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1 序論

本稿では用例ベースアノテーションの手法によって、

助詞「で」の用法コーパスを構築するプロジェクト提

案について説明する。

日本語の統語解析においては係り受け解析が成功を

収め [7]、これを利用した基盤的・応用的研究が数多く

行われている。ただし知識検索などより知的な処理を

将来実現させるためには、詳細な解析、意味表現など

を扱える構文意味解析の必要性は大きい。例えば図 1

のような「彼女が怒って、椅子で扉をこわした。」とい

う文を考えると、係り受け解析だけでは「こわした」

の主格が「彼女」なのか省略されているのか明示され

ないため、「誰が扉をこわしたか」の判別にはさらな

る処理が必要である。

そのような詳細な統語意味解析には助詞の役割弁別

が不可欠であり、その用法コーパスの整備が必要であ

る。日本語において助詞は、「が」「を」「に」のよう

に格標識を表し意味役割を示唆するもの、「から」「の

で」のように複文を構成するもの、「か」のように単

純疑問文を作るものなど、様々な統語的意味的役割を

担っている。これらの統語的役割を弁別せずして日本

語の統語・意味解析は成り立たない。図 1の例で「椅

子で」という部分は「こわ」すときの道具を表すと考

えられるが、それも助詞「で」の用法と語彙などから

推測する必要がある。また実用的な統語解析器を構築

する場合、現実に即した統計モデルの学習や、語彙辞

書の半自動的な獲得が重要であるため、今やコーパス

は必要不可欠なものである。

しかし助詞の用法に関するコーパスは、主要な格標

識となる少数の助詞を除くと存在しない。日本語解析

の研究において広く利用されているコーパスの一つと

して、京都大学テキストコーパス（以下京大コーパス）

[4]が挙げられるが、格関係のアノテーションは一部の

文に留まっている。それに対し NAISTテキストコー

パス [3] では、京大コーパスと同じ文集合に対して、

主要な格標識である「が」「を」「に」格を対象に格関

係アノテーションが行われている。これら既存リソー

スを補完する目的で、当グループでは頻度の高い助詞

「と」に関して「と」コーパス [5]で用法アノテーショ

ンを行った。さらに助詞「で」の用法アノテーション

コーパスを整備することで、既存リソースとあわせて

高度な統語意味解析への条件が整うと考えられる。

さらに、コーパス構築を効率的に行うため用例ベー

スアノテーション手法 [2]を用いる。アノテーション

コーパスは言語処理の基準を定めるリソースであり、

その作成には人手が欠かせない。特に統語的なアノ

テーションを行う場合、アノテータにはある程度の文

法知識が必要であり、正確なアノテーションのために

は訓練期間が必要である。このような条件を緩和する

ため、似た用法の例を選択してアノテーションを行う

用例ベースアノテーションを採用することでコストの

抑制を図る。ここではアノテータに対する負荷を減ら

しつつ正確性を確保するための手段と共に、同手法を

適用して構築した「と」コーパスのデータから有効性

や適切なアノテーションのための注意点について説明

する。

2 日本語解析における助詞「で」

助詞「で」は出現頻度も高く、多様な用法がある。そ

の用法のコーパスを整備することで高度な統語意味解

析への条件が整うと考えられる。

国立国語研究所 [6]によると、助詞「で」には大き

く分けて、格助詞、接続助詞、終助詞の三つの用法が

ある。この内、格助詞用法には『選挙法改正について

は委員会で研究を進めている』のような動作主体とな

る組織を表す用法や、『大きな声で呼びますと～』の



椅子で 怒って、 扉を 彼女が こわした 
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図 1: 係り受けのみでは解釈が困難な文の例。「こわし

