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1 序論

自然言語処理研究においては、より深い意味処理の研

究が開始され、個体・一般概念レベルの意味だけでな

く、命題・事象レベルの意味が実テキストから取り出

せるようになった。しかし、取り出された命題のすべ

てが現実世界の状況を反映しているわけではない。テ

キスト中の命題や事象を闇雲に取り出しても、それが

事実であるか、どれほどの確実性があるかなど、現実

世界との関係が分からなければ情報としての価値が高

まらないことが多い。例えば大雨の発生情報を得たい

場合に、「大雨」と、それを項にとる「降る/降った」

を抜き出すだけでは、「大雨が降るはずだ」「大雨が降

るようだ」「大雨は降るまい」「ニュースによると、大

雨が降ったらしい/という」「大雨が降るなら、今日の

午後の便は欠航になるかもしれない」などの情報の違

いが検知できない。すなわち、命題・事象レベルの情

報を有効活用するためには、それらの事実性、確実性、

話者の心的態度、情報の出所など、命題・事象を取り巻

く情報すなわち広い意味でのモダリティの認識が必要

であり、日本語においてはそれらの情報の多くは「は

ず（だ）」「よう（だ）」「らしい」「ならば」など、断

定や推量、伝聞、仮定を表すとされる機能表現に担わ

れ、また一部は「（と）いう」「（と）する」などの内

容語によって担われている。

実テキストにおいてこれらの表現の意味を正しく記

述したリソースを作ることは、個々の語、語と語の関

係、また述語項構造によって表される意味をより有効

に活用する上で重要である。しかし、モダリティ関連

表現の多くは、以下の例にみられるように文脈によっ

て多様な意味・用法を持つため、テキスト上での曖昧

性の解消が必要となる。

(1) この空模様から判断すると、今日は大雨が降る

はずだ。

• 「大雨が降る」は真偽が未知だが、確実性

は高いという判断がある。「はずだ」の「予

定や推定などきまりやたしかさのみこみを

表す用法」（高橋 [2]）に相当。

(2) 台風が近づいていたのか。なるほど、大雨が降る

はずだ。

• 「大雨が降る」は真であることが既知。「ナ
ルホドソウイウワケダという道理のさとり

を表す用法」（高橋 [2]）

(3) 今日は大雨が降るはずだったのに。運動会が中

止にならなくて残念だ。

• 「大雨が降る」は偽であることが既知。「条
件からの当然の帰結が現状と食い違ってい

る場合」（森田 [6]）

筆者らは、主にモダリティ関連表現を対象とし、事

実性の認識に関連する表現の意味・用法を特定し、新

聞記事等のテキストにアノテーションを施したコーパ

ス（以下MCNコーパス）を構築している。その過程

で、意味・用法の特定のために、対象表現の言語学的

な分析に基づくテストを構築して用いている。この研

究により、言語学的な分析に裏付けられ、かつ信頼性

の高い曖昧性解消のためのリソースが得られ、深い意

味処理に貢献できると考えている。

2 モダリティ関連表現辞書とアノ

テーションスキーマ

アノテーション対象表現およびその意味・用法等を明

確にするため、「MCN表現辞書」を構築している。こ

の辞書においては、表現の表記や意味的な分類、統語

的な環境、特徴の記述および例文、機能表現辞書「つ

つじ」（松吉ら [5]）等他のリソースへのリンクなどに

加え、CCGにおける統語範疇、論理的意味表示を記

述する。また、個々の用法・語義間の曖昧性を解消す



るための言語学的テスト（後述）、またある語義を他

の語義と区別する上で参考にした研究成果の情報も併

記している。

アノテータはこの辞書を参照しながら、実際のテキ

スト上でこれらの表現がどの意味で使われているかを

判断し（つまり表現の曖昧性を解消し）、テキスト上

に記述する。

アノテーション対象表現の種類は、現時点では以下

の 24種類である。これは表層的な類似に基づく大ま

かなくくりであり、同じ分類に入っているからと言っ

て同一の語とは限らない。例えば、「する」類に関し

て、動詞「する」が「と」を伴って「として」という

形式で現れる場合と、全体で助詞とされる「として」

とでは、表層的には区別がつきにくいこと、また語義

の上でも関連があることを考慮し、同じ「する」類に

入れている。

1. 「はず」類：タグ名　 hazu

2. 「わけ」類：タグ名　 wake

3. 「ではないか」類：タグ名　 dewanaika

4. 「じゃない」類：タグ名　 janai

5. 「ではない」類：タグ名　 dewanai

6. 「よう」類：タグ名　 you

