
出来事の望ましさ判定を目的とした語彙知識獲得�

乾孝司 乾健太郎 松本裕治
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

�����������	
������
���������	�������

� はじめに
情報検索や情報抽出に代表されるように，膨大な量

のテキストデータから何らかの有益な情報を獲得する
技術の確立が強く求められている．特に近年では，テ
キストから意見を収集したり，例文 ���のように，意見
中の出来事が望ましい（以下，��������あるいは � ）出
来事か望ましくない（以下，��	
����あるいは �．ま
た，以下では望ましさに関する属性値を �� 値と呼ぶ）
出来事であるかを自動判定する技術に対する需要が高
まりつつある（例えば，文献 ��� �� �	）．

��� 
� 美味しくて良かったよ。���

�� せっかく来たのにお店が閉まっていた。���

ここで，良い��������� �や 悪い���	
���� � のよ
うな，�� 値が付与された語彙知識集合（以下，�� 辞
書）は，出来事（を表す文）の望ましさを判定する際
に有益な情報となり得る．しかしながら，望ましさは，
取り扱う対象領域に強く依存し，領域毎に個別に辞書
を構築する必要がある．そのため，辞書構築時にかか
る人手負荷をできるだけ排除した，効率的な辞書構築
手法が求められている．
我々は，人手処理を介在させずに，初期 ��辞書から

ブートストラップ的に ��辞書を拡張する手法を検討し
ている．本手法は，図１に示すように，�つの過程から
構成され，コーパスから収集したテキスト・セグメント
間における望ましさの一致関係を手がかりとして用い
る．本稿では，��辞書拡張手法の概要を説明し，提案
手法の実現可能性に関する現状の調査結果を報告する．

� 望ましさの定義
ある出来事の望ましさは，それがどのような対象領
域であるか，主体がその出来事とどのような側面や視
点から関わるかに依存する．本稿では，出来事の望ま
しさを次のように定義する．

� 出来事の望ましさ： 主体間で共通する一つの目標
状態を仮定する．もし，目標に到達する，あるい
は目標到達に近付いているならば，その出来事を
��������とし，逆に，目標の達成から遠のくような
出来事のことを ��	
����とする．どちらにも該当
しない出来事は中立（�����
あるいは �）とする．
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表 �� リサイクル領域の �� 辞書エントリ例

��������
楽しい 回収 再生品 分別
分別作業 ごみ減量 低公害車

��	
����
恐れる ゴミ問題 深刻化 回収コスト
捨てる 過剰包装 環境破壊 無駄

本稿では，環境保全を目標状態と定め，リサイクル
関連の新聞記事を取り扱う．この場合，ごみの削減や
紙の再利用などが ��������な出来事となる． ��� ， ���
にリサイクル領域に現れる例文を示す．表 �は，リサ
イクル領域の �� 辞書エントリの例である．

��� �� スチール缶の再資源化率を引き上げる。���

�� 店の袋を使わない消費者を優遇する。���

�	� �� ＯＡ化が進み紙ごみが急増する。���

�� イメージダウンを恐れ簡易包装には消極的だ。���

� �� 辞書
��� エントリの特徴
我々が想定する �� 辞書は次のような特徴をもつ．

� 「楽しい」のように広範な領域で現れるエントリ
を含む一方で，「回収」や「環境破壊」のように，領
域に固有なエントリを含む．

� 複合語自身とそれを分解した構成要素の両方を辞
書登録する．これは，回収ペットボトル���������
」と 使用済みペットボトル���	
���� �のように，
同一の主辞形態素をもつにも関わらず複合語とし
ての ��値が異なるエントリが存在することによる．

� モノ概念を表す語は，以下のように，存在や増加と
いった出来事として拡大解釈し，��値を特定する．

� 『モノ』がある（例：ごみがある）
� 『モノ』が増える（例：ごみが増える）

例えば，「ごみがある（増える）」は ��	
����として
解釈でき，ごみ���	
���� �を辞書に登録する．

��� �� 演算子
表 �に示す程度や開始，継続などを表す表現はそれ

単独では ��値が定まらない ��	． 本稿では，このよう
な表現を �� 演算子と呼び，�� 値をもつ通常のエント
リとは別に取り扱う．演算子は，スロットを持つパタ
ンを構成し，ある要素がスロットのフィラーとして埋
まることで始めて �� 値が特定できる． ��
� の「高
い」は，単独では ��値が特定できないが，スロットに
��������である「リサイクル率」を伴うことで組合せと
して ��������であると特定できる．同様に， ���� は
組合せとして ��	
����であると特定できる．



