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1 はじめに

　本稿では、科学史研究のための歴史的科学文献 3カ

国語対訳コーパスの作成を提案する。

　近年、WWW (World Wide Web) 上で科学史的に

重要な文献が、テキスト・画像などの様々な形式で数多

く公開されている。WWW で公開される多くの機械

可読形式の文献には OCR (Optical Character Recog-

nition) によって画像をテキスト化したものも含まれ

る。筆者（岡本）の経験によれば、OCR ソフトウェ

アにより自動的にテキストデータとして変換された文

献には、OCR 処理された時の文字認識エラーによる

誤字や脱字を多く含むものも多い。科学史的研究を行

うことを目的として、これらの文献を対象に情報検索

や情報抽出を試みる場合、そもそも、その文献が校正

されたものであることが期待できないため、誤字脱字

等のエラーがあることを前提に行う必要がある。検索

されるであろう文献にどの様なエラーが含まれている

かは検索者にとっては事前に不可知であるため、単純

な文字列のパタンマッチで検索を行うことは難しいと

言える。しかし、歴史的文献から情報検索や情報抽出

を行おうとするならば避けて通れない課題である。

　一方、筆者は八木と共に、19世紀に熱力学や気体

分子運動論などの重要な研究を行った理論物理学者の

R.Clausius について研究を行ってきた。筆者は Clau-

siusの電気理論についての調査を行った際に、Clausius

が熱力学第二法則の前段階の理論を熱電現象に適用す

るための考察について述べた第XII論文について専門

用語の出現頻度の計量を行い、計量の結果と論文内容

の一致について検討した [7]。その研究を通じて「こ

の時代の論文から科学史的に重要なアイディアがどの

ように生まれてくるのか、情報学的アプローチによっ

て明らかにできるのではないか」と考えるようになっ

た。

　D.Priceによれば、科学論文誌の数は 18世紀の半ば

より 20世紀前半まで指数関数的な増加傾向を見せた
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という [2]。周知のように、18世紀 19世紀のヨーロッ

