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概 要

本研究では『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対

する読文時間・視線情報アノテーションについて検討

する。適切に言語の生産実態をサンプリングしたコー

パス母集団に対して、心理言語学の実験手法に基づき

再利用性のある言語の理解過程の研究のための言語資

源の構築を行う。1 はじめに

自然言語コーパスに対して、形態論・形態統語論・統

語論・意味論情報を表現する様々なアノテーションが

各機関で進められている。コーパスに基づく言語研究

の多くは人間の文生成過程の調査研究を目的に行われ

てきた。コーパスは書き手である人間の言語の生成過

程の集積であるが、従来のアノテーションは言語の生

成過程をとらえることを目的とし、アノテーション基

準を設定し、アノテーションを行う。アノテーション

の作業は機械学習や GUI などを用いて基準を統制し
ながら、最終的には読み手であるアノテータの判断に

委ねられる。コーパスが書き手の生成過程の結果であ

る一方、アノテーションは読み手の理解過程の結果で

ある。このアノテーションに基づく、人間の文理解過

程の調査研究も少なからず実施されている。

自然言語処理、特に自然言語解析においては、アノ

テーションを規則や機械学習を用いて再現することを

目的として、教師データとして利用することが多い。

多くの手法で、人間の言語理解過程を模倣することを

目的とせず、解析技術を利用するアプリケーションの

性能をあげるべく最適化される。

一方、人間の言語理解過程の研究として、自己ペー

ス読文法、視線走査法などの被験者実験に基づく手法

が心理言語学の分野で進められている。それらの多く

が特定の言語現象に対する人間の文処理機構の仮説を

証明するためのものであり、作例に基づく被験者実験

が行われてきた。これらの被験者実験は仮説の証明に

重点が置かれているため、作例に出現する単語の頻度

や親密度を統制しながら実験を行う。このような作例

に基づく実験は目的とする言語現象を深く検証できる

一方、高コストであり、再利用性がないという問題点

がある。

ここで均衡コーパスと心理言語学的手法を結びつけ

ることで、再利用性のある言語理解過程の研究のため

の言語資源の構築を考える。具体的には『現代日本語

書き言葉均衡コーパス』（以下 BCCWJ）に対する読
文速度情報アノテーションについて検討する。適切に

言語の生産実態をサンプリングしたコーパス母集団に

対して、心理言語学の手法に基づき多人数の読文速度

情報を被覆するようにアノテーションを行う。

読文速度情報アノテーションの目的として、心理言

語学の研究資料としてだけでなく、コーパス言語学、

言語教育、自然言語処理の分野での利用を考える。1つ目は BCCWJに付与されている、言語情報アノ
テーションの誤り検出を含めた分析を行う。読文に時

間がかかる文は、正則ではない文や統語的に複雑な構

造を持つ文が含まれると考える。このような文はコー

パスに対する言語情報アノテーションの過程で誤りや

揺れが生じる傾向にある。アノテーション基準やツー

ルにより統制された言語情報アノテーションと言語理

解過程の一次情報としての読文時間を結びつけること



で、より深い分析が可能になると考える。2つ目は テキストのリーダビリティの評価を行う。
自然言語処理分野におけるテキストのリーダビリティ

の評価は、漢字や語彙の構成素の難易度（語彙的複雑

性）から文の難易度を回帰分析により一軸上に写像を

行う方法が多く、構造的複雑性や意味的複雑性が無視

されてきた。適切な実験設定に基づいた網羅的な基礎

データを構築するとともに、BCCWJの他のアノテー
ションと重ね合わせることで、構造的複雑性や意味的

複雑性の尺度を取り入れることを検討する。3つ目は統計的言語モデルへの視線情報の利用を検
討する。統計的言語モデルの評価は平均分岐数や実応

用における性能による評価が多い。多くの統計的言語

モデルは生産実態に基づくテキストコーパスを用いた

生成モデルに基づき作成され、必ずしも人間にとって

理解しやすい言語モデルを作成されているとは言い難

い。各文に対して人間にとっての理解しやすさを定量

的に評価することにより、より人間にとって自然な統

計的言語モデルを構築することを目標とする。

以下、2 節では先行研究として、Kennedy らのDundee Eye-traking Corpus [7℄ と視線情報コーパ
スを利用した研究について紹介する。3節では、我々
が作成するコーパスの作成指針について説明する。4
節で、本研究の目標とする範囲について、今年度内の