た」の主語が「彼女」であるか、「椅子」を道具とし

て「扉を壊した」かを認識するに係り受け解析のみで

は不十分

ような手段を表す用法、『これは関東地方でよく起こ

るものであるが～』のように動作の行われる場所、時

期を表す用法など様々なものが含まれる。特に動作主

体を表す場合は述語の意味表現に関わるため、他の用

法との区別が重要であると考えられる。

助詞「で」は京大コーパスにおいても高頻度で出現

するが、各出現の用法に関する情報は乏しい。京大

コーパスで、助詞は格助詞、接続助詞、副助詞、終助

詞に分類される。表 1は頻度の高い助詞に対するこの

分類に対する頻度を示しているが、「で」は頻度で 7

番目に位置していることがわかる。この内、最頻出の

「の」については統語的な曖昧性よりも意味的曖昧性

の解決が重要と考えられ、今後の課題と位置づけてい

る。次いで頻出する「を」「は」「に」「が」については

NAIST テキストコーパスに情報が付与され1ており、

「と」については「と」コーパスで用法が付与されて

いる。助詞「で」は出現頻度が高いにも関わらず、そ

のほとんどは格助詞としてアノテーションされている

だけで、その多様な用法を周辺の状況から判断する以

外にない。よって「で」に関してアノテーションを行

うことで、助詞の出現の大部分に対して用法が明らか

にされたリソースが実現されると考えている。

3 用例ベースアノテーション

助詞「で」の用法コーパス構築時にはコーパス作成コ

ストを抑制するため用例ベースアノテーションを採用

する。

用例ベースアノテーションとは、ラベル（この場合

用法のラベル）を直接選択してアノテーションするの

ではなく、似た用例（この場合同じ用法の文例）を選

択することでアノテーションを行う手法である。具体

1格標識として出現しているものに関して情報が付与されている

格助詞 接続助詞 副助詞 終助詞 全出現

の 2909 50328 1 0 53238

を 32949 0 0 0 32949

は 3 0 0 32231 32234

に 30562 437 0 0 30999

が 23812 3273 0 0 23085

と 21980 25 1 0 22006

で 13369 2 1 2 13374

も 0 8 9139 2 9149

表 1: 京都大学テキストコーパスに含まれる高頻度助

詞とその品詞細分類別頻度

的には図 2のように、「共格標識」や「補文標識」と

いうラベルを直接にアノテーションするのではなく、

それぞれのカテゴリに対応する『私が彼と握手する』

『林檎がおいしいと答える』という文例を提示して、ア

ノテーション対象の用法が、どの文例での用法に最も

近いかを判断させることでアノテーションをする。

アノテーションには人手が欠かせないためコーパス

作成コストは大きい。特に統語的なアノテーションを

行う場合、アノテータにはある程度の文法知識が必要

であり、正確なアノテーションのためには訓練期間が

必要である。用例ベースの枠組みでは用法ラベルでは

なく似た用法の文例を選択してアノテーションを行う

ので、アノテータに特別な文法知識を要求する必要が

なく訓練期間の短縮が可能である。アノテータは日本

語に堪能であるならば言語学の専門家である必要はな

く、適切な用例によってカテゴリ設計の意図が正しく

伝達できれば、アノテータの文法知識によらず一貫し

たアノテーションが可能であると期待される。

またアノテータの判断を助けるために京大コーパス

の品詞タグなど既存リソースの情報を提示する際にも、

用例ベースの枠組みに合わせる必要がある。京大コー

パスの品詞タグなどは用法アノテーションにおいても

重要な判断材料となるが、その理解に専門知識を要す

るようでは用例ベースアノテーションの利点が失われ

てしまう。このような課題に対し現在のところ、京大

コーパスの品詞タグなど既存リソース情報を使ってカ

テゴリ候補の順序付け、絞り込みなどを行うことで品

詞タグなどを暗黙のうちに提示するという方法をとる

こととしている。このようなアノテーション補助はア

ノテーションの正しさに悪影響を与える場合もあるた

め、明示的な基準に従って行う、カバーできない複雑

なケースについては判断を行わないなど、保守的に行

う必要があると考えているが、直接提示する場合に比

べて用例ベースの利点を失わずに既存リソースの情報



(1) 彼女はそこで、ディックと会う 

共格標識 私が彼と握手する 

(2)八百長だったと知った 

補文標識 林檎がおいしいと答える 

カテゴリ 

図 2: 用例に基づくアノテーション。ラベルの代わり

に用法の近い例を選択する。図は助詞「と」の場合
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図 3: アノテーションの流れ

を提示できる手法である。

4 用例ベースアノテーションによる

コーパス構築

ここでは、用例ベースアノテーションによって実際に

構築された「と」コーパスを例として、アノテーショ

ン手法の詳細を説明すると共に、結果データの統計に

よって手法の有効性、またデータ分析によって明らか

になった課題点とその対処案を示す。

4.1 アノテーションの詳細

「と」コーパスでは、京大コーパス中の助詞「と」

の出現 20422 個に対して2、二人のアノテータにより

重複アノテーションを施した。用法カテゴリは、並列、

補語、修飾といった統語的な機能と、「と」に前置さ

れる句が用言か体言かといった区別を組み合わせるな

どして表 2 に示す 13カテゴリを用意した。アノテー

2取り立て助詞を介する「とは」「とも」以外の複合助詞は対象
外、また本稿では「とは」「とも」に関するデータは紙面の都合上
示さない

用いた用例 意図する用法

a) 私が林檎と桃を食べる 体言の並列

b) 「話す」と「聞く」 用言の並列

c) 私が彼と握手する 体言を取る補語

d) 山と積まれた桃を食べる 体言を取る修飾

e) 「林檎」と子供 体言を取る補語 (述部省略)

f) 林檎がおいしいと答える 用言を取る補語

g) 雪が降ると犬が走る 用言を取る接続

h) 仕事が終わったと喜ぶ 用言を取る修飾

i) 「おいしい」と子供 用言を取る補語 (述部省略)

