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照応・共参照関係	
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¨  照応関係 
¤ 文章中である表現が別の表現を指す関係 

¨  共参照関係 
¤ 文章中で二つの表現が同一の実体を指す関係 

¨  例 
¤ 照応 / 非共参照 

n 太郎はプリウスを買った。次郎も{それを,φを}買った。 
¤ 照応 / 共参照 

n 太郎はプリウスを買った。次郎は{それに,φに}乗った。 



ゼロ照応解析／省略解析	
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¨  述語の必須項が省略される 

¤ 文内の省略 
n 「支援する」のガ格が「政府」、「要請する」のニ格が「関係

省庁」（係り受け関係にない項が文内に存在する場合） 
¤ 文間の省略 

n 「要請する」のガ格が1文前の「政府」 

¨  外界照応 
¤ 先行詞が文章内に出現しない 

政府は低所得者を（φガ）支援する計画を発表した。 
関係省庁の協力を（φガ）（φニ）要請する。	

その花に水を（φガ）やってください。 



今日の話題	
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¨  既に公開・配布されている日本語を対象とした省略解
析・共参照解析の学習・評価用データ 
¤  「何が省略なのか?」という非常にベーシックな問いからは

じまり、共参照の概念の適用範囲、アノテーションの間違
い・揺れ、既アプリケーションとの関連性を考慮した再アノ
テーションなど、検討すべきは多様にある 

¤ 飯田ら (2015)ではそのような問題もあり、異なる省略認
定の方法を試みたりした 

¨  一方で、既存の問題設定、既存の解析ツールの組合
せで何ができているのかの調査も重要なので、それ
を調査した結果を報告します 



分析対象のツール（1/2）	
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¨  省略解析ツール 
¤ KNP 4.12 

n 笹野ら (2011)の識別モデル 
n 大規模な格フレーム辞書に基づく解析が可能 

¤ SynCha 0.3.1 
n  Iida & Poesio (2011)のMEに基づくモデル 
n ゼロ代名詞検出結果、係り受け関係にある項同定結果、

文内先行詞同定結果、文間先行詞同定結果をILPで統合 
n 選択選好の情報としては PMI(〈格:動詞〉, 名詞) を利用 



分析対象のツール（2/2）	
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¨  共参照解析ツール 
¤ KNP 4.12 

n 笹野ら (2008)の共参照関係認定基準1に基づく解析 
n 文節内の照合  

例：「会場に集った出場者が ..出場者たちは ..」à 共参照、   
     「会場に集った出場者が ..決勝出場者たちは ..」à 非共参照 

n 文字列一致の情報を利用 

¤ SynCha 0.3.1 
n  Iida & Poesio (2011)のMEに基づくモデル 
n 照応詞検出、先行詞同定をILPで統合 
n 照応詞候補と先行詞候補の対は組合せが多くなるので、Iida et 

al. (2009)のキャッシュモデルで候補削減 
n 文字列一致情報も「完全一致」「主辞一致」「部分一致」の3種類の

素性を利用 



分析対象とするデータ	
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¨  世界史B (以下、教科書コーパス) 
¤  東ロボプロジェクトのおかげで利用可能となっている教科書

データ 
¤  大見出し単位で分割した81断片から41断片をランダムに抜き

出して、述語項関係・共参照関係をアノテーションしたものを利
用 

¨  BCCWJコアデータの一部 (以下、BCCWJコーパス) 
¤  同様に、述語項関係と共参照関係がアノテーションされている 

n  内訳：知恵袋レジスタから6テキスト、書籍レジスタから6テキスト、
白書レジスタから2テキスト、新聞レジスタから4テキスト 

¨  注意点 
¤  教科書コーパスは述語の表層形に対するアノテーションである

のに対し、BCCWJは述語の基本形に対するアノテーションと
なっている 



アノテーションされた個数	
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¨   述語項関係の個数 

¨  共参照関係の個数 
¤ 共参照連鎖（つまり、複数の表現から指される実体の

個数） 
n 教科書コーパス: 290  / BCCWJコーパス: 168 

¤ 連鎖中の平均表現数 
n 教科書コーパス: 3.45 / BCCWJコーパス: 2.96 

分析の対象外とする	



目次	
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1.  分析の動機 
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省略解析の分析	
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¨  2つのコーパスに対するSynChaとKNPの結果  

¨  どちらのコーパスでもKNPが優位 
à 結論：省略解析にはKNPを使いましょう!! 