パでは、科学技術がそれ以前の時代に比べ飛躍的に進

歩した時代であり、現代科学の基礎となる多くの研究

がなされ、その発表の場として定期的に刊行される科

学論文誌が多く出版された。それらの多くの研究成果

を概観するために、19世紀には Abstract Journal と

呼ばれる概要を扱う論文誌も刊行され始めている。

　当時の研究者は、そうした論文誌を取り寄せて最新

の科学研究の動向を知ったであろう。仮に、この時代

の出版物をできる限り多く網羅するような大規模な科

学文献コーパスを作成することができ、かつ、エラー

を含む文献の情報検索の精度が上がるならば、その他

の技術も援用しつつ現代の科学技術発展のきっかけと

なった数々のアイディアのネットワークを可視化して

たどれるのではないか、と筆者は考えている。これを

実現するためには、小規模であってもまずは科学史的

に有意義な文献でコーパスを構築し、歴史的科学文献

を対象とする情報検索の難しさについて問題点を明ら

かにすることが必要ではないか、と考えた。さらに、

今後どのように日本で輸入した科学技術の知識が発展

していったかを見るためには、本稿で述べるコーパス

を対訳コーパスとして作成し、言語横断で情報検索・

情報抽出の課題の検証を行うことが必要であると考え

た。これが、筆者が本稿で述べるコーパスの作成を提

案した動機である。

2 研究計画の概略

2.1 実施目的

　本課題では、歴史的科学論文や書籍等を効率よく

検索・解析する手法のための予備的実験結果の検証を

行うために歴史的科学技術論文コーパスの整備を行う。

コーパスの整備を通じてどのようなアノテーションが

科学史研究に適した形式や内容であるのかを探る。

　今回は主に 19世紀の物理学における科学技術論文

を対象とし、機械可読なコーパス作成を行う。コーパ



スは独英日の対訳コーパスとし、形態素情報、科学史

研究の参照情報やOCR 処理等によるノイズ情報をア

ノテートすることで、それら文献の情報検索や解析の

効率化と精度向上に貢献することを目的とする。

2.2 研究意義

　歴史的科学文献の検索や解析には、専門用語の変

遷、論文書式や引用形式の多様性、OCRエラー、言

語横断（英語以外の重要論文が少なくない）など多く

の課題がある。これらの課題に取り組むには、まず歴

史的科学文献を機械可読形式にする必要がある。しか

し、コーパスとして整備されており、かつ自由に使え

る歴史的科学文献の言語資源は限られている。

　歴史的科学文献対訳コーパスの整備は、自然言語処

理分野のみならず、言語学・科学史研究などの各分野

に対し、その資源を研究に資する環境として提供可能

にする、という意義がある。

2.3 期待される効果

　 Clausius の論文のコーパス中より専門用語を分

類整理することにより、今後の熱力学史および電気理

論の歴史的研究における専門用語の変遷が明らかにな

る効果がある。情報学分野には、19世紀の物理学か

ら派生した知識や概念を利用することが少なくない。

（例：エントロピー、ディリクレ分布、統計力学の Gibbs

Entoropy, etc.）中でも、最初にエントロピーという

名前を付け、概念を定式化したのは Clausius である。

また、Clausius は、ベルリン大学で学んでいた時に

Dirichlet の教えを受けている [6]。Clausius や関係す

る文献をコーパス化することにより、エントロピー、

ディリクレ分布、Gibbs Sampling といった概念につ

いて論文間関係分析を行えば、科学史研究の分野での

成果が期待できる。また、科学史研究者の研究情報や

文献参照情報をアノテートすることにより、研究者間

の情報交換を目的とした科学史研究情報データベース

の構築や、歴史的科学文献を対象とする情報検索・情

報抽出アルゴリズムの評価データとして利用すること

により、性能向上が期待できる。

　さらに、歴史的文献では、元の文献の汚れや、経年

変化、印刷技術の未成熟さに由来するノイズ（コピー

ノイズ、裏写りしたページ等）がある。また、リガチャ
1の認識エラーなど、字の形に由来する典型的なエラー

1合字ともいう。例えば、”f” と ”i” を合わせて表記した ”fi” 等
のこと。

もある。歴史的科学文献の情報検索や情報抽出におい

ては、このような様々なノイズ問題となる。ノイズの

種類、原因などを人手でアノテートすることは、後に

ノイズの種類と正解データを自動的に推測するような

検索エンジンを作る際に、ノイズ部分のアノテーショ

ンを抜き出し、ノイズのパタンを学習するための教師

データとして利用できる。

　数式の誤認識によるノイズのアノテーションからは、

数式認識エラーのパタンの様々なケースを提供する事

が可能である。また、将来数式検索の研究が進めば、

数式を MathML や LATEX形式のような機械可読の形

にしておくことで、数式そのものの検索や、時代によ

る数式の利用のされ方などを自動的に調べる場合の教

師データとすることが可能になる。具体的には、エン

トロピーという概念がどのような形で物理学以外の分

野に適用されるようになっていったかを検索し図示し

たり、似たような数式を検索する、等である。

　一方、それぞれの言語に専門用語が存在し、適宜別

の言語に翻訳されている。これらを複数言語について

アノテートすることは対訳コーパスの精度を高め、機

械翻訳の教師データとしても活用できる。

　このコーパスを正解データとして利用すれば正しい

語を判断する材料にできるため、適合率 (precision)