7. 「みたい」類：タグ名　mitai

8. 「らしい」類：タグ名　 rashii

9. 「っぽい」類：タグ名　 ppoi

10. 「みる」類：タグ名　miru

11. 「だろう」類：タグ名　 darou

12. 「そう」類：タグ名　 sou

13. 「そうにない」類：タグ名　 souninai

14. 「のではないか」類：タグ名　 nodewanaika

15. 「かもしれない」類：タグ名　 kamoshirenai

16. 「かねない」類：タグ名　 kanenai

17. 「まい」類：タグ名　mai

18. 「（と）いう」類：タグ名　 iu

19. 「（と）する」類：タグ名　 suru

20. 「はずがない」類：タグ名　 hazuganai

21. 「わけがない」類：タグ名　 wakeganai

22. 「わけではない」類：タグ名　 wakedewanai

23. 「ということだ」類：タグ名　 toiukotoda

24. 「とのことだ」類：タグ名　 tonokotoda

それぞれの XML要素には、以下の属性がある。

• @ID： 表現の ID（文書内で固有、自動的に付与

される。変更必要なし）

• @semID： 意味の ID。辞書の semID（語義の識

別番号）に相当。デフォルトでは noneに設定さ

れている。

• @comment： コメント用の属性。

3 言語学的テストの利用

MCNコーパスのアノテーションにおいては、テキス

ト内、すなわち特定の文脈の中で出現した表現の曖昧

性を解消するために、言語学的テストを用いている。

従来の多くのアノテーションにおいては、作業者はア

ノテーションガイドラインに記述された説明や例文を

参考にしながら、テキスト内におけるアノテーション

対象表現の個々の出現事例を識別・分類し、ガイドラ

インにのっとって最も適切と思われるアノテーション

を施すという方法が一般的である。しかしながら、説

明や例文に基づく指示はアノテータにしばしば混乱を

招く。

ここで言う「言語学的テスト」とは、言語学の理論

構築および検証に用いられるテストで、文や文の一部

の容認性や適切性を判定するものである。言語学的テ

ストは、容認性や適切性を左右する条件を特定するた

めに、検証したい部分以外の条件をほぼ同じにした二

つ以上の文からなる群として提示されることが多い。

以下では、MCNコーパスの構築において実施してい

る言語学的テストの構築手法と実際の運用について述

べる。

3.1 表層形から語・語義を識別するための
テストの構築

何をもって同じ「語」、また同じ「語義」あるいは

「用法」と見なすかは、簡単な問題ではない。その際、

言語学における既存の理論的・記述的研究の成果を参

考にすることが重要であるのは言うまでもない。ただ

し、それらの研究成果が実テキストのアノテーション

に直接応用できる場合はまれである。その理由として

は、(1)アノテーション対象の言語表現の語義分類に

関して、互いに両立しない複数の説が存在する場合が

多いこと、(2)いわゆる「定説」がある場合でも、説

明・記述の不明瞭さや分類の不適切さにより、実テキ

ストにみられる当該表現の出現事例すべての語義の特

定には不十分な場合があること等が挙げられる。

以下に提案する「言語学的テスト」を用いた語義の

識別手法は、既存の研究成果を批判的に検証・修正し

つつ、実テキストのアノテーションに適用できるよう

にするためのものである。言語学的テストを利用する

アノテータあるいはアノテータ候補者としては、必ず



図 1: MCN表現辞書内の記述例

しも言語学・言語処理のトレーニングを受けたことの

ある者を想定していない。よって、テストの提示の仕

方においては、言語学の知識を前提とせず、なおかつ

実テキスト上に現れる具体的な事例すべてについて適

切な判定が行えるような方法が必要である。本研究で

はこの点を考慮して、「活用しているか」「動詞の連用

形に接続しているか」「コト節を受けているか」など外

見上明らかな性質を問う形式や、別の表現に実際に置

き換えた上で「意味が明らかに変わるかどうか」「文自

体が意味不明になるかどうか」などを YES/NO で判

定する形式を多く採用している。外見上明らかな性質

を問う形式のテストは、統語的に異なる構造を持った

表層形どうしを区別するために有用である。例えば、

「そう（だ）」という表層形を持つ表現には、伝聞を表

すものと、近い未来に高確率で起こる事態を導入する

もの二種類があるが、これらは接続できる活用形が異

なるため、前に来る語の形式から区別することが可能

である。この他、補部に取れる句や節の形式なども手

がかりになることが多い。

