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1 はじめに

先行研究として，動詞の述語の語義を動詞間の共通属

性で階層的に整理し，項構造を記述した動詞項構造シ

ソーラスを構築してきた1．さらに Lexeedに掲載され
ている形容詞，形容動詞も分析し，述語の意味構造に

ついて検討を加えてきた．その結果，従来，いわゆる

活動動詞 (勉強する，検索する)と分類されてきた物
は状態変化をベースとした一体意味構造に位置づけて

整理できる見通しをえることが出来た [1](2章参照)．
しかし，ながら文を構成する要素として述語ではな

いが，同じく機能的な語として抽象名詞があり (例え
ば，「峠」(「雨の峠が超えた」)，「上限」(「債務の上限
を引き上げる」)，述語のように項をとり複雑な意味
を持ち，それが述語の意味と関係していると考えられ

る．例えば，抽象名詞「作品」で下記の文を考える．

• 「雪國」は川端康成の作品として知られている

この場合「川端康成」が作者であり，「雪国」が作品名

である．この意味を「作成する」という動作概念の述

語項構造でと記述してみると

(a1) [Pred: 作成する, Agent: 川端康成, Theme: 雪
国 (head)]

であろう．つまり「作品」の意味構造を「YはXの作
品」の項構造で捉えて規格化する意味記述法である．こ

の時，「作品」という言葉自体は「作成した物」でありこ

れは上記の述語項構造の意味役割におけるTheme(「作
成する」のヲ格) となるので，そこに headという情
報を記述しておく．

上記の意味構造を仮定すると，文に対する含意認識

の問題として，「Yの作者は誰か」という質問を行う場
合，「作者」という抽象名詞の意味構造は同様に述語項

構造で下記のように書けるであろう．

1http://vsearch.cl.cs.okayama-u.ac.jp/.

(a2) [Pred: 作成する, Agent: X, Theme: Y]

すると，含意認識タスクはこの場合，式 (a2) の変項
である Agentを上記の式 (a1)に対して問い合わせる
という課題になる．つまり，述語項構造を介して，文

書に対して質問の回答を得るという言語処理が可能に

なる．これを実現するためには

(1) 抽象名詞や述語表現がどのような述語項構造にな
るか

(2) 文から述語項構造をどう作るか

の 2つの問題を解く必要がある．この時，(2)の問題
は (1)の形がある程度決まってこないと作成すること
が出来ない．よって (1)から作成する．(1)では，述語
(動詞，サ変名詞，形容詞，形容動詞)については動詞
項構造シソーラスを発展させて構築するとして，抽象

名詞に関する分析が必要である．そこで，抽象名詞の

述語項構造を付与するアノテーションを提案する．

ところで，抽象名詞や述語の述語項構造 (以降「意
味素性構造」と呼ぶ)の書き方によってある含意関係
が抽出できなかったり，書いていない内容が含意関係

としてでてしまったりすることになる．そこで，意味

素性構造の機能を確認するために

• 意味素性構造インタプリタ

• 対象文書に対する含意関係のテスト

の両方を構築しながら文に出てくる抽象名詞に対し

てアノテーションを行う．つまり，作成する意味素性

はある種の自然言語を記述するための DSL (domain
specific language)であり，意味素性構造の Agentや
Theme，Goalや可能世界などを探索して必要とする
情報にアクセスする問い合わせ言語として振る舞う．

よって，意味素性構造をパースして実行するインタプ

リタを開発し，さらに，含意関係のテストを用意する

ことで，作成した意味素性構造がうまくテキスト文に



対して yes/noの回答を出せるか自動的に試すようにす
る環境である．これは近年のソフトウェア開発手法で

用いられている方法と同様であり，意味素性構造のア

ノテーションを安定させるために重要な役割を果たす．

よって本稿で提案する抽象名詞の意味素性構造アノ

テーションは，以下の 2つのシステムと 2つのデータ
から成る．

(システム 1) 今仮定できる意味素性構造をパースし

て実行する意味素性構造インタプリタ

(システム 2) 文に対する抽象名詞のアノテーション

作業，ならびに，インタプリタによる評価結果を

作業者に提示する統合システム

(データ 1) 抽象名詞の入った文に対する含意関係の
テスト文 (意味素性構造付き)