や再現率 (recall) 等の情報検索アルゴリズムの性能評

価指標の向上のための性能評価データとしての利用が

期待される。

　このように、情報学・物理学・科学史研究という分

野横断的、集学的な研究の促進に効果があると期待さ

れる。科学史研究に利用することを念頭に置きコーパ

スを作成することは、科学が発達した過程を論文から

機械的に計量し、検証することを可能にする。さらに

コーパス化する論文を増やすことができれば、論文の

有名無名を問わず、機械的な計量によって、数世紀分

の科学的合意の形成過程を自動的に可視化するための

元のデータに活用できる。

3 先行研究

3.1 アノテーションについて

3.1.1 形態素情報のアノテーション

　日本語の形態素情報、とくに「照応」や「共参照」

の情報が付与されたコーパスとしては、GDAコーパ

ス [9]、京都大学テキストコーパス [10]、NAISTテキ

ストコーパスがある [11]。



　「照応」とは、Weblio辞書の三省堂大辞林の項2に

よれば

代名詞や冠詞が文中や文章中（発話中）の物

事をさすこと。

である。つまり「私は本を買った。妹にそれを貸した。」

という文章で「本」と「それ」は同一の物体であるの

で、照応かつ共参照の関係にある。また、「私はパソ

コンを買った。弟もそれを買った。」という文章では、

「それ」とは「パソコン」のことで照応の関係にある

が、同一の物体ではないので、共参照関係にはならな

い。

　今回対象とするドイツ語の文献には「照応」または

「共参照」関係にある部分が多く存在する。例えば、同

じ性の名詞が同一の文の中に複数存在した場合、別の

文章に die や sie などの代名詞として存在する係受け

を調べることは困難を伴う。これが日本語に訳す際の

困難さの原因になっている。これらについて的確なア

ノテートができれば、Clausius が考える電気理論のモ

デルが明らかになることが期待できる。

　その他、和独英の 3言語で歴史的文献について、現

在調査中であるが、共参照関係のアノテーション行っ

た例は明らかになっていない。

3.1.2 歴史的文献のノイズ

　歴史的文献のテキスト処理について、Dagstuhl

Seminar での Digital Historical Corpora の検討があ

る [1]。

　また、ノイズを含んだ文書の画像にノイズの箇所を

自動的にレイアウトし図示するシステムの例はあるが

[5]、コーパス化されたテキストにOCRエラー等のノ

イズをXML形式でアノテートする例は、現段階では

不明である。調査中の論文には明確に言及されていな

いが、コーパスになんらかの形式のアノテーションが

あると思われる。

　これに対し、歴史的文献のOCRエラーに対してで

はないが、アノテーションを必要としない ill-formed

な語を適切な語に変換する手法 [4]の報告もある。ア

ノテーションの代わりに Noisy word の正規化候補の

Confusion Set を作成しこれを参照している。

2http://www.weblio.jp/content/照応

3.2 コーパスについて

3.2.1 ドイツ語の歴史的文献コーパス

　ドイツにおいて歴史的文献をコーパス化した例

(ドイツ：IDSの COSMAS II [3])がある。この中には

科学的な文献も含まれている。しかし、コーパスの概

要説明を見る限りでは、その多くは人文科学や生物学

などの文献であり、数式を含む文献が存在するかどう

かは現在調査中である。　機関リポジトリで歴史的な

論文コレクションを有する場合 (Google Books, Wiley-

Blackwell, etc.)、OCRデータがPDF形式のファイル

に添付されている場合もあるが、そのデータの多くは

校正されておらず、エラーを含んだままである。

3.2.2 独日対訳コーパス

　日本でつくられたものに、広島大学のドイツ語例

文パラレルコーパス DJPDがある [8]。しかし、これ

は語学教育のためのパラレルコーパスであるとみられ

るため、歴史的科学文献に合致する表現があるかどう

かは現在不明である。

4 研究内容

4.1 科学史研究のためのコーパス

　本課題で作成するコーパスは「科学史研究」に利

用するための歴史的科学文献コーパスである。筆者等

か現在までに行ってきた研究を元に、19世紀ドイツの

理論物理学者 R.Clausiusと Clausiusに関連する論文

（ドイツ語・英語等）を機械可読形式にし、歴史的科学

技術論文コーパスを作成する。　本課題で対象とする

論文は Clausius の論文 18論文および著作 3冊の当面

約 3000ページ、120万ワード (400 words/page)であ

る。状況が許せばさらに増やす予定である。R.Clausius

自身の研究経緯を調査するため、原書で改版された著

書であっても別の書籍としてコーパスを作成する。対

訳情報は論文や文献単位に、作成可能な範囲について

行う。

4.2 科学史研究のための情報アクセスプラ
ットフォームに向けての準備

　岡本が現在開発を検討している「科学史研究のた

めの情報アクセスプラットフォーム（以下仮に IAPHS

(Information Access Platform for History of Science)