(4) 前後の語の形式（接続可能な活用形、補部に取れ

る節の形など）を見るテストの例

(a) 今夜は雨が降るそうだ。（終止形に接続→

伝聞の「そう」）

(b) 今にも雨が降りそうだ。（連用形に接続→

事態予測の「そう」）

また、語句の順番を入れ替えるテストも有効な場合

がある。前述の、「として」という形式が、動詞「す

る」が「と」を伴っているのか、それとも全体で助詞

「として」と解釈すべきか曖昧な場合、以下のような

テストによって区別できることがある。

(5) 語句の入れ替えを利用したテストの例

(a) 原告側は、学校側の処分を違法として、損

害賠償を求める構えだ。

(b) 顧客のニーズを専門家として分析するのが

私の仕事です。

↓

（「NPとして」と直前の「NPを」の

位置を入れ替える）

↓

(a) *原告側は、違法として学校側の処分を、損

害賠償を求める構えだ。（「と」＋動詞「す

る」。意味は「主張する」に近い）

(b) 専門家として顧客のニーズを分析するのが

私の仕事です。（助詞の「として」。役割や

立場、位置づけを表す）



(a)例では「学校側の処分を」が「違法と」と共に

「して」（動詞「する」）の項であると考えられる。こ

れを「して」よりも後の位置に持ってくると容認不可

能になるのは、以下の例とパラレルである。

(6) 花子は手作りクッキーを学園祭で売って、2000円

を稼いだ。

(7) *花子は学園祭で売ってクッキーを、2000円を稼

いだ。（「売って」の項である「クッキーを」を、

「売って」の後へ移動）

これに対して (b)例で「顧客のニーズを」と「して」

（助詞「として」の一部）には、(a)例のような述語-項

の関係がないため、「顧客のニーズを」が「として」よ

りも後に来ても問題がない。(a)例の「して」は意味

としては「主張する」に近く、主張内容が節の形で現

れる「原告側は、学校側の処分は違法であるとして、

損害賠償を求める構えだ。」とほぼ同じ意味である。

「置き換えテスト」によって統語的な性質の異なる

表層形が区別できる例としては、以下のようなものが

ある。

(8) 置き換えを利用したテストの例

(a) 犯人を目撃したという人に事情を聴いた。

(b) 太郎が結婚したという噂を聞いた。

↓

（「（と）いう」を「（と）話す」に置き換える）

↓

(a) 犯人を目撃したと話す人に事情を聴いた。

(b) *太郎が結婚したと話す噂を聞いた。

後者の「という」は、文法化の過程で「言う」の本

来持つ「発話」の意味が失われていることがうかがえ

る。後者の「という」が「との」に置き換え可である

ことも、これを示唆している。

(9) 「（と）いう」の「との」への置き換え

(a) *犯人を目撃したとの人に事情を聴いた。

(b) 太郎が結婚したとの噂を聞いた。

置き換えは、表層形をその語義・用法に基づいてよ

り細かく区別していくためのテストとしても利用で

きる。

(10) 置き換えを利用したテストの例

(a) 試割り用の板はあらかじめ割ってあったの

を接着剤でくっつけていた。なるほど、簡単

に割れるはずだ。

(b) 今日は負けてしまった。でも、この次は必ず

勝てるはずだ。

↓

（「はずだ」を「（のも）当然だ」に置き換える）

↓

(a) 試割り用の板はあらかじめ割ってあったの

を接着剤でくっつけていた。なるほど、簡単

に割れるのも当然だ。

(b) 今日は負けてしまった。*でも、この次は必

ず勝てるのも当然だ。

また、特定の語を追加・削除することによって共起可

能性をみるテストは、意味を限定する上で有効である。

(11) 共起可能性を利用したテストの例

(a) 試割り用の板はあらかじめ割ってあったの

を接着剤でくっつけていた。なるほど、簡単

に割れるはずだ。

(b) 今日は負けてしまった。でも、この次は必ず

勝てるはずだ。

↓

（「道理で」を追加）

↓

(a) 試割り用の板はあらかじめ割ってあったの

を接着剤でくっつけていた。なるほど、道

理で簡単に割れるはずだ。

(b) 今日は負けてしまった。*でも、道理でこの

次は必ず勝てるはずだ。

その他のテストとしては、以下のようなものがある。

伝聞の「らしい」と典型的特徴を述べる「らしい」は、

前者は「ない」を付けて否定形にすることができない

が、後者はできるという違いがある。

(12) 否定形を利用したテストの例

(a) 天気予報によると、明日は雨らしいよ。

(b) 彼の性格は男らしい。

↓

（「らしい」を「らしくない」に変形）

↓

(a) *天気予報によると、明日は雨 らしくない

よ。

(b) 彼の性格は男らしくない。



