランキングのトップにある割合

Per@1 Relevanceが”perfect”である 
candidate sentenceがランキングのトップにある割合



Experimental Result: 
Relationship-independent model

B5: Recursive-TFISFを用いたモデル
(※5種類のベースラインを実装し、最も性能が良かったもの)

LTR: 提案手法



Experimental Result: 
Relationship-dependent models

・ERRはNDCGと比較してrelevant scoreにsensitive
・candidate sentenceに高いrelevance scoreが付与されやすい　　  
   Relationshipの場合は、そうでない場合と比較して結果が良い



Conclusion
・知識グラフ内のEntity対が与えられたとき、

Entity間の関係の説明をする手法を提案
Entity間の関係を説明する文の候補を抽出し、 
ランキング付けして出力するモデル

・ランキング学習を用いてランキングを生成
・提案手法はstate-of-the-artな文抽出モデルをoutperform
・Relationship-dependentなモデルが有用