研究と来年度以降の研究とに分けて示す。5節にまと
めを示す。2 先行研究

数少ない先行研究として Kennedy らの Dundee Eye-traking Corpus [7℄ がある。対象言語を英語とフラ
ンス語、それぞれ 10人の母語話者を被験者とし eye-traker を利用して 20 ファイルの新聞社説に対する
視線走査情報を記録している。各ファイルは 5 行ごと
からなる 40画面により構成されており、研究用途に
一次情報が公開されている。Dundee Corpus は特定の言語現象分析を目的とせ
ずに作成されたコーパスに基づいており、心理言語学

におけるさまざまな仮説の客観的な検証に用いられて

いる。

例えば、Demberg ら [3℄は、Gibson によるDepen-deny Loality Theory (DLT) の integration ost[4℄
と Hale による suprisal [5℄とを Dundee Corpus 上の
読文時間を用いて検証を行った。

公開され共有されるデータを用いることにより先

行研究の結果を再検証するとりくみも行われている。

例えば、Roland らは [9℄、Demberg ら [2℄ の DundeeCorpus の分析が、限られたデータポイントに基づい
て歪められていることを再検証により証明している。

このような人間の文処理研究の共通の基盤となる客

観的なデータが求められている。適切にサンプリング

された日本語均衡コーパスに対して、読文速度・視線

情報を整えられた環境でアノテーションすることは、

日本語の言語研究に有効であるだけでなく、DundeeCorpus と対比することで、言語横断的な言語理論・
言語現象についても客観的に示す指針を与えることが

できる。さらに、コーパス言語学、言語教育、言語処

理などの自然言語コーパスが用いられているそれぞれ

の分野に新しい研究の方法論を与えることができる。3 コーパスの作成指針

心理言語学の分野では、人間の文処理過程を解明する

ために、理論や仮説の構築だけでなく、実験に基づい

て仮説を検証することが行われ、さまざまな実験手法

が提案されている。しかしながら、網羅的に読文速度

をコーパスに付与する実験手法は確立されていない。

本研究では、テキストコーパスに対し読文速度の一次

情報をアノテーションする方法を検討する。具体的に

は、心理言語学における様々な実験手法のうち次の 2
種類の実験を行う。1つは視線走査装置による読文速
度の計測である。高価な機器を必要とするが、読文速

度を直接的に取得することが可能である。もう 1つは
自己ペース読文課題による読文速度の計測である。や

や人工的な読み方だが、普通の計算機のみで読文速度

を取得することが可能である。この 2種類の実験にお
いて、さまざまな実験設定を試行錯誤しながら

以下、コーパスの作成指針について説明する。まず、

被験者とその能力を計測する調査、アノテーション対

象であるテキストコーパスについて説明する。次に

本実験である視線走査装置による読文速度計測、自己

ペース読文課題について説明する。それぞれの本実験

では、適切な間隔で被験者がきちんと文の内容を理解

したかを確認する方法について説明する。3.1 被験者と能力調査

被験者は 18歳以上の日本語母語話者とする。
本実験を行う際に、被験者に対して言語運用能力を

はかるための 2種類の能力調査実験を行う。1つ目は単語親密度 [11℄に基づく語彙数推定実験 [1℄
である。50単語を文字刺激で呈示し、各単語を知って



いるか否かを被験者に答えてもらう。知っている単語

と知らない単語の単語親密度境界を用いて被験者の語

彙数を推定する。語彙数推定のアプリケーションとし

て百羅漢1を利用する。2つ目はリーディングスパンテスト（図 1）を用い
たワーキングメモリ容量の推定 [13℄を行う。リーディ
ングスパンテストとは、1か所だけ下線が引いてある
例文を複数、被験者に逐次的に呈示し、被験者に音読

させるなどしながら下線部を記憶させ、すべての文を

呈示後に例文を隠した状態で呈示順に再生させてその

正答率をはかるテストである。日本語版リーディング

スパンテスト [12℄を用い、総正再生数を用いて被験者
の記憶力を推定する。

http://youtu.be/zgYrQLkrTbk
図 1: リーディングスパンテスト

これらのテストは、読文時間に顕著な差が観察され

た場合に、被験者の語彙知識の差により起きたものな

のか、文中の単語を記憶保持する能力の差により起き

たものなのかを検証するための基礎データとして用

いる。

被験者には最終学歴（学校名・学部・専攻）、年齢、

性別2、言語形成地に関する簡単なアンケート調査を
別途行う。

これらの調査はいずれも紙を用いて実施する。3.2 アノテーション対象

今年度のアノテーション対象は『現代日本語書き言

葉均衡コーパス』(Balaned Corpus of ContemporaryWritten Japanese: BCCWJ) [10℄ コアデータの新聞1文献 [11℄に添付されているハガキを送ることによりソフトウェ
アを受け取ることができる2これら 3 つは語彙数推定実験アプリケーション百羅漢を利用
するうえで必要な情報である。われわれが利用し公開する場合には
適切なレベルに汎化する。

