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SAGE2003 では EDR 辞書に未収録の固有名詞(以下，EDR 未

原田研究室はこれまで，EDR電子化辞書を元に，日本語

知語)の語意を決定するための固有名詞辞書を用意している．

文章を意味解析し，格フレーム群に変換するシステム

SAGEはEDR未知語を一時的にEDR辞書に存在する語に置換し，

SAGE[1]を開発してきた．SAGEは，係り受け関係にある 2

その語と係り受け関係にある語との格を決定した後，固有名

文節の語意と格をEDR辞書の情報によって決定している．

詞辞書により決定した語意を与える．例えば，「スナフキン

このため，EDR辞書に事例の少ない固有名詞，疑問詞，括

は行く」の「スナフキン」は EDR 未知語なので，固有名詞辞

弧による修飾，断定表現を含む文章の語意と格を決定する

書を検索する．その結果，「スナフキン」が人名であると判

精度が低かった．また，文章が 1 文節のみで構成されてい

別され「人間」という語意が決定する．次に，表 1.に示す固

る場合，共起情報が得られず語意が決定できなかった．本

有名詞置換表によって一時的に「スナフキン」を「私」に置

研究では，このような場合にも正しい語意と格を決定する

換し，「私」と「行く」の間の格を object 格と決定した後，

規則を提案し，SAGEの高精度化を行った．またSAGEの

「スナフキン」に対して固有名詞辞書によってすでに決定さ

格フレーム群をSowaの提案する概念グラフ[2] に変換する

れている「人間」という語意を与える．これによって正しい

ためのシステムAEGISを開発した．AEGISは形式の変換

語意と格が決定できる．

に際して，述語の時制や様相の判別，概念とそのインスタ

表 1.固有名詞置換表

ンスの明確な区別を行う．

未知語分類 置換される語
語意
人名
私
人間
物事が行われた
地名
渋谷
り，存在したりす
る物理的空間
組織名
マイクロソフト 組織体

2.意味解析システム SAGE
SAGE における意味解析とは，係り受け関係にあるすべ
ての 2 文節の語意とその主辞同士の深層格を決定し，語毎
の格フレームからなる意味ネットワークを生成することで
ある．ここでいう主辞とは，文節の主要な語を指す．ただ

4.2.補足節を伴う疑問表現の解析

し，複合語の場合は，主辞を明確に判別するために，主辞
自身には head 格を付与している．

疑問詞についても「4.1.固有表現の解析」で用いたものと

3.SAGE2003 のシステム構成

同様の手法で解析できる． 例えば，「それは何故だ」の「何

SAGE は形態素解析と係り受け解析のされた文章を入力と

故」は疑問詞であるから疑問詞置換表によって「理由」に置

して意味解析を行い格フレーム群を生成する．図 1.に SAGE

換し，格が決定された後で「なぜ・どうして」という語意を

のシステム図を示す．

与える．

4.3.名詞の断定表現解析
日本語入力文

茶筅、juman

KNP・南瓜

形態素解析

係り受け解析

SAGE本体

「A は(or が)B だ」というような断定表現のうちで，「柊
は花だ」のように A と B が共に名詞である場合(以下，名詞

PreSAGE

•語意と深層格の決定

の断定)，A は B という属性を持っていると考えられる．そこ

Tree述語に変換
括弧処理

•Tree述語（係り受け木）上の2文節ずつ処理を行なう（繰返す）。
係り受け木上の
2文節

で AB 間の格を a-object 格とすることにした．

固有表現辞書検索
NO

1文節のみの文で
あるか？
YES

固有表現をEDRに収録されて
いる単語に置換する

4.4.半角文字の処理

PostSAGE

文節番号の追加

「南瓜」は全角文字による文章しか解析できない．そこで

疑問詞処理
EDR共起辞書の事例が少ないので疑問詞
は、出現頻度の高い類似の単語に置換

1文1文節の処理

「南瓜」の前処理として文章中の半角文字を全角文字へと変

格フレーム

換するルーチンを追加した．

EDR辞書検索

語意の候補をEDR単語辞
書から検索

AEGIS
EDR単語辞書、概念辞書、共起辞書
を検索し、「語意-格確率」、「語意確
率・格確率」、「共起語意-格確率」を
算出する。

最適な語意と格
の決定
•最適な語意と格を決定
•「名詞の断定」の場合の格を修正

中間表現
格フレーム

4.5.括弧を用いた修飾の解析

概念グラフ生成

従来の SAGE は括弧を含む文章に対して，単純に括弧を取
概念フレーム

り除く処理を行っていた．この処理方法では，「(私の個人

図 1.SAGE2003 の処理の流れ

的な意見ではあるが，)彼は天才である．」のような文章は
括弧を除いても意味的な違いは生じないが，「田中氏(46)は

4.SAGE の精度向上
4.1.固有表現の解析

東京に行った．」という文章では括弧を除くと「田中氏 46
は」となり意味が通らない．よって「田中氏」と「46」の間
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の深層格を正しく決定できない．そこで括弧を含む文章を以