 
	



省略解析の誤り分析	
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¨  KNPとSynChaでともに省略解析できた事例 
¤ 教科書コーパス 

¤ BCCWJコーパス	

省略（文内）	 省略（文間）	 省略（文内+文間）	 合計	

ガ格	 309	 7	 302	 618	

ヲ格	 0	 0	 0	 0	

ニ格	 1	 0	 0	 0	

合計	 310	 7	 302	 619	

省略（文内）	 省略（文間）	 省略（文内+文間）	 合計	

ガ格	 66	 6	 56	 128	

ヲ格	 0	 0	 0	 0	

ニ格	 0	 0	 0	 0	

合計	 66	 6	 56	 128	

ほとんどガ格文内の省略	



省略解析できた例	
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¨  教科書コーパスで解析できた619事例からランダ
ムに100事例分析 
¤ 91事例は文内の「は」で主題化された述語よりも前方

に出現している名詞句 

 
¤ それ以外は述語の前方の「が」、述語の後に出現して

いる「は」、文間の「は」など	

原人1は，アフリカを（φ1ガ）出て，各地に分散した。	

「海の民」の襲撃や新たな民族移動による激動期を（φ1
ガ）迎え，以後400年ほどの間，鉄器時代に移行しなが
ら ギリシア本土1は停滞と混乱の時代となった。	



省略解析できなかった事例：教科書
コーパス	
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¨  KNPとSynChaが解析を誤った事例： 2通り 
1.  先行詞を出力したが、その出力が不正解である場合 

2.  正解となる省略関係を出力できない場合 

省略（文内）	 省略（文間）	 省略（文内+文間）	 合計	

ガ格	 84	 28	 26	 138	

ヲ格	 10	 1	 1	 12	

ニ格	 5	 0	 1	 6	

合計	 99	 29	 28	 156	

省略（文内）	 省略（文間）	 省略（文内+文間）	 合計	

ガ格	 178	 46	 56	 280	

ヲ格	 56	 0	 8	 64	

ニ格	 54	 5	 9	 68	

合計	 288	 51	 73	 412	



先行詞を出力したが、不正解の場合	
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¨  100事例ランダムに抽出して誤り分析	



誤り分類の例 （1/2） 	
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¨  丸括弧が問題となる 

¤ 「『イーリアス』」が「うたわれている」のニ格としてアノ
テーションされているが、直接の係り受け関係にない
ため、省略扱いになっている 

¤ 括弧を考慮したNPチャンキングの必要性 

...ホメロスの叙事詩『イーリアス』（→p.40）にうたわれているトロヤ戦争を...	

東突厥は，騎馬遊牧民としてはじめて独自の文字（突厥文字）をつくった。	

彼は，皇帝の称号をはじめて用い（始皇帝），咸陽（西安市の北方）は都として栄
えた。	

syn	 knp	



誤り分類の例 （2/2）	
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¨  述語が「AのB」に係る 

¤ 係り受け解析を間違うことで、省略解析の問題認定
を誤る 

¨  正解は「は」、ツールの出力は「が」 

¤ 一部は選択制限を満たしていない	

すでに半島に南下していたインド=ヨーロッパ語系の定住民のなかから，...	

正しい係り受け関係	

いっぽう，たえまない外征は国防の主力を担う農民層の疲弊をまねき，荒廃した
土地を富裕者が買い集め，戦争捕虜を奴隷として使役する大所領（ラティフン
ディア）が，イタリア半島やシチリア島に広まった。	



選択制限についての分析	
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¨  をやりたいが、ツールの出力だけを見ても、選択制限
が理由で間違ったのか、他の特徴が影響して間違った
のか判断できない 

à  提案: 省略解析で重要な言語資源となる選択制限その
ものを評価する 
p 述語に対して選択制限を満たす項候補をすべてアノテー

ションして、それを各資源でどのくらい弁別できるかを評価 

p 赤字のみを青地と弁別する問題（今後調査する予定）	

東突厥は，騎馬遊牧民としてはじめて独自の文字（突厥文字）をつくった。	



省略関係を出力できない場合	
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¨  100事例を分析：教科書コーパス	
「〜に加え」のような述語	

「かくす」や「こうむる」	
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共参照解析の分析の方針	
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¨  KNPの出力 
¤ 文字列一致を考慮  
à 文字列一致しないものは基本的には出力されない 

¨  SynCha 
¤ 実際に2つのコーパスに適用 
à 文字列完全一致がほとんど 
n 教科書コーパス: 98%、BCCWJコーパス: 99% 

(残りも部分一致) 
¤ 学習した新聞記事コーパスにアノテーションされた 

共参照関係はほとんど文字列一致 

à 2つのコーパスにアノテーションされた共参照関係の
うち、文字列完全一致以外の事例をそれぞれランダ
ムに50事例抽出して分析	



共参照解析で解析できていない事例の
分析	
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¨   	コーパス	 特徴	 頻度	

教科書 
コーパス	

一方が代名詞	 12	

括弧内の表現が影響	 11	

文字列の部分一致	 7	

別名	 7	

一方が指示連体詞+名詞	 5	

その他	 8	

BCCWJ 
コーパス	

一方もしくは両方が代名詞	 24	

言い換え、（人物の）役割、別名	 9	

会話文の中に出現することが解析に影響	 5	

事態（節）を指す	 3	

その他	 9	



代名詞の照応解析	
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¨  人称代名詞／指示代名詞 
¤ アノテーション済みのデータが無かったため、あまり研

究対象となっていない 

à  今後:BCCWJにアノテーションされた結果が共有さ
れることで、代名詞に関する研究が促進される 
p 英語で既に取り組まれているような、性/数の辞書整備

とその共有が重要となる	

１世紀になると，クリュニー修道院を先陣として改革運動がおこり，それを背景として教
皇グレゴリウス7世は厳格な規律を求める大改革に着手した。 	

しかし，三者の協力関係は長くはつづかず，ガリア遠征で勢威を高めたカエサル は，
ポンペイウスを倒し，前46年には事実上の独裁者となった。彼は，政治や社会の安定
のために諸改革を断行したが，前44年，共和政信奉派の手で暗殺された。 	



丸括弧の扱い	
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¨  丸括弧の一部は、別名が記述されている場合が
あり、共参照関係としてアノテーションされている 
¤ 教科書に頻出	

彼はまた，ヒンドゥー教徒のラージプート諸侯と婚姻関係を結んで，彼らを軍に組みこ
み，また，ヒ ンドゥー教徒に課せられていた人頭税（ジズヤ）を廃止するなど，ヒンドゥー
教徒に対して融和政策をとった。	

テイ和はチャンパー（占城）とマラッカ海峡に面した港市国家マラッカを根拠地にして，
東南アジア，インド洋各国に中国への朝貢をすすめた。	



言い換え、別名、役割名	
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¨  「イギリス」=「英」、「ジラフ」=「キリン」のようなアノ
テーション結果  

¨  この一部は、本文からの読み取りが必要 
¤ 上記の「サウード」はどこかで「王の息子」であること

が言及されている（はず）	

三ヶ月ほどをバラナシの施設で過ごしたのち、私はカルカッタへ移動した。するとカル
カッタの宿で偶然、バラナシで仲良くしていたドイツ人のザビーナに出会ったのだった。
「久しぶりね。あなたバラナシではマザーのところで働いていたでしょ。...	

王は息子の頭をなでて、  
　「そうだね。わたしもみてみたいよ。きっと美しい宝石や杖なのだろう。けれどサウード、
よくおぼえておおき。... 	



節照応	
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¨  ある範囲をアノテーションするが、実は現状では下
の2つを付け分けられていない 
¤ ある特定の事態なのか／事態の中のある行為なのか	

彼に聞き込みを押しつけたのはステイシーだったが、いまはそのことを悔いていた。 	

そしてシスター達は私達ボランティアがどういう事をしても一切文句を言わず、又お礼も 
言わなかった。 そしてそれは、そこに収容されている人達も同じ だった。	

「彼に聞き込みを押しつけたこと」=「そのこと」	

「一切文句を言わず、又お礼も言わないこと」=「それ」 
（動作主が「シスター達」であることは含まない）	



その他、アノテーションの問題	
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¨  共参照関係に関する細かな取り決めの必要性 
¤ 「ヨーロッパ」と「ヨーロッパ諸国」、「日本」と「日本政

府」等、どこまでを共参照関係とするか? 
¤ 現在はアノテータの文脈の読み取りと、その結果の

判断に基づいてアノテーションされているので、揺れ
が生じる	

ヨーロッパ諸国の貿易が活発になるなか，17世紀前半には独立後の勢いをもったオラ
ンダが，... 武力をも用いて権益の拡大をはかると，おりからの胡椒価格の暴落もあって，
オランダの商業覇権は急速に傾いていった。	
  17世紀から18世紀にかけ，インド綿布はヨーロッパでの評価が高まり，奴隷貿易の代
価にも 用いられる国際商品になった。	



まとめ	
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¨  教科書コーパス、BCCWJコーパスを対象に、KNPとSynChaが解析可
能な事例、解析が困難な省略解析、共参照解析の問題を考えた 

¨  今後の方向性 
¤  新聞だけ見て構築された基礎解析ツールの見直し 

n  特に丸括弧 
¤  これまで対象にできていない問題は粛々とやるしかない 

n  代名詞の照応解析など 
¤  アノテーションの間違い・揺れは未だ大問題 

n  ただし、その修正作業はあまり評価されないので、誰も手をつけない 
n  コーパス作成の予算は修正分も込みで確保する必要がある 

n  誤りを見付けた人がコミットする枠組みは、データを固定して手法を比較する枠組
みとうまく噛み合わない 

¤  問題の重要度の決定、何に使うかを決まらないとタスクの詳細が定義でき
ない、このテキストを解けていることは何を表しているのか 
n  テキストの特徴・特性の分類と精度の相関、新聞コーパス・BCCWJが解けること

が結局何を表すのか? 