j) やっと終わった、と 文末

k) 彼は思った。おいしいと 転置

l) わんわんと犬が吠える 副詞・修飾

m) というのも、 文頭

表 2: 助詞「と」の用法アノテーションで用いたカテ

ゴリ

タはこの他に「該当無し」を選ぶこともでき、また単

一の判断をできない場合には二つ以上のカテゴリを選

ぶことも許されている。

実際のアノテーションは図 3 に示すような流れで

行った。アノテータには対象の文が記事単位で提示さ

れ、文脈情報を参照しつつ「と」に対して出現順にア

ノテーションを行った。カテゴリラベルとなる用例は 3

節で述べたようなサジェストを経て提示される。「と」

コーパスの場合、直前の語が体言ならば g)でない、等

の比較的単純なパターンマッチのみを行い、カバーで

きない複雑なケースについては判断を行わないことと

した。これはサジェストの誤りがアノテーションに決

定機な悪影響を与えるのを避けるためである。一人目

のアノテータには簡単な口頭説明のみでアノテーショ

ンをしてもらい、二人目のアノテータについては 1月

4日分のデータ (以後訓練データと呼ぶ)に対して一人

目の結果を参照しながらのアノテーションを訓練とし

た。以後 1月 4日以外のデータを評価データと呼ぶ。

4.2 統計と課題点

用法の 13カテゴリについてアノテータ間の混同行

列から Cohenの係数 [1]を計算したところ、評価デー

タでは 0.8178, データ全体では 0.8234 となった。ア

ノテータ間の一致度は比較的高いと言え、用法ベース

の枠組みにおいて最低限の訓練のみを行った場合でも

アノテーションの正しさが大きく損なわれなかったと

考えられる。またアノテーション速度を計測したとこ

ろ、アノテーションに慣れた頃では、個人差・文章間



の差があるものの 1時間 200箇所から 300箇所のペー

スとなった。他のリソースとの比較はできないが十分

な速さといえる。

アノテータ間のカテゴリ不一致の分析からは、用例

ベースの枠組みでアノテーションを行う場合、カテゴ

リラベルとなる用例として 1)カテゴリの性質を充分

に説明でき、2)誤解の余地が少ないものを選ぶことが

アノテーションの揺れを小さくするために重要である

ことが示唆された。

最大の不一致は、c)体言を取る補語と f)用言を取

る補語の間で起こり、約 1024個ある不一致のうち 912

例で「と」の直前に名詞的な用法の句が使われていた。

これは『「民営化の足下に爆弾」という見出し』のよ

うに前置された句が体言止めされている場合に、補語

が用言か体言かの判別に揺れが起こることと、f) に

用言の体言止めを含めるべきというカテゴリの意図を

用例だけで伝えることの難しさが現れていると考えら

れる。

次いで頻出する不一致は、f)用言を取る補語と i)用

言を取る補語で述部が省略されているカテゴリの間で

起こっており、199 個の不一致のうち 184 例が「と」

直後の語の品詞が名詞となっていた。これは『破壊し

たと発表』のように後置される句が体言の場合に f)と

i)を混同する場合があったと考えられる。さらに不一

致の仕方に偏りがあることから、一方のアノテータが

i) を述部の省略ではなく、述部が体言であるような用

例と勘違いしてしまったと推察され、用例の選び方に

よってカテゴリの性質が誤解される危険を示している

と考えられる。

このような課題に対しては、まず用例ベースの枠組

みでない場合と同様に、カテゴリ自体の設計、予備ア

ノテーションによる再設計が有効であると思われる。

用例ベースの場合には、カテゴリ用例の設計について

も同時に修正することが有効であろう。また「負の用

例」を使って、専門用語を使わずにカテゴリの意図に

伝えることも検討中である。カテゴリに含まれない用

例をカテゴリに含まれる正例とあわせて提示すること

で、専門知識を大きく要求しないという用例ベースの

利点を保ったまま、カテゴリ設計の正確に伝えること

が可能になると期待している。

5 結論

助詞「で」コーパスの構築提案について、日本語処理

における助詞の用法弁別の重要性と、コーパス構築の

コスト抑制手法を中心に説明した。

日本語の詳細な解析には助詞の役割弁別が不可欠で

あるとの立場から、高頻度にもかかわらずリソースの

ない助詞として「で」の用法に着目した。

またアノテーションコーパス作成時に問題となるコ

ストを抑制するため、用例ベースアノテーションを採

用することとした。用法ラベルではなく似た用法の文

例を選択してアノテーションを行うことで、アノテー

タは日本語に堪能であるならば言語学の専門家である

必要はなく、アノテータの訓練期間を短くすることが

できる。また候補絞り込みなどによって既存リソース

の情報を暗黙的に示すことで、用例ベースの枠組みの

利点を保ったままアノテーション時の負荷を軽くする

ことが可能である。

助詞「と」に関するコーパスの構築実例からは、ア

ノテーションの揺れを少なくするために、カテゴリを

表す用例として 1)カテゴリの性質を充分に説明でき、

2)誤解の余地が少ない用例を選ぶ必要があるなど、用

例ベースの枠組み独特の注意点を示し、それに対する

対処案もあわせて提示した。

「で」を始めとした助詞の用法アノテーションコー

パスが効率的に整備されれば、既存リソースと組み合

わせることで日本語の詳細な解析コーパスが実現され

る。日本語の高度な統語意味解析の実現へ向けて重要

なリソースになると考えている。
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