(データ 2) 抽象名詞および文を解析するために必要
な意味素性構造データ

作業としては具体的な文に対して、意味素性構造を付

与すると同時に，意味素性構造内で設定に無い属性や

属性値，関数が必要な場合，定義すると共に，インタ

プリタそのものも更新する．よって単に意味素性構造

を付与するだけでなく，インタプリタも同時に構築す

る手法をとる．よってアノテーション結果としては，

語彙に対する意味素性構造とその事例，ならびに，テ

ストと含意関係を解くインタプリタである．これによ

り，意味素性構造でどこまでの含意関係の質問に対す

る回答が可能なのかを明らかにする．当然，文書には

背景知識はかかれていないため，そうした知識が必要

な質問には答えられない．しかしながらそうした質問

に対しても，述語項構造で規格化した構造をベースに

拡張して対応していきたい．

図 1: 状態変化を中心に述語を位置づける

2 述語に対する意味構造

複数の動詞間で共通する意味属性を語彙概念構造を拡

張した形で記述していった結果，当てはまりにくい動

詞の事例を整理して，概略下記の意味構造を記述する

ことが必要であることがわかってきた [1]．概略をこ
こで述べると大きく下記の要素がある．

• 動作概念として，状態変化をベースに活動動詞や，
「始める/終わる」など状態変化に対しての位置づ
けとしてひとつの構造してとらえることができる

• 活動動詞の「勉強する」「研究する」など客観的
には違いがわからず，主観的な情報が必要になる

(目的など [2])

• 意味役割における Sourceと Goalは授受を特徴
化したもので，基本的には変化前，変化後である

個別の要素を説明は [1]に譲るとして，ここでは活動
動詞と状態変化について全体的な枠組みを提案する．

例えば下記の例文を考えてみよう．

• 草刈りを始める/開始する

• 研究が進む/ご飯 (を食べること)が進む，調査が
難航する/が困難を極める

最初の例であるが，「始める」などアスペクトに関する

動詞は従来別扱いなどされてきたが，単に主動作 (こ
こでは「草刈り」)のアスペクトを書き換える属性書
き換えとして捉えることができる．すると単に「始め

る」は変化スタート時点の部分を述べる動詞であり，

「終わる」などは動作が終了する部分を述べる動詞で

ある．よって状態変化をひとつのイベントの単位とす

ると図 1に示すように変化の中の一部を述べる動詞と
して位置づけられる．

これらの動詞は特異例ではない．2番目の例の進捗
に関する活動動詞の表現を考えると状態変化に対して，

活動動詞はなにかの終了状態に向けた動作として，状

態変化に並行した形で存在すると考えられる．例えば，

「研究が進む」ならば「研究」という活動には「研究

の完成」という目的が仮定されているはずで，それに

対して現在世界の状態へ近づいたことを述べている．

反対に，「難航する」などは目的に近づいていないこと

を述べている．

従来語彙概念構造では活動動詞は上位事象として切

り離されてきたが，下位事象に動作がくる表現 (「草
刈り」は単なるヲ格ではなく，動作であり，「Xが草刈
りする」という動作が埋め込まれている)があること



図 2: 抽象名詞と述語を中心とした項構造ベースの意
味素性構造付与の枠組み

から，状態変化に全ての動詞をマップして考える方が

一貫してあると考えられる．

こうした意味構造は記述するには属性と属性値とい

う組み合わせで具現化することを考えている．多く事

例を観測することで，属性と属性値の組ではうまくい

かないものが出てくるはずで，それらを整理すること

でより扱える範囲のひろい意味構造を考察したい．

図 3: 「滑走路の閉鎖が解除された」に対する項構造
ベースの意味素性構造 (lexicon)の例

3 アノテーションの枠組みと付与の
具体例

アノテーションシステムの全体像を図 2に示す．付与
する対象はテキストデータ中にある抽象名詞，および

述語でそれらの意味素性構造の付与を行う．意味素性

構造は語の lexiconであるので，ある語が複数の文で
出現してもその構造は同じでなくてはいけない (同じ
語義の場合)．よって統合アノテーションシステムは
ある文に出てきた抽象名詞に対する意味素性を付与

する場合，既に付与した事例があれば，それを提示し

て，instanceも同時に構築する．以下に，instanceと
lexiconの違いについて事例を挙げて説明しよう．
図 3 には「滑走路の閉鎖が解除された」という文

に対する lexicon を付与した事例を挙げている．図で
は「閉鎖」と「解除」について項構造ベースの意味素

性構造が付与されており，意味素性構造内では，その

Theme などに入る要素に対して，また素性構造を呼
び出している．図 3 では，「閉鎖」の意味構造ではは
「滑走路」の持つ使用目的が使えなくなったことを表

しており，「解除」では，Theme(「Xを解除する」の
ヲ格)での状態書き換えを打ち消すという状態書き換
えが記述されている．この事例でもわかるように，意

味素性構造は独立ではなくお互いに依存し合っている

ので，これらの一貫性のチェックにはインタプリタが

必要である．

図 4: 「滑走路の閉鎖が解除された」の意味素性構造
(instance)の事例



次にこれらの instance の例を図 4 に示そう．ほと
んど同じであるがThemeの部分が具体化されている．
理想的には lexiconが用意されただけで，instanceが
自動的に作成されてほしいが，これを行うには係り受