サンプルと書籍サンプルの部分集合3のうち分類ラベ
ル Aのものとする。
書籍サンプルの部分集合Aは 25ファイル, 2568文,21247 文節, 57929 単語からなる。新聞サンプルの部

分集合Aは 54 ファイル, 2708 文, 18083 文節, 56518
単語からなる。これらの 79ファイルの中から、個人
情報の伏字を含まない文のサンプルを決定し、複数人

のデータが被覆する形でアノテーションを行う。BCCWJ にはコアデータとして、他に雑誌、白書、Yahoo! 知恵袋、Yahoo! ブログサンプルがある。ま
た非コアデータとして、言語教育などに利用が期待で

きる教科書サンプルがある。これらのデータに対して

は、来年度以降アノテーションを行う。3.3 視線走査法による読文速度の取得

視線走査装置は、被験者がディスプレイ画面上のど

の文字を注視しているのかを取得することができる機

材である。この視線走査装置を用いて、視線停留箇所

と停留時間を計測することにより、読文速度を取得す

ることができる。視線走査装置として、SR Researh
社の EyeLink CL シリーズを用いる 4。この機材は国
語研、NII の 2か所に 1台ずつ調達した。
テキストは横書き、等幅フォントを用い、分かち書

きなしで 1 文毎もしくは 5 文毎に呈示する。改行はdouble spae とする。図 2 に例を示す。呈示する各
文字に interest area と呼ばれる領域を設定する。各interest area毎に視線停留箇所と停留時間、サッケード
眼球運動の通過などが付与される。この interest area
が設定されている文字単位の情報に BCCWJ に付与
されている短単位形態論情報、長単位形態論情報、文

節境界情報を重ね合わせることにより、それぞれの単

位での分析が可能になる。

被験者がきちんと文の内容を理解しながら文を読ん

でいるかを確認するため、読文対象の文中に特定の単

語があったかどうかを尋ねる課題を適切な間隔で課す。

この確認方法については 3.5 節に示す。3.4 自己ペース読文法による読文速度の取

得

自己ペース読文課題は、キーボード入力などに基づ

き逐次的に文字列を表示し、被験者のペースで文を読

ませる課題である。英語においては視線走査情報と高3http://goo.gl/rLukS にある。4http://www.sr-researh.jp/produts/eyelink_l_series/
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http://youtu.be/qtVgXFr48gw
図 2: 視線走査情報アノテーション

い相関があることが知られており [6℄、安価な機器で
読文速度を取得することが可能である。刺激の呈示方

法として最初に文字数がわかる移動窓方式を用いる。

ソフトウェアとして Linger 5を用いる。図 3に実験例
を示す。呈示する単位として、文字単位、BCCWJ に
付与されている国語研短単位、国語研文節を用いる。

文呈示時に、文節境界を半角スペースで明示する場合

と明示しない場合の 2パターンのデータを準備し、実
験を両方のデータを比較する予定である。この実験に

おいても、きちんと文を読んでいるかを確認するため

に、3.5 節に示す課題を課す。

http://youtu.be/5M_aO7fwPGo
図 3: 自己ペース読文法による実験

3.5 読文時に与える課題

各タスクにおいて被験者が文をきちんと読んでい

るかを確認するために被験者に文中に出現する単語

を記憶する課題を設定する。具体的には、数文呈示5http://tedlab.mit.edu/~dr/Linger/

後、1つの単語を呈示し、文中に出現したか否かを選
択させるなどの課題を与える。呈示する正解の単語はBCCWJ の全データ (非コアデータを含む)により計
算した TF-IDF 値に基づいて選択する。4 本研究の目標4.1 2012年度内に目指すところ2012年内は、さまざまな実験設定について検証し、
特定の言語現象によらない客観的なデータを作成する