3.2 テストの運用

上記のようなテストを実際に運用するにあたり、こ

こでは田中ら [3] の手法に基づき、「ネガティブテス

ト」を採用している。ネガティブテストとは、上に挙

げたような「対象となる表現の他の語への置き換え」

「（共起可能性を見るための）他の語の追加」「語順の

入れ替え」等のテスト操作が「不可能」という結果が

出た場合に、対象の表現が特定のカテゴリに「属さな

い」とするテスト形式のことである。

(13) 表現 E’ を含む文にテスト操作 ti が適用不可能な

らば、表現 E’ は分類 Ai に属さない。

このような形式を採用する理由は、主に二点に集約

される。一つは、「置き換え」「語の追加」等の操作に

ついて、それが「可能である」（その操作をしても非文

にならない、意味が通じる）という判断よりも「不可

能である」（その操作をすると、文が非文になる、あ

るいは文が意味不明になる）という判断の方が、より

基準が明確で、被験者の間で一致しやすいという傾向

がみられるためである。

もう一つは、この形式が「表現 E’が分類Aiに属す

るならば、表現 E’を含む文にテスト操作 tiが適用可

能である」という命題の対偶になっているという点で

ある。すなわち、ネガティブテストを作成するには、

ある表現が特定の分類に入るための必要条件を見つけ

ればよい。これは、ある表現が特定の分類に属するた

めの十分条件あるいは必要十分条件を見つけるよりも

容易である。もちろん、単独のネガティブテストでは、

ある表現が特定のカテゴリに属することを決定できな

い。表現の属するカテゴリを絞り込むには、ネガティ

ブテストを複数用意し、テストの適用によって該当表

現の属さないカテゴリを候補から外していくことが

必要である。これは煩雑な手続きではあるが、それま

での分類では見落とされていた新たなカテゴリの発見

や、テストの問題点の発見がしやすく、「仮説の構築

　→　テストの設計　→　テストの適用　→　フィー

ドバック　→　仮説またはテストの再構築」というサ

イクルによる改良に向いている。

3.3 アノテータの適性判断、指示の仕方の
改良、仮説・分析の棄却

言語学的テストを構築することの大きな利点の一つ

は、実際のアノテーション作業を開始する前に簡単な

テストを実行することで、アノテータの適性や、判断

の傾向を知ることができることである。現状では、数

名のアノテータ候補者にある程度のまとまったリソー

スを与え、アノテーションのためのスキーマおよびガ

イドラインを与えた上でアノテーションをさせ、その

結果が設計者の意図に即しているか評価する場合が多

い。その結果が悪い場合に、アノテータに適性がない

のか、指示の仕方が悪いのか、あるいはアノテーショ

ン設計者が仮定している言語現象の分析そのものが

間違っているのかを明確に知ることは困難である。こ

れに対し、言語学的テストを構築し、いくつかの例に

対してアノテータ候補者にアンケート形式でテストを

適用させてみるのは簡単であり、大人数に対しても実

施できる。もしアノテーション作業開始前にアノテー

タ候補者を含めて数十名から回答が得られれば、以下

のプロセスを通して事前に指示の仕方や仮説を修正し

たり、アノテータの傾向を知ることができると考えら

れる。

• ステップ 1：大多数の回答がスキーマ設計者の意

図に合っている場合、著しく異なる傾向の回答を

する数名をアノテータ候補から外す。

• ステップ 2：大多数の回答がスキーマ設計者の意

図に合っていない場合、言語学的テストの記述お

よび提示の仕方を変更する。

– その結果、大多数の回答が意図に合うよう

になった場合は、改良後の言語学的テスト

の記述方法・提示方法をその後のアノテー

ション作業でも利用する。

– もし、その後も大多数の回答が意図に合わ

ない場合は、スキーマの元になっている言

語学的分析の信頼性を疑い、必要ならば棄

却して分析をやり直す。

何をもって「大多数」とするか、また何人以上の回

答があればよしとするのかについては、現在実際に言

語学的テスト結果の一致度を見る調査を行いながら、

仮説を構築中である。この調査は、大学１年生～大学

院生を含む学生 40人程度を対象に、数回にわたり行っ

た。被験者には「（と）いう」などの表現を含む文を提

示し、用法の分類などは一切明らかにせず、「この表

現を別の表現に置き換えると意味が変化するか」のよ

うな形式の問いに対してYES/NO/わからない、で回

答するようにした。調査結果から、特に言語学的テス

ト（ネガティブテスト）の提示方法の改良について、

いくつかのノウハウが得られた。詳しくは、田中ら [4]

を参照。



3.4 残った問題

3.4.1 言語学的テストによって、語義は一意に定ま

るのか？

アノテーション対象表現にすべての言語学的テスト

を適用した結果、語義が一意に定まらない場合には、

語義の分析が不十分である可能性と、アノテーション

対象表現を取り巻く文脈情報が曖昧性の解消に不十分

である可能性の二つがある。後者については、例えば

書き言葉で特に前後に文脈のない「今度の転校生は男

らしい。」という文において、「らしい」の意味が「典

型的特徴」か「伝聞」か一意に定まらない。また文脈

が存在する場合でも、辞書で異なる語義として指定さ

れたもののどちらで解釈しても、文脈と全く矛盾しな

い場合があることは当然予想される。現時点では、そ

のような場合は可能な語義を複数選択するようにして

いる。

3.4.2 言語学的テストによって切り取ることのでき

る差異は、すべて語義の差異なのか？

表現に対して言語学的テストを適用することで観察

される容認性・適切性の差が、常に「適切な語義の境

界」を示しているかという問題がある。単純に考える

と、答えは Noである。例えば先に例示した「置き換

え」のテストは、単に「ある表現を別の表現に置き換

えるかどうかを判断する」というだけであれば、必ず

しも適切な語義の境界を示さないように思える場合は

数多く考えられる。例えば、「太郎は女の子から手紙

をもらった」という文において、「女の子」が「花子」

と置き換え可能な場合と、「メアリー」と置き換え可

能な場合とで、「女の子」の「語義」が異なっている

と考えるのは不適切である。また、「言う」という動

詞を「まくしたてる」と言い換えられる場合と、「さ

さやく」と言い換えられる場合とで、「語義が異なっ

ている」と考えるのが妥当であるかどうかも疑問であ

る。もしこれを語義の差異と捉えるならば、「言う」の

ような表現に対して実に多くの語義を認めなくてはな

らなくなる。現時点ではこの問題に対して明確な方針

は立っていないが、今後は何を「語義の違い」と見な

すかを厳密に定義し、テスト設計に方法論に反映させ

ていく予定である。

4 結論にかえて：アノテーションで

「言語事実」を捉えるために

言語学、特に生成文法・形式意味論等、母語話者の内

省的直観を説明対象とする学問に対しては、異なるア

プローチをとる研究者からの批判がしばしば見受けら

れる。それらの批判の多くは、母語話者の言語直観に

基づく実験の再現性の乏しさ、またそれらの実験結果

に基づく現象の一般化および言語理論構築の危うさに

向けられたものである。しかしながら、言語の統語構

造および意味を対象とする以上、それらに対する母語

話者の直観を「言語事実を反映したデータ」として扱

うことは避けられない。文の統語構造および意味は本

来目に見えないものであり、話し手および聞き手の心

の中にしか存在しないからである。また、誰かが作っ

た「規範」のようなものが外に存在するわけでもない

（もしそのようなものが存在したとしても、それも突

き詰めればそれを作った人物（集団）の直観に基づい

ているものである）。アノテーション作業も例外では

なく、実テキストに対して統語的構造あるいは意味に

関する情報を付与するということは、アノテーション

作業者あるいはスキーマ設計者の内省的直観を可視化

していることにほぼ等しい1。

そもそも母語話者の言語直観を研究対象とすること

に対する批判・不信は、それらを扱うための実験的方

法論の不備に起因している。言語直観を対象とした実

験および科学的理論構築の方法論には Hojiらの一連

の研究 [1]があるが、多くの場合は言語学のコミュニ

ティにおいて暗黙のうちに置かれた仮定・基準に基づ

いて「言語事実」が決定され、そのうえで議論がなさ

れているのが現状である。しかしながら同時に、言語

学において蓄積されている言語現象に関する豊富な知

見・分析は、決して無視してよいものではない。言語

の意味を認識するための知識を機械に与えるにあたっ

て必要な作業は、言語学における知見・分析をより明

確な基準に従って検証し、実テキストのアノテーショ

ンという、通常の言語研究よりも雑多な要素の含まれ

る作業へ適用できるよう、編集しなおすことである。

本研究で紹介したアノテーション手法は、言語学的

な知見を自然言語処理に応用するための道具立てとし

て考案した。この方法論を確立することにより、言語

学に対しても、実テキストへのアノテーションという

1もちろん、すべてのアノテーションが人間の直観に基づく必要
があると言っているのではない。アノテーションの応用範囲は多様
であるので、その際にマークアップする必要のある知識のレベルも、
言語知識に近いものから遠いもの、また一般的なものからより限ら
れた範囲のものまであるのは当然である。



形での「理論の適用」と「修正」を通して、より網羅的

な理論の構築を促す等の貢献ができると考えている。
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