おいており自然語文章への変換が困難であるのに対し，SAGE

下の表 2.に示すように 5 つのパターンに分類し，それぞれに

フレームは自然語文章を構成するための情報を豊富に持っ

相応しい格を与えるようにした．

ているからである．CG フレームによる知識表現の例を以下に

表 2.括弧の分類と対処法
種類
判別ルール
補足・ 年齢 括弧内が名詞句のみ
括弧内が名詞句のみであり，
換言・ 代替 括弧内と括弧前の概念IDが等
しい
補完
括弧内の最後の形態素が助詞

示す．
「私は東京を知らない．」

出力格・ 処理方法
modifier格を付与

frame(1,'4449ee','首都である地名','東京',
'東京','JN2','を',[],[],[1,2]).

or格を付与

frame(2,'0e7e95','わたし','*',
括弧を取り除く

'私','JN1','は',[],[],[1,1]).

4.6.一文が一文節からなる文章の解析

frame(3,'1e855e','存在を認める','*',

SAGE は 2 文節間の共起情報から語意と格を決定する．し

'知らない','JVE','none',

かし，この手法では「君だ」「まさか」といった 1 文節から

[[object,1],[agent,2],[main,3]],

なる文章(以下，1 文 1 文節の文)は解析できない．そこで

[[not,3]],[1,3]).

SAGE2003 では 1 文 1 文節の文が入力として与えられた場合，

AEGIS が type label と referent を決定する際の規則を以

共起情報による語意と格の決定を行わずにEDR 辞書の単語情

下の表 3.にまとめた.

報から語意を決定するようにした(1文1文節の文では係り受

表 3.type label と referent の決定規則

け関係が存在しないため格の決定は行わない)．

type labe l
re f e re n t
一般概念 主辞の概念ID
＊
固有概念 主辞の一階上位概念ID 文節の日本語表記
同一概念 主辞の概念ID
シリアルナンバー

5.SAGE フレームから概念グラフへの変換
SAGE の格フレームを利用したシステムには質問応答や文
書分類などが挙げられるが，これらのシステムでは与えられ
る知識文から推論によって新しい知識文を得ることが必要

ここで，照応解析によって先行詞，ゼロ代名詞，限定詞と

となる．また，語意についても，より詳細な記述が必要であ

みなされた語とそれらが指す語を同一概念と呼び，一意なシ

る．例えば，「猫の目が光った」という場合に「猫」が一般

リアルナンバーを与える．

的な概念としての猫であるのか，ある特定の猫であるのかを

6.おわりに

区別して表現したい．また，「光った」に対しても，「光る

本研究で開発した SAGE2003 の意味解析の精度を調べる評

こと」という意味の語意に加えて，それが過去の出来事であ

価実験をEDR コーパスおよびインターネットや新聞記事など

ったことを追加情報として表現したい．検討の結果，Sowa の

から無作為に抽出した文章に対して行った．
表 4.SAGE2003 の評価実験の結果

提案する概念グラフがこれらの要求を満足することがわか

コーパス101文
新聞・インターネット記事
語意の正誤 格の正誤
語意の正誤 格の正誤
SAGE2002
89.3%
89.2%
57.5%
57.4%
SAGE2003
90.2%
90.0%
87.0%
86.8%

った．そこで，本研究では SAGE の格フレーム群から概念グ
ラフへの変換を行うシステム AEGIS の開発を行った．概念グ
ラフは「語意」をノード，「語間の深層格」または「時制や

表 4.に示したように本年度の研究によって，SAGE が一般

様相などの属性」をアークとするグラフ表現であり，「語意」
を語の指す実体が属する型(type label)と，実体そのものに

の文章の解析に耐え得る精度を持つことが証明された．

対する参照(referent)の組で表すグラフであると定義され

謝辞

ている．ここで referent は，語が特定の実体を指す場合は

本研究の一部は文部科学省科学研究費基盤研究 C『日本語

個体識別子としてシリアルナンバー「#n(n は一意の数)」も

文章の常識を用いた意味理解・文脈理解システムの開発研

しくは一意な文字列をとり，特定の実体を指さない一般の概

究』の補助金を用いて行われました．ここに感謝いたします．

念である場合は一般識別子「*」をとる．即ち，概念グラフ
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