とする）」では、IAPHS から「歴史的科学文献」にア

クセスし、OCRエラーを含んだ文献から、科学者が

興味を持つ情報を抽出することを念頭に置いている。

IAPHS から参照あるいはエラーを含む文書を読むた

めの機械学習の教師データとして利用するために、レ

イアウト・エラー訂正後にOCRを実行した時のエラー

（以下 OCRエラ－）の情報と、エラー訂正後の情報

をアノテートする。アノテーションする項目は、形態

素情報項目の他、正解データに対応するOCRエラー

情報、引用文献、参考文献などの文献参照情報を記載

する。その際、歴史的科学文献からの情報検索・情報

抽出に役立てるためにはどのような項目が必要か検討

する。

4.3 コーパスの概要

　元になるデータは画像データまたは PDF形式を

OCRによってテキストファイルにすることを想定し

ている。コーパスでアノテートされるデータは、大き

く分けて

1. 形態素情報

2. OCR処理後のノイズやノイズの分類をアノテー

トしたデータとノイズ除去後のクリーンなデータ

3. 科学史研究のための情報

をXML形式にまとめ、後に参照可能な状態で保存す

る。処理の概要を図 1.に示す。また、図 2., 図 3.に原

論文と独日対訳コーパスのXMLデータのイメージを

示す。

　コーパスに含むアノテーションとして、現段階では

次のようなものを考えている:

＊茶筌等の形式に準拠した日本語形態素情報の付与

＊ IDS COSMAS II 準拠の独語形態素情報の付与

＊ NLTK 形式準拠の英語形態素情報の付与

＊代表的なコーパスと互換性のある情報付与＊異なる

言語の同じ文献間・同じ文章への対応情報

＊異なる言語の同じ文献間の照応・共参照関係情報

＊論文の引用情報と被引用情報

＊外部文献（理化学事典等）への解説またはリンク

＊版による違いについて（語彙、表現等）

＊ OCRエラー情報（文字認識結果、誤認識の種類）

＊数式（MathML または LATEX形式）

＊コーパス作成者、研究者が人手で付与したコメント

＊アノテートできなかったことについてのメモ

等である。

図 2. Clausius の第 I論文の最初のページ（抜粋）

図 3. コーパスに付与するノイズのアノテーション



　コーパスはドイツ語（原文）、日本語（翻訳）、

英語（原文または翻訳）の 3カ国語対訳コーパスとす

る。状況が許せば、フランス語を加えた 4カ国語とし

たい。対訳は言語によって言語タグ情報が違うことを

考慮し、別の XMLファイルであっても相互に参照で

きるように形式を考慮する。著作権等の関係でコーパ

スに掲載不可能な文献に関してはアノテーションと参

照情報を作成する。なお、Clausius の熱力学論文に

は、Clausius と同時代の科学者が書いた英訳が存在す

る。和訳に関しては八木・岡本らのグループで重要と

思われる論文について翻訳を行った。翻訳されたもの

は出版（される予定の）物であるので、版元や著作権

者との契約についての課題はあるが、可能ならば、こ

れらの和訳や英訳をコーパスに組み込むことを検討す

る。その翻訳が対訳コーパスとして翻訳の形式が適さ

ない場合（例：文の区切りが原文と違う場合、意訳が

多い場合、等）、人手で翻訳することを検討する。

5 成果物

5.1 歴史的科学技術文献コーパス

　成果物として、歴史的科学技術文献コーパスを

XML形式ファイルとして提出する。また、アノテー

ション用のマニュアルを作業用に作成する。アノテー

ションの形式については、設計書を作成し、コーパス

と共に提出する予定である。

5.2 コーパス参照用のブラウザ（試作）

　作成したコーパスデータを参照するブラウザを試

作する。これはXML形式のコーパスデータを人間に

とって閲覧しやすくするためのプログラムである。ブ

ラウザでは原文データのブラウジング、KWIC形式の

表示等、コンコーダンサ機能を持たせることを検討中

である。このブラウザについて、現段階ではWebブ

ラウザ上で展開可能な形式を考えている。

6 実施計画

　実施計画は現段階では次の通りである。実施にあ

たっては、共同研究者や関係者との協議を経て齟齬の

ないようにする。

1. コーパスおよびそのアノテーションのためのXML

形式を検討し、アノテーション付加作業開始前ま

でに決定する。

2. アノテーションのための各種ツールを用意する。

作業の必要に応じて、ツールを自作することも考

慮する。

3. R.Clausiusの論文データを入手する。論文データ

は入手の際に有償・無償ともに、使用許諾・権利

関係を明確にしておく。

4. ドイツ語のコーパスデータは約 3,000ページ, 120

万ワード (400 words/page)を目標に作成を行う。

5. 英語の対訳コーパスデータは、Tyndall の熱理論

に関する英訳を当てる。その他の部分は今回の範

囲としない。

6. 日本語の対訳コーパスデータは、八木等の翻訳を

利用できるよう、関係者と協議する。

7. タグ付け可能な形態素情報のアノテーションは、

POS-Tagger を利用してタグ付けする。

8. Clausius の電気理論に関する文献約 160 ページ

の和訳を行う。この作業は外部に委託することを

想定している。

9. 2名を上限とするコーパス作成に係る担当者を置

き、期間は 3.85ヶ月を上限とする。（￥1000/h×

5時間× 20日/月× 3.85ヶ月× 2名=￥770,000.-）

10. 入手した論文データをOCR処理にかける。その

際、OCRエラーの箇所にマーキングしておく。

11. OCRエラーは OCR実行時の文字認識のエラー

について取り扱う。

12. 数式の認識エラーはアノテートするエラーの対象

とする。

13. コピーノイズ等の軽微なノイズに起因する認識エ

ラーはアノテートする対象とする。

14. レイアウトに起因する認識エラーについてはアノ

テーションの対象外とする。

15. アノテーションのためのXMLの形式を含む記入

規則を決定し、入力形式を整えた上でアノテー

ションを付加する作業を行う。

16. 翻訳作業と並行して、コーパスの確認ツールを兼

ねたブラウザを試作する。コーパスをWebで閲

覧する事を考慮し、JavaScript, Perl, PHP等を

利用する。



17. コーパスの内容を確認し、形式と内容の確認を

行う。

18. Webシステム上でコーパスの内容を確認する。

19. 既存の情報検索・情報抽出システムにコーパスを

適用し、ノイズを含む文書の情報検索、情報抽出

に係る予備的実験を行う。

20. 文献およびコーパス情報調査のため、München

のドイツ博物館アーカイブス、Berlin の Max-

Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

(Max-Planck Gesellschaftの科学史研究所)およ

び Mannheimの Institut für Deutsche Sprache、

を訪問する。期間は全部で 2 週間程度を予定し

ている。（渡航費￥150,000.-, 滞在費￥10,000.-/

日, 交通費￥40,000.-で計算）

21. 文献調査の時期は、訪問先の都合と作業の進行状

況により決定する。

7 おわりに

　本稿では、科学史研究のための歴史的科学文献 3カ

国語対訳コーパスの作成を提案した。これを一つの契

機として、科学史研究に情報学的アプローチがより多

く活用されるような研究を行っていきたい。
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