表 �� �� 演算子の例
���� 高い 増える 乗り出す 進める 取り組む

���� 減らす 少ない 抑制 なくす 抑える ～ない

�
� �� リサイクル率� が 高い���� ���

�� リサイクルコスト� が 高い���� ���

�� 環境負荷� が 少ない����� ���

�� 株価� が 高い���� ���

（単語右下の（�����）は単語の �� 値を表す）

�� 演算子は �� 値ではなく ��� か �����の２極の
属性値をもつエントリとする．属性値が ���であれば
フィラーと ��演算子の組合せの ��値は，フィラーの
��値を継承し，属性値が�����であればフィラーの ��

値を反転させた値とする（ ���� ）．フィラーが �����


である場合は，演算子の属性値にかかわらず組合せの
��値は �����
とする（ ���� ）．後述するパタンの文
脈制約を満たさない場合，�� 演算子は �����
 の ��

値をもつ通常のエントリとして扱う．式 ���に本稿で用
いたパタンを示す．スロットは ��演算子の係り元文節
にあり，助詞を介して演算子表現に係るものとする．

スロット （が �を �に �の �は）� �� 演算子 ���

（ � �は係り受け関係を示す）

本稿では，表 �や表 �のような語彙知識集合のこと
を �� 辞書と呼ぶが，�� 演算子は一般的な語クラスか
ら成り，領域間で共通していると想定できる．そこで
本稿では，��演算子は獲得対象からは除外し，��値を
属性値としてもつ通常のエントリの獲得のみを目指す．

� 提案手法
本節では，人手処理を介在させずに，初期 ��辞書か

らブートストラップ的に ��辞書を拡張する手法につい
て述べる．本手法は図 �のように �つの過程からなる．
まず，図中の「リサイクル運動を推し進める」のよう

に，あるテキスト・セグメント（以下，節）の構成内容
語が初期 ��辞書に登録されている時，構成語の組合せ
から，節の ��値は ��������であると推測できる（図 �
の（�），（�））．このような節を ��既定節と呼ぶ．次に，
��既定節の �� 値が，��値の定まっていない �� 未定
節（例えば，「環境保全への関心が高まる」）と一致する
ことがわかれば，��既定節を経由して ��未定節の ��

値が特定できる（図 �の（�））．（�）によって新たに得
られた ��既定節の構成内容語の中に，現在の �� 辞書
エントリに存在しないものがあれば（例えば，「環境保
全」），�� 辞書と節の �� 値を利用して，単語の �� 値
を判定し，新エントリとして ��辞書に登録する（図 �
の（�）と（�））．新規登録により更新された ��辞書を
用いて，新たな �� 未定節の ��値判定を試み，新規登
録単語が無くなるまで（�）～（�）の処理を繰り返す．

��構成，��遷移，��分解の個々の過程の実現可能
性について調査した．以下，各々について報告する．
��� �� 遷移過程
����� �� 一致の同定

�� 遷移過程では，節間における �� 値の一致関係を
利用し，�� 既定節から �� 未定節へ �� 値を遷移させ

図 �� 処理のながれ

る．この過程を実現するには，��値の一致関係が成立
する節の対を同定する手法が必要となる．
小林ら ��	の国語辞典を利用した �� 辞書構築手法で

は，辞典中の見出し語と語釈文の双方の ��値をブート
ストラップ的に求め，��辞書を構築する．この手法で
は，「見出し語と語釈文の間では ��値が一致する」とい
う仮定に基づき ��一致関係を得ているが，この場合，
被覆率が確保できないという問題があった．
我々は，知識源としてコーパスを利用し，コーパス

から抽出した因果関係に立つ出来事対から ��一致関係
を得ることを考える．これは因果関係に立つ出来事間
の �� 値は一致するという次の仮説に基づく．

� 仮説：��������な出来事は，��������な出来事を引
き起こす．また，��	
����な出来事は，��	
����

な出来事を引き起こす．

もし上記の仮説が正しければ，文献 ��	で示した手法に
より因果関係に立つ出来事対を大量に収集することに
よって，��一致関係をもつ節の対が自動的かつ大規模
に獲得できる可能性がある．
����� 検証
新聞記事 ��� �	 中のリサイクル関連記事から獲得し

た因果関係に立つ出来事対 ���件を対象にして，�つの
出来事間での ��値の一致率を調査した．表 �に新聞記
事に含まれていた因果関係に立つ出来事対の例，関係
毎の出現頻度と ��値が一致していた事例数をそれぞれ
示す．因果関係は文献 ��	に従って �種に分類した�．
関係種類により一致率は異なるが，�����関係，�����

関係，���	� 関係では一致傾向があった．これらの関
係からは，ある程度高い割合で ��一致関係が同定でき
ることが伺える．一方，
����	 関係では一致と不一致
が同数程度あった．特に，表 �の例のように「望まし
くない出来事を解消するための行為」という形式での
不一致が多く観測された．現状の調査は小規模ではあ
るが，今後必要に応じて因果関係の種類をさらに分類，

�それぞれの因果関係は，おおよそ次の意味関係をあらわす．
&�����'（原因%結果），&�����'（効果），&�	��
��'（前提条件），
&����'（手段）．詳細は文献 ()*に譲る．



表 	� リサイクル領域に現れる因果関係例
関係名 前件 後件 頻度 一致数
����� 天候不順により回収量が伸び悩む ��� 段ボール古紙などの流通在庫が半分以下に落ち込む ��� +,- ./
����� 自治体がゴミ分別回収に積極的に取り組む ��� 使用済み缶の集荷率が高まる ��� )- ),

�	��
�� 大量の生ごみが発生する ��� たい肥に変えてリサイクルを推進する ��� -, 0.
���� 再生紙利用のガイドラインを作成する ��� 古紙のリサイクルを促進する ��� )01 )+2

�� ������� �� �

�
�� ����� �� �� ����� � � � �
�� ������� ������� �

図 �� �� 構成規則

���
��� � 3 節頭文節 444 節末文節5

① 文節 �を根とする最大係り受け木の ��値 �� 	
��3�5を特定
② �� � 6 節末文節 ��
� 終了
③ 文節 �の係り先文節 � を取得
④ �� 辞書を用いて文節 � の �� 値 �� ��3�5を特定
⑤ �� 構成表を用いて �� ���3�� �5を特定，値を記憶領域に格納


��

図 	� �� 構成アルゴリズム

選択的に利用することで，��一致関係をもつ節の対が
コーパスから得られると期待できる．

��� �� 構成過程
����� 手法

��構成過程では，��辞書を利用して節の ��値を判
定する．判定アルゴリズムは，部分係り受け木の ��値
を推定する規則を用いて，係り受け木の ��値を段階的
に構成することによって節の �� 値を求める．

�� 構成規則： 本規則は「主辞要素ほど節全体の ��値
に強く影響を与える」という仮説に基づく．この
仮説を係り受け関係に対して考えるならば，これ
は「係り側文節よりも受け側文節ほど節の ��値に
強い影響を与える」と解釈できる．例えば，例文
���では，下線部の要素が節全体の ��値に最も強
く影響すると考えられる．

��� �� 再生�が �難しい� �材料�を�含む� ���

�� 深刻化�する�ゴミ問題�に�対処する� ���

（��は係り受け関係を示す）

構成規則を図 � に示す．文節 � は文節 � に係っ
ており，�� �����は文節 � の �� 値，�� �������
は，文節 � を根とする最大係り受け木の �� 値，
�� ������� ��は文節 �を根とする最大係り受け木に
文節 �を加えた部分木全体の �� 値を表す．�� 構
成規則および ���節で述べた ��演算子から導出さ
れる �� ������� ��は，表 �のように ��構成表とし
てまとめられる．

表 
� �� ������ ��を求める �� 構成表
�� ��3�5

� � ���� 	���� 


�� 	
��3�5
� � � � � �
� � � � � �

 � � 
 
 


表 �� �� 構成による節の �� 値判定精度
再現率 適合率

� ���� ��������� ���� ���������
� ���� ���
����� ���� ���
��	��
� ���� � ��� ��� ���� � ��� ���

�� 構成アルゴリズム（図 �）： ��構成表に従って，節
頭文節から順に係り受け木の ��値を順次判定して
いき，最終的には，�� �����節末文節�を節の ��

値とする．文節の ��値は，格助詞などの補足語は
考慮せず，内容語の ��値で代表させ，内容語の ��

値は �� 辞書を引くことで特定した．図 � の操作
⑤では，受け側文節 �とそのすべての係り側文節 �

から得られる �� ������� ��を，求めた順にリスト
������に格納する．リストは文節毎に用意し，文節
�のリスト ������は，操作①で �� �������を特
定する際に利用する．具体的には，������の最も
末尾側にある ��������か ��	
����を �� �������
とした．

����� 評価実験
提案手法による節の ��値判定精度を実験的に検証し

た．実験の設定を以下に示す．

� 対象データは �����節で用いた因果関係の出来事対
���件のうち，�����関係，���	� 関係の ���件，
���節（平均 ���文節／節）．

� ��� 事例に含まれるすべての単語を洩れなく収録
した �� 辞書を人手で構築して使用した．エン
トリ数はそれぞれ，�������������，��	
��������，
�������，��������，それ以外は �����
である．

� 「～ない」，「～にくい」は独立した文節として扱う．
表 �に判定精度を示す．提案手法は，係り受け関係に

基づく単純な手法ではある�が，新聞記事中から得たリ
サイクル領域の節に関する限り，�������� と ��	
����

に関しては高い精度を得ており，本手法の有効性を示唆
している．本アルゴリズムでは対処できない典型的な誤
り事例を例と共に以下に示す．まず，�� 値が ��������

か ��	
����である単語がひとつでも節内に含まれてい
れば，節の ��値を �����
と判定できない（ ��
� ）．
逆に，節内に含まれている単語の ��値がすべて �����


であれば，節の ��値を ��������あるいは ��	
����と
判定できない（ ���� ）．また，省略表現（ ���� の「値
段の」）や連体修飾（ ���� の「再使用可能な」）を含む

�例えば，目良 (1*の情緒値計算式は，格役割を考慮するなど，我々
の手法を精緻化したものと捉えることができる．



図 
� �� 分解

節での誤りが比較的多く観測された．今後は対象領域，
データ規模を増やしつつ，これらの誤りに対応したア
ルゴリズムの開発を進めていく予定である．

��� �� 【�����
�と判定できない場合の誤り例】
排水�の 再利用�を 繰り返す�と 水分�の
イオン濃度�が 上がる����

正答�������
�� 出力�����������

�� 【�����
�と判定した場合の誤り例】
微生物�の 働き�で 土�に 戻る�

正答����������� 出力�������
��

�� 【省略表現を含む誤り例】
再生紙�の（値段�の）方�が 上質紙�より 高い����

正答����	
����� 出力�����������

�� 【連体修飾を含む誤り例】
再使用可能�な 包装紙�の 普及����を 目指す����

正答����������� 出力����	
�����

��� �� 分解過程
����� 手法

��分解過程では，��辞書と節の ��値を利用し，節
内の単語の �� 値を特定する．具体的には，表 �に代
わり，表 �の �� 分解表を用い，構成過程の逆の操作
を行う．ある受け側文節 � に対して最も節末に位置す
る係り側文節が �である時，�� �������と �� �����の
値を利用して文節 �（の内容語）の �� 値 �� ����� を
判定する（図 �）．�� 分解表によって得られる �� 値
は �� �������であるが，受け側文節優先仮説を踏襲
し，ここでは �� �������で �� �����を近似する．��

分解表に従って，節末から節頭に向かって処理を進め，
�� �������が特定できなった時点で処理を終了する．
����� 評価実験

�����節と同一のデータ，条件設定で �� 分解過程の
精度を検証した．表 �左側（制約なし�）に判定精度
を示す．また，判定できたエントリ例を以下に示す．

� 分別回収� 食い止める� 再利用率� 循環型社会�

� 回収漏れ� 伸び悩む� 生ごみ廃棄物� 過剰包装�

表 �から，��値が �����
である単語に対して，誤っ
た ��値を割り当てるケースが多いことがわかる．そこ
で，次の制約を新たに課して分解過程を実行した．

� 分解制約：分解過程で新たに ��値が特定された単
語について，��値を �に置き換えて構成過程を実
行する．この時，もし節の ��値が正しく特定され
るならば，分解過程の出力を保留する．

表 �� �� 	
�����を求める �� 分解表
�� ��3�5
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表 �� �� 分解による単語の �� 値判定精度
制約なし 制約あり

� ���� ��������� ���
 ���
��	��
� ���� � 

� ��� ���
 � 	�� 
	�
� ���� � �� ��� ���� � 
� �
�

表 �右側（制約あり�）に判定精度を示す．制約下
では，被覆率が低下する一方で，精度の改善が確認で
きる．制約によって保留された事例を ��� に示す．「家
庭ごみ」が出力を保留された対象語である．
��� 回収�を 家庭ごみに 広げる� ���

正答����	
����� 制約なしでの出力�����������

上記の分解過程の基本原理は構成過程に依る部分が
大きい．そのため，制約の有無に関わらず，構成過程で
誤っていた事例については，同様に分解過程でも誤る
傾向があった．定性的な誤り分析は今後の課題である．

� おわりに
本稿では，初期 �� 辞書からブートストラップ的に

��辞書を拡張する手法を提案した（図 �）．現在までの
調査結果から，��遷移過程では，因果関係に立つ出来
事間で ��一致関係が成立する傾向があることを確認し
た．また，��構成・分解過程では，「主辞要素ほど節全
体の ��値に強く影響を与える」という仮説に基づく規
則およびアルゴリズムを提案し，ある程度高い精度で
��値が判定できることを確認した．ただし，ブートス
トラップによって自動的に ��辞書を拡張するには，各
過程の精度は十分に高いとは言い難く，今後，各々の
洗練を進めていきたい．
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