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の統一が表現レベルにおける主なターゲットとなっている．
以ﾄ.をまとめると

めてある．
表１．２からは，いくつかの特徴的な事項を読み取ることができる．まず，

これまでに発表されてきた日本語を対象とする校正支援シ

ステム．推敲支援システム，文章作成支援システムは，表記レベルの誤りをサ

英語を対象とするシステムには，以下のような共通点が見られる．

ポートするものが殆どである．また，これらのシステムの内で，真の意味で実

山

用化されているといえるのは，NTTのREVISE（日経新聞社で使用），日本IBMの

文法お,よびスタイルのチェック機能が中心的である：これは，漢字，カタカ

ナ．ひらがな，英数字などの多くの字種により記述される日本語と違い，表記

FleCs（産経新聞社で使用）の２つである．これらは，いずれも表記レベルの誤り

レベルの誤りは，スベルチェッカーという形で以前より実用化されてきており，

に焦点を絞っている．さらに，実用化されているフィールドはともに新聞社の

研究開発レベルでは，文法ノスタイルのチェックが対象となってきたことに原

校閲部門であることが共通している．

因があると考えられる．

なお，少数ではあるが，問題のある表現スタイルの検出や書換え候補提示を

自制限言語（il11）眼英語:Conlrolled EnglishrAdreans

92j，単純化英語Simplified

対象としたシステムが存在する．しかしながら，これらの問題ある表現（不適

Englishlw（水ik 93Dを対象とするシステムが日本語に比べて活発に開発されてい

疋表現）に対して実際に訂正（書換え）までを支援する機能を持つシステムは

る：これは日本語における事情と大きく異なっている．詳しい原因は，不明で

存在しない．

あるが，英語の場合の方が制限言語に対する研究の歴史が古く，書き手にとっ
て受け入れ可能な制限英語が体系的に整備されてきたことが考えられる．
一方，日本語を対象とするシステムについては，以下のような特徴がある．
山表記レベルを対象とするシステムが中心的で一部実用化されているシステム
が存在する：表記レベルを対象とするシステムが多いことの理由は，前述の英
語を対象とするシステムの場合と対照的である．すなわち，日本語においては，
ドに字種の多い漢字が用いられることから，いわゆる英語におけるスペルチェ
ック相当の機能を簡単には実現することができずに来たことがその原因と考え
られる．また，かな漢字変換を利用するワードプロセッサの使用が一般的にな
るに連れ，かな漢字変換を通じて発生する誤り（表記あやまりパ司音意義語誤
り）に対するニーズが増大してきたことも要因にあげることができる.
（2）表現レベルを対象とする機能においては，長文や不統一な文体の検出／書換
え候補提示機能が中心である：文字列処理や形態素解析処理によって実現が可
能であるという理由から，長文，複雑文の検出／書換え，文体（常体／敬体）

２

１．２

本研究の目的

以上のサーベイの結果から，本研究の目的を「技術文章を対象とした，
現時点の自然言語処理技術を前提として，書換え支援機能を持つ推敲支援
システムの構成方式を明らかにし，実際にプロトタイプシステムを実現す
ることによ（

その基本的な有効性を確認すること）と定めた．

特に本研究では，推敲支援処理のレベルを「文のレベル」に設定する．
これは，前述のサーベイの結果からも明らかなように，単語のレペルにお
いては，多くの実用レベルのシステム（校正支援システム）が存在するよ
うになってきたが，文のレベルでの処理を行うシステムは少ないというこ
とによる．一方，文章のレペルの処理が必要なものについては，文章／文
脈解析などの実用的な技術が現時点では未確立であることから，それへ向
けた一部の試みについて検討するに止める．
また本研究においては，支援システムが，推敲すべき表現を検出するだけで
３

なく，それらの表現に対する霧換え候補を提示し，きらにユーザが候補を選択

いが，少なくとも推敲支援システムを実現しようという工学的な見地からは，

することにより実際に文庫が書換えられる機能を実現することを中心的な目的

彼らの見方には問題がある．工学的なシステムの実現においては，システムの

とする．これは，前節のサーベイに明らかなように．このような機能を本格的

利用者が文章の書き手であるか否かに関わらず，第３者（読者）の視点を持ち

に実現しているシステムが存在していないことによる，また，このような機能

込む必要がある．すなわち，書き手以外の人が対象の文章を読んだ場合どのよ

を実現するためには．処理対象文の解析多義を完全に解消しない／できないと

うな問題が起りうるか，それをどう避けるかという視点が必要である．例えば，

すればそれをどのように効率的に扱えば良いか，表現の実際の書換えを含む動

彼らの言う表層的な修正である省略の補完や句読点の変更も，修正の操作自体

的な過程をどのように管理すれば良いか，などの基本的かつチャレンジングな

は表層的であるにしても，第３者の観点からは，０クロな）意味内容に関わ

課題を解決する必要があるためでもある．

るも可能性のあるものである．結論としては，修正の操作自体を表層的か否か，
マクロかミクロか，として区別することは，少なくとも工学的な立場からは余

１．３

り意味がないように考えられる．

文章の推敲に関する認知科学的研究との関連

一方では，工学的な立場からも参考となるような研究も行われている.

以下では，伊東によるサーベイ論文｢伊東941に主に基づいて，文章の推敲に

IFlower 86］は，図１．１に示すような推敲過程の包括的で詳細なモデルを提案し

関する認知科学的研究について．特に人間による推敲の過程の理論化／モデル

ている．このモデルによれば，推敲は基本的には文章の評価をして問題を検出

化に関する研究について概観し，工学的研究である本研究との関連について考

し，検出した問題の解決を行うという下位過程から構成される【伊東941.問題の

察する．
当初，推敲の過程は，文章のプランニングや文章の作成とは別の付加的な過程

り入れられていると考えられる．工学的なシステムを実現する際は，そのよう

ついての問題のみを含むものではなく，意味の組み替えや伝達意図の修正をも
831と考えられるようになってきた．

このような認識のもと，推敲の種類を整理する試みがなされた，[Faigley
は，そのような試みの一つである．彼らは，文章理解に関する心理学的研究に
基づいて，文章の修正を，意味内容の変化を伴わない表層的な修正と意味内容
が変化する修正とに区別した．前者には．省略の補完や句読点の変更などの形
式的な修正と，文の分割や表現の追加・削除などが含まれる．後者には，要旨
の変化に関わるマクロな構造修正と，局所的な意味内容が変化する表現の書換

･を検出することが

重要であるとされる．この意味で，上述の第３者（読者）の視点がモデルに取

であると見なされていたが，８０年代以降の研究においては，推敲は，表現に

含む複雑で再帰的な過程であるISeardsla】ia

検出過程では，意図した意味と生成した文章における¨ずれ

81]

な

ずれ一一が生じる可能性をどの程度的確に事前に把握してシステム化できるか

ということがキーとなる．
その意味では，IFlower

86］が参考となる知見を提示している.［Flower

文章における問題の解決方略として，「検出／書き直し」（detect/rew

861では，
rite），「診

断／推敲」（doagnose/revise）の２つがあるとしている．前者では，書き手は検出
した問題箇所についてそれがどういう種類の欠陥かを分析することなく別の表
現への置き換えを試みるとされ，後者では，書き手は広く知識の探索やプラン
の再検討を行いより根本的な問題を解決するとされている．この２つが人間の

えなどが含まれる．
彼らの研究に対して認知科学的立場からの評価をこの場で下すことはできな

４

実際の認知活動においてどの程度区別されているかは疑問が残るが，この２つ

５

の区別は工学的観点から意味あるものであると評価できる．すなわち，ある種

援システムであるＲＥＶＩＳＥ−Ｓのシステムアーキテクチャ，および，プロ

の表現が¨ずれ¨を生む口j

トタイプシステムの実現構成を示す．

能性が高く，それを的確に事前に形式化できるならば･，

システムは意味や知識の領域に踏み込むことなく，「検出.lと「書き直し」を
支援することができる．

報によって文内の接続構造がおおよそ把握できることに注目し，単文間の接続

Ｔ学的なヽy場から，「Thurmair 901は，文法エラーとスタイルエラーの検出方式
として．

第３章では，交に対する形態素解析の結果から得られる表現形態に関する情

般解析方式とエラー定義方式の区別がありうるとしている．前者は，

構造解析に基づく長文（複文）の分割機能について説明する．評価実験の結果
から，提案する方式が比較的低い計算コストで精度よく分割文候補を生成でき

通常けFしい／望ましい】の丈を解析可能な文法を用意しておき．それで解析

ることを示し，３段階の推敲処理モデルの第１段階の処理として有効に機能す

できない丈には問題があると判定するものである．後者は，あらかじめ良く現

ることを示オ．

れるエラー表現に対する文法規則をフラグ付きルールとして，パーサの文法に
用意しておく方法である．前者が11Flower86］の言う「診断￨に，後者が「検出」
に相.当すると考えられる
また，IFlowcr

II.

第４章〜第６章で，３段階の推敲支援処理モデルの中核をなすスタイル修正
機能の実現方式を説明する．
第４章では，スタイルの修正機能が部分的な構文構造の変換処理として実現

861の河う［検出／書き直し］，「診断／推敲￨は．本論文の

弟２章で検討する．「書換えモデル」，「再生成モデル」に相当する概念であ
ると考えることができる．

されることを説明し，これを効率的に実現するためのスタイル修正機能の考え
方とそれに基づく構成方式を提示する．また，書換えを行うべき表現（不適正
表現）を効率的に検出する機構を提案する．
第５章では，検出された１ヵ所の不適正表現に対して，部分的な書換え候補

１．４

本論文の構成

を生成する方式について提案する，提案する方式においては，構文構造の多義

本論文の構成を図１．２に図示する．特に，本論文の第２章以降は，以'Fの

を効率良く扱うことに焦点がおかれている．また，評価実験の結果から，提案
する方式の有効性を示す．

ように構成されている．
第２童では，まず，テクニカルライティングの考え方に基づき，技術文章の

第６章では，システムが不適正表現に対して生成する書換え候補をユーザが

推I敲を計算機で支援する可能性について検討する．その結果として，現状およ

取捨選択することにより行われる部分的な書換え操作を段階的に繰り返すこと

び当面の自然言語処理技術，計算機技術を前提とし，分かりやすく，正確に意

により実現される推敲過程の実現する際に重要な２つの問題，山段階的に実行

味が伝わるような文章を作成することを計算機による推敲支援の目的として設

される部分的書換えの実行制御をどのよ引こ行うか，（2）実際にある部分的な書

定する．また，実用的な計算機処理のモデルを検討し，３段階の処理構成によ

換えが行われた際に内部データの整合性をいかに効率よく維持管理するか，に

る推敲支援処理モデルを提案する．最後に，このモデルに基づく日本文推敲支

吋する解を与える．また，評価実験により，その有効性を示す．
第７章では，３段階の推敲処理モデルの最終段階に位置付けられる，構文構

I'
I 工学的なシステムを実現する立場からは，やはり｢検出／肖'きil ITし｣モデルが有効である
場かが多いとぢｰえられる．．刄Roein一￨:で開池中のチェッカーもこの考えからに従っている

造再構成による読点・語順の適正化機能について説明する．本章で提案する方

IWojcikり41.
6

７

式は，適切な読点付与と語順調整を行うための諸要因を総合的に考慮すること

表１．１
Table.1.1

誤りの分類([池原93]に基づく)
Classification of the errors in Japanese

で，すでに長文分割がなされた日本語文に対して読点・語順を適正化すること
ができる．
第８章では，これまでの章で説明してきた推敲支援機能を持つプロトタイプ
システムＲＥＶＩＳＥ−Ｓが，わかりやすく正確な理解のしやすい文章を作成
するという推敲支援の目的に対して基本的な有効性を持つことを評価実験の結
果から示す．本システムを用いた推敲後文章と草稿文章を比較することにより，
本システムの基本的な有効性を，山対象文章の読みやすさの向上，（2）各文の
構文的な曖昧さの減少という２つの観点から確認することができた．
第９章では，文脈を考慮した（すなわち，文のレベルに閉じない）推敲支援
機能の実現へ向けた二つの試み，受動文の能勧化可否判定機能，および，説明
的テキストにおける文間の連接関係解析手法について提案する．
第１０章では，本論文の総まとめを行う．まず，本研究によって達成された
技術を整理し，次に，推敲支援以外の応用への適用可能性についても議論する．
また，本論文で提案した構成方式に基づく推敲支援システムの実用化のための
課題を提示し，その解決において考慮すべき点について論ずる．最後に，より
高度な推敲支援機能の実現へ向けて研究すべき課題について考察する．

８

９

texts by ikehara et.al

表1
Tab

2

le 1.2

Major le）dprocessing

知加

プロセス
ー
課題の定義

代表的な文童処理システム（Ｏは実用レベル，△は研究レベル,×は対象外）
systems.

様々な文章や
各種プランのための
目標，基準，制約

評価
読む
・理解するために
・評価するために
・問題を定義するために

問題の表象
−−−−−

診断(well‑defined)
検出(i‖‑defined)

検索

目標の
設定

方略の選択

陽和
一
書き直し

推敲

草稿を書き直す
あるいは，
言い換えを行う

手段・目的
テーブルに
入る

文章を改善するため
の手続き，
手段・目標テーブル

文 章と（あるいは）プランの修正変更

図1.1
Fi9.1.1

10

推敲における認知プロセス(伊剰94)に基づく)
AModelofCo9nitive

１１

Processin

Revision

序論（第１章）

第２章
技術文章に対する

本11高（第２章〜第９章）

推敲支援処理モデルとシステム構成
３段階の推敲支援処理モデルと
プロトタイプシステム（第２章）
第１段階：
長文分割（第３章）
第２段階：
スタイルの修正（第４章）
し 書換え候補の生成（第５章）
推敲過程の管理（第６章）

本章では，まず技術文章における推敲の目的について検討する．このた
めに，テクニカルライティングの考え方を参照する．次に，この目的を計
算機で支援する可能性について検討する．その結果として，現状および当
面の自然言語処理技術，計算機技術を前提とし，分かりやすく，正確に意
味が伝わるような文章を作成することを計算機による推敲支援の目的とし

第３段階：
読点・語順の調整（第７章）
プロトタイプシステムの有効性評価
(第８章)

て設定する．また，これらの結果をふまえ，実用的な計算機処理のモデル
を検討し，３レベルの処理購成による推敲支援処理モデルを提案する．最
後に，このモデルに基づく日本文推敲支援システムであるＲＥＶＩＳＥ−
Ｓのシステムアーキテクチャ，および，プロトタイプシステムの実現構成

文脈を考慮した推敲支援へ向けて
(第９章)

を示す．

２．１

結論（第１０章）

技術文章に対する推敲の目的

本節では，三島によるテクニカルライティングの考え方［三島90］を参照
図１．２
Fig.1.2

本論文の構成

Configuration

of lhis thesis.

し，技術文章に対する推敲の目的について考察する．
三島は，テクニカルライティングを「科学技術に関する効果的なコミュ
ニケーションを実現するためのライティング」であると定義している．ま
た，ライティングによるコミュニケーションの最大の特徴は，片方向通信
であることを述べている．すなわち，通常の会話によるコミュニケーショ
ンでは相手（対話者）の理解の状況を確かめながらコミュニケーションを
進めることができるのに対し，ライティングにおいては，相手（読者）の

12

13

珂.解の状況を逐次確かめることができない．従･⊃で，文章を書く（ライテ

・誤解を生むような文章でないこと

ｊンクj段退において，読者の理解の状況を想定し，それが満足されるよ

・言葉使いが適切であること，

う努力する必要があるとしている．

・図表や数字がiEしいこと．

以上のような基本的な考察の基に，三島はライティングによる効果的な
コミコ.ニケーションが達成されるための必要最低限の条件として，次の３
点をあげている･」゛．

三島によるこれらのポイントは，多分に教科書的，あるいは，教訓的で
あり，このままでは計算機による処理に持ち込むことはできない．また，
外ポイントで示されている条件も互いに十分整理されているとは言い難い

（１）読む人が容易に理解できること

しかしながら，本節では，上記の３つのポイントを採用し，計算機処理の

さらにこの条件を以下のように分解している.

･1」能性等について次節で検討する．
すなわち，推敲という過程を，「草稿をある目的に従って修正する過程」

・正しい丈章であること，
・簡潔で無駄のない文章であること．

ととらえ，技術文章における推敲の目的を，

・順序正しく論理的に説明すること，

（１）読む人が容易に理解できるように文童を修正すること，

・内容が首尾一回しているこ

（２）読む人の目的に一致するように文章を修正すること，

J･
−●

（３）読む人が正確に理解できるように文章を修正すること．

（２）読む人の目的に一致すること
読む人が十分に理解していると思われる事項を長々と説明したり，遂に

の３点と考える．

読t」･人は.当然知っているものと想像して肝心な説明を省略したりすれば，

い文章となってしまうとしている．

︵／︶

説む人の要求に一致しない，すなわち，文章内容と文章の目的が一致しな

２

計算機による推敲支援の可能性

乍節では，上記の技術文章に対する推敲の目的について，計算機による

（３）読む人が正確に理解できること
さらにこの条件を以下のように分解している.
・文法的に正しい日本語で書かれていること（意味が正確に伝わら
なかったり，複数の意味に解釈できる文は正しい文ではない）．
こべ

j: Gnceのj々.11,･の公萌{C･nversalional
Maxims}IGrice 751との関係について:GI･iceは．令てのコ
ニケｰ−シ１ンが原￨.!￨』としてほたすべき条件とて．次の１つをあげた，

支援の可能性を検討する．
０）読む人が容易に理解できるように文章を修正する
この条件を満たすためには，色々な要件が考えられる．まず，語彙のレ
ベルにおいては，少なくとも難解な専門用語を極力避けるようなことが考
えられる．文のレベルにおいては，分かりにくさを招く表現を避けること

!A】il:1の公準gQuanlily):必要￨'分な情報を提供する．
旧冒Tの公り.4Quality):￨一分な裏付けのある情報を提供する.

が必要である．さらに文章のレベルにおいては，適切な段落付けを行った

1(1関係の公べ りRelalionl
: 現在のトピックに関連することを述べる．
(ＤりjJ:のざMI (Mannelj: 表現の曖昧性と不明瞭さを避ける．

り，内容の首尾一貫性を保つことが必要となる．さらに，説明される事象

七lj,5の条件の１１１と□)は．乖.にGncx,の公明(C),(D)に圭に関連している．また..ll島の
徊jﾄﾞ･ｙは、Griceの(Ａ)､(Ｂ)の公判こ'目こ関係していると考えられる.
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が時間的な順序を伴う場合にはそれに沿って説明することや．特に読者の

的でないばかりか，現状の技術ではとうてい実現困難である．また，後者

注意を引くことが必要な事項を含む場合はその事項を先に注意することな

の困雌性についても，（２）で述べたとおりである．

どが必I泌となる．

そこで本研究では.iFしい理解を阻む要因の一つと考えられる曖昧性，

ニれらの要件は，いずれも自然言語処理技術の適用により支援できる可

特に構文構造の曖昧性に焦点を絞る．

能性がある．よって，本研究の対象とすべき条件である．特に，本研究に

取り扱いが必要なものについては．それへ向けた試みの一一貫を９章で検討
するにとどめる．

Ｑ︒︶

おいては，より実現性の高い文のレベルに焦点を絞り，文章のレベルでの

２

本研究における推敲支援のターゲット

以.ﾋから，本研究における推敲支援の目的と範囲を，読者が容易に理解
できる文章を作成するために特定の表現を避けること，読者の正確な理解

（２）読む人の目的に一致するように文章を修正する

を助けるために曖昧性を滅ずることと定める．また，処理のレベルとして

この条件については，読者の目的をモデル化し，対象文章が読者に与え

は，文のレベルに中心をおき，文章レベルの処理が必要なものについては，

る効果を測定，または，シミュレートすることが必要となる．

それへ向けた一部の試みについて検討する．

例えば，このような機能を実現するためには，例えば製品マニュアルで

このように，本研究における推敲支援のターゲットを定めると，どのよ

ある場合，その対象製品をユーザがいかに操作し，マニュアル通りに操作

うな表現に対してどのような修正を行う必要があるかを，テクニカルライ

できたか等をモニタすることが必要であると考えられる．

ティングと呼ばれる分野の知見を参考に定めることができる．どのような

ニのような機能を実現することは，現実的でないばかりか．推敲支援シ
ステムという枠組みを大きく離れることになるため，この条件については，
本研究では対象としない．

表現を対象にどのような処理を行えば良いかを知ることは，そのような推
岐過程を支援するシステムを構成する上でも，必須の事項である．
テケニカルライティングの分野においては，意味を正確に，かつ，分り

（３）読む人が正確に理解できるように文童を修正する

やすく伝えるための文章作成上の注意点が示されている【三島901，「テク

この条件を満たすためには，読者が文章を読んで正しい理解が得られる

ニカルコミュニケーション881.また．一般の文章においても悪文を避け

かをシミュレートする必要がある．または，（２）で述べたように，読者

るための基本的ルールが提案されてきている「岩淵771，【本多761，「千早

が想定されているアクションを正しくとったかをモニタする必要がある．

79」.

前者については．例えば，推敲支援システムを使ってマニュアルを作成

これらを参考にし，さらに，計算機システムのマニュアルを独白に調査

する場合に，これからマニュアルによって説明しようとする機器／システ

することにより，技術文章を対象とした基本的な推敲支援機能の検討を行

ムについて推敲支援システムがあらかじめ理解している（完全なモデルを

った．その結果の概要を表２．１に示す．表２．１には，問題となる表現

有している）ことが必要となる．さらに，読者の完全なモデルを持ち，そ

のタイプを例文とともに示してある．また，それらが「容易な理解」汀正

れにより読者の言語理解をシミュレートする必要がある．これらは，現実

確な理解」のどちらに主に関係するか，テクニカルライティングに特に顕
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著なものか一一般的な文章にも当てはまるものか，さらに，特定の表現に着

ついては，分割すべき文であるかを判定する必要があるが，その判定およ

目する個別的な規則により対処口f能であるか否かを示してある．

び書換えは，特定の表現をキーとしてそれに関する範囲を部分的に書換え

本研究では，表２．１に体系化した表現をベースとして，それらの推敲
を効率的に支援する推敲支援システムの構成方式を検討して行く．

るという方法では扱うことができない，また，項番１３の[曖昧な修飾構
造]と項番１４の｜不適切な読点｣も特定の表現をキーとしてそれを検出
し芹換えることはできない．すなわち，これらの表現は書換えモデルに基

２．４

実用的な推敲支援処理のための計算機処理モデル

推敲支援処理の基本的なモデルとして，図２．１（ａ）,（ｂ）に示す二つのモ
デルを考える.（a）を再生成モデルと呼ぶ．理想的な形態においては，対
象テキストを解析した結果である中間構造に規範的な文法を適用すること
でテキストを再生成する．完全なテキスト理解と推敲の必要のないテキス
トの生成を可能とする規範文法が備わっていれば，理想的な結果を導く．
この意味で，このモデルは「強いモデル」である．しかし，少なくとも現
時点では，完全な再生成モデルを実現することは，困難である．
一方，（h）を書換えモデルと呼ぶ．このモデルでは，解析の結果から問
題となる特定の表現｛不適正表現と呼ぶ｝を検出し，その表現に影響を受
ける範囲のみを書換える．また，必要に応じてこの過程を繰り返す．この
モデルは，このような表現を扱う推敲規則をどの程度準備できるかにシス
テムの能力が依存するという意味で［弱いモデル］である，しかしながら
適切な推敲規則集合を準備することで実際的なシステムを実現できる可能

づいて扱うのは適さないが，そのほかの項目は，いずれも特定の表現をト
リガとして部分的書換えを行うことができることから，書換えモデルで扱
うのが妥当である．
次に，上記のモデルに基づく各処理の配列について考える．そのために，
各処理を行うために必要な情報について考える．まず，長文の分割につい
ては，現在のところ複文の分割のみを対象としている．この処理について
は，３章において詳しく述べるが，形態素解析の結果により行うことがで
きる．一方，ほかの処理は構文構造を必要とする．そこで，最初の段階で
は，長文分割処理を形態素解析結果に基づいて行う．これには次のような
利点が伴う．
０)一般に長文は，構文解析処理に負担をかけるため，その前の段階で長
文分割を行うことは，構文解析処理，および，それ以降の処理の負担を軽
減する.
(2)システムを使用するユーザにとっても，まず丈分割という大きな単位
を対象とする書換えを行ったほうが使い勝手が良いと考えられる．

性がある．
これらのモデルは，いわば両極端に位置付けられるモデルである．実際
的かつ有効な処理モデルを構築するためには，基本的には書換えモデルに
基づくべきながら，部分的に再生成モデルの考え方を取り入れるべきであ
る．その際は，前節で定めた基本的な推敲支援機能をいかに適切に実現で

一方，語順の変更による曖昧な係り受け構造の修正や読点の修正は，一
連の部分的書換えが終了した後に構文構造の再生成という観点から行うこ
とが適切である．これは，以下のような理由による.
(1)特定の表現パターンにより特徴付けられる部分的書換えを先に行うこ
とにより，対象の文がwell‑formedなものになっていることが期待できる．

きるかを考慮に入れる必要がある．
このような観点から表２．１を再検討する．まず，項香１の「長文」に

18

構文構造の再生成は，そのような構造を対象とすべきである．

19

,２涛i段に位‑IWf･｣'けられる部分的l:換えを行う過程で，構え多義がある程
度解消されていることが期待できる．
以lmから，長文分割．部分的な書換え，読点・語順の調整の３段階の処

この長文分割機能の詳細については，３章で述べる．
次に，係り受け解析処理［白＃86］が起動され，可能な係り受け構造を全
て求める．結果は，これらの多義を内包的に表現するデータ構造である係
り受けネットワークとして表現される．この結果から，不適正表現検出処

理からなる処理モデルを採用する．

III口こより，ﾛj
５

２

２

日本文推敲支援システムＲＥＶＩＳＥ一Ｓの構成
５

１

能性のある不適正表現候補を網羅的に抽出し，行うべき部分

的書換え処理（部分的書換タスクと呼ぶ）を特定する．処理対象となって
いる文が推敲の必要を要しない場合は，以降の処理はスキップされる，こ

設計刀基本方針

の不適性表現の網羅的な検出機能の効果的な実現については，４章で述べ

以ドに小す坊本方針に基づいてシステムの設計を行った.
(ロシステムが不適止表現を網羅的に検出し，それに対する書換え方を書

る．
以トの処理により，部分的書換え処理タスクを要素とするキューである

換え侯袖によって小才．さらに，ユーザが候補を選択することにより，実
アシ「.ンダが構成される．推敲過程刎律」部は，各部分的書換え処理タスク

際に古換えを行うことを可能とする.
==川没附的実行を管理する．各部分的書換え処理タスクの対象とするデータ

(2)推敲支援シフ,テムは，機械翻訳システムなどの他の自然言語処理シス
構造は，書換えの対象となる部分（書換えスコープと呼ぶ）の構文構造を

テムのよJjに．命ての表現．文を同一の深さの処理で扱う必要がないとい
表現する依存構造木と呼ぶ木構造の集合である．この集合の要素が１以上

う点に着目し，推敲の必要がない文を浅い処理により早期に判別する．ま
た，推敲を行う際も，最小限の必要な処理を必要となった時点で行う．
２．５．２

の場合一は，喬換えスコープ内に構造多義が存在することを意味する．各部
分的書換え処理タスクでは，対象とする依存構造木集合の要素である各依

アーキテクチャ

存構造木ごとに部分的書換え候補生成規則を適用し，書換え候補を生成す

以上に述べた基本方針と３段階の処理モデルに基づくプロトタイプシス
る．これらの候補の中から適切なものをユーザが選択することにより実際

テムREVISE‑Sのアーキテクチャを図２．２に示す．処理の単位は，１文
の書換えが行われる．すなわち，選択された候袖に従って内部データ（形

ごとである．
笏素解析，係り受け解析結果）の整合性を維持する．この過程は，適用可

形態素解析処理[宮崎86!は，入力文を文節単位に分割し，文節内の構造
能な部分的書換え処理タスクがアジェンダに存在しなくなるまで，繰返し

を解析する．
適用される．このような推敲過程の制御，および，書換えに伴う内部デー

長文分割処理は，形態素解析の結果に基づいて，複文の分割を行う．シ
タの整合性維持機構については，５章で詳しく説明する．また，構文構造

ステムが分割候補文を提示し，ユーザが適切なものを選択することにより
の多義を考慮した書換え候補の生成方式については，４章で説明する．

実際の分割が行われる．この処理は．分割された各文が，これ以ヒの分割
最後に，構文再生成処理が起動され，係り受け曖昧性の修正と読点の修

は必要ないという基準･

1'を満たすまで，再帰的に起動される．
正を行う．ここでも，システムにより候補が提示され，ユーザが適切なも

I‑11 11文分割をh･うべきかj?かの字lj宙蜘lﾊのjHIIについては．本論えでは述べない．現在のと
ころ．．えf!MI.述,ila文節･ａなどをパラメータとする判別式をjHいてtl』定を行っている.
20
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のを選択する．この機能については．６章に述べる．

表２．１
Table.2.1

２

６

順
番

まとめ

本収では，テクニカルライテｒングの専門家である三島の見解に基づい
て，技術文章における推敲支援の目的について考察した．さらに，これら

技術文章を対象とした推敲支援項目
Target Expressions

Types lor Technical

表現タイプ
ぐ俯丈）

１ 長文:複文）
つ
−

の目的を，マニュアルなどの技術文章推敲という現実の問題の観点から，

不明確な接続関係（連用中止表現）
コマンドを投入し､.結果を転送する。

ける推敲支援の目的と範囲を定めた．
また，テクニカルライティング，作文技術におけるノウハウ，現実のマ
ニュアルにおける表現上の問題点から，推敲支援システムがサポートすべ
き基本的な推敲支援機能を抽出し，これを実現するための３段階の推敲処
理からなる推敲支援処理モデルを提案した．

か
部分的な禁止表現
４ コピーする佳江匹広ご勁ら々しでぐごさ
い。
５
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不適切な態
プＪグラノヽを動作できごい。

ニ重否定表現
探作でき首記こと陵な圭占
例示表現を伴う曖昧な否定表現
７ Ｘシヌテ片丘よﾆ江こＣＰじ資漂を消費し

６

一一般的(G)/

個別規則で

/
正確な旧

テクニカルラ

対処I汀(Y)/

イティング(Ｔ)

占(Ｎ)

Ｃ＝Ｅ

Ｇ

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

Ｃ＜Ｅ

Ｇ

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

ＣくＥ

Ｔ

Ｎ

Ｙ

冷匹

さらに，この推敲支援処理モデルに基づくプロトタイプシステムである
日本文