け解析や述語・抽象名詞の意味構造と表層との関係を

マッチングする新たなシステムが必要になるため，難

しい．そこで，当面は instance の場合も人手で入力
する．ただし，ほとんどが lexiconと同様であるから，
入力する際には統合システムが一貫性をもって容易に

入力できるように補助する機能を持つ必要がある．

文から直接意味素性構造を自動で対応させること

ができないので，テスト文の方も同様に意味素性構造

の lexiconと instanceを同時に記述する方法をとる．
インタプリタで対象文書とテスト文の意味素性構造

(instance) を利用して実行を行い，含意認識のテスト
文に対する yes/noを出力し，結果を返す．含意認識
の計算は意味素性構造に書かれた関係をたどっていく

のでこの書き方でうまくいったりいかなかったりする．

含意認識関係が間違った場合，属性が不足しているの

か，属性の一貫性がわるいのか，属性が曖昧なのか，

文のあるべき要素が省略されているのか，文の意味で

は無理で，なにか背景知識を加えなければ解けない問

題なのかにわけて，作業者は意味素性構造の変更を行

う．意味素性構造をある部分で変えた場合，統合シス

テムはすぐに既に付与されている instanceをすべて変
更して，テストを繰り返し，どのテストが合格して，

どのテストが失敗したかを報告する．こうしたテスト

ベースの開発によって，一貫性のある意味素性構造の

構築を目指す．

4 波及効果と見通し

本アノテーションは一貫性を保ちながら述語項構造

ベースの意味素性構造を述語と抽象名詞について付与

を行っていく．意味素性構造はある種の言語に相当す

るので，構築には時間がとても掛かることが予測され

る．まず，統合アノテーションツールの作成と，イン

タプリタの開発が必要であるためアノテーション作業

をすぐに始めることが出来ない．しかしながら，アノ

テーション環境が整い，ある程度の文に対して付与が

可能となると文に書かれている明示的なものに対する

含意関係を解くプログラムを同時に提供するため，成

功すればその波及効果は大きい．

意味素性構造による整理で，例えば「作者」や「作

品」などは属性の記述でおそらく十分で付与が容易な

抽象名詞である．一方で「台風は峠を越えた」「債務

の上限を引き上げる」といった「峠」や「上限」はあ

る仮定された範囲内での最高値などを指定しており，

数値と置き換わることもあれば，他の言葉に置き換わ

ることもあり，記述にはある種の大小関係を規格化す

るような関数的な記述が必要と考えられる．また，「原

稿が間に合う」「賞味期限が切れた」など属性値とし

てある基準値を仮定しないと解釈がうまくいかないも

のが多数観測されているので，値ではない概念的な基

準をどう規格化して意味属性に記述するかなど課題は

多い．当然，関数を利用した意味素性構造の記述を仮

定した場合はそれを解釈する部分もインタプリタで実

現しなくてはいけない．

逆にこうしたある種の意味解釈システムの枠組みを

固定したときに，できる範囲での含意認識はどの程度

の物なのか，どの範囲からは背景知識が必要であるか

がわかれば，その背景知識を獲得するためのWebベー
スとのシステムの設計においてターゲットが絞りやす

いのではないかと考えられる．現在の見通しでは，お

そらく意味素性構造を instanceベースまで書いて，照
応がわかってる段階で含意認識をすれば，書かれてい

る物は抽出可能であるように考えられる．しかし，実

際は照応を解くことは容易ではないため，可能な意味

素性構造 (instance)の出来方から，逆に照応問題が解
けるようになることが期待される．

5 まとめ

本稿では述語項構造をベースとした抽象名詞を中心と

した意味素性構造アノテーションを提案した．同時に

意味素性構造インタプリタを開発しながら付与を進め

る方式を提案した．アノテーションにはテスト文を同

時に構築する．これにより，構築した意味素性構造が

一貫性があり，かつ用意した含意認識をどれだけ解け

るかの評価がアノテーション最中に作業者に教えるこ

とが出来るため，有用な意味素性構造を構築できる枠

組みと考えられる．今後具体的に開発をすすめつつ問

題点を整理する予定である．
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