ために何が必要かを検討する。

サンプルの呈示方法について検討する。利用するテ

キストコーパスは生産実態など多様な指標で均衡をと

りつつサンプリングされており、均衡が保たれた部分

集合が定義されている。この中から、書籍、新聞サン

プルの部分集合Aを選択し、1文単位、5文単位など
様々な分量を呈示し、文脈情報の影響を検証する。

視線走査法と自己ペース読文法の 2種類の実験の順
序についての検証する。被験者を 2群に分け、それぞ
れの群で 2種類の実験を別々の順序で行い、実験順序
の影響を検証する。

自己ペース読文法と視線走査法との相関について検

証する。英語などの分かち書きを行う言語の場合には

両手法の相関が示されている [6℄が、日本語のように
分かち書きを行わない言語の場合には自明ではない。

一般に文節単位に文字刺激を呈示し、伏字部分にも文

節単位に分かち書きを入れることが行われる。呈示す

る文字刺激の分かち書き単位を文字単位・国語研短単

位・文節単位などと変化させたり、伏字部分の分かち

書き単位を変化させたりしながら相関を見ることによ

り、日本語における自己ペース読文法の方法論につい

て実験に基づく客観的な指針を提示する。

最後にこのコーパスがどのような研究に利用可能に

ついて広く意見を聴取し、そのために必要な実験設定

の検討や、付加情報の取得に努める。4.2 2013年度以降に目指すところ
アノテーションを行うサンプルの拡張を行う。書籍・

新聞以外の BCCWJ コアデータ（言語情報アノテー
ション付与済み）である、白書・Yahoo! 知恵袋・雑
誌・Yahoo! ブログに範囲を拡張する。また BCCWJ
の非コアデータである教科書コーパスに拡張し、教科

書配本学年をテキストの難易度として用いることの妥

当性について検証する。その他、心理言語学の研究者
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から心理言語実験の作例を収集し、均衡コーパスと混

ぜて実験を行うことを検討する。

次に対象被験者の拡張を行う。地域差、世代差を考

慮できるように幅広い被験者を対象にするとともに、

こども (L1 学習者)や非母語学習者 (L2 学習者)も被
験者に含める。これにより、言語教育などの応用にも

役立つような言語資源に拡張する。言語教育における

文の難しさの定量評価を行う。母語話者と非母語話者

とで読文速度の差異が発生する文を網羅的に収集し、L2言語学習者に理解しにくい言語現象を認定する。さ
らに、漢字圏、非漢字圏母語話者被験者を類型化する

ことで、それぞれの地域に即した言語教育カリキュラ

ムに役立つ情報を提示する。BCCWJには、形態論情報、係り受け、述語項構造、
フレームネット、モダリティ、機能表現などの、さま

ざまな言語情報がアノテーションされている。これに

読文時間や視線情報を重ね合わせることで連携した研

究の方法論の確立する。例えば、読文時間に顕著な差

がある言語現象を、各アノテーションを分析すること

により明らかにしたり、逆にアノテーション誤りを検

出することに用いたりすることを考える。

工学的応用として、リーダビリティの定量評価を行

う。既存のリーダビリティの指標は漢字や単語の難易

度/親密度によるものであった。アノテーションのな
いコーパスに基づくリーダビリティの指標の多くは言

語の生産過程に即しており、実際の読文過程を反映さ

せたものとは言い難い。均衡コーパスにアノテーショ

ンされている構文論・意味論的情報を用いながら、読

文時間に対して適切な回帰学習・ランキング学習など

を行い、より適切な尺度の設定を行う。

最後に統計的言語モデルへの視線情報の利用を検討

する。視線走査情報をモデル化する数少ない先行研究

として Narayanan [8℄ の研究がある。近年のベイズ統
計学の知見と視線情報の一次資料を統合することによ

り、人間の言語生成の統計モデルではなく、人間の言

語理解の統計モデルを構築することを目標とする。5 おわりに

言語の理解過程については、心理言語学者により仮説

を証明する作例に基づく心理言語実験により行われて

きたが、共有できる言語資源は限られていた。人間の

言語の生産実態を記録するコーパスは、生産されたテ

キストをサンプリングして収集し、研究資源の共有が

はかられてきた。一方、コーパス言語学では言語の理

解過程を研究するために言語資源の不適切な利用が散

見される。本研究は、コーパス言語学と心理言語学を

結びつけることにより、言語の理解過程を明らかにす

るための、共有できる言語資源を開発することを目標

とする。読文時間・視線情報アノテーションは、既存

の言語情報アノテーションと異なり被験者実験に基づ

くアノテーションである。実験設定について試行錯誤

することで、適切な言語資源開発を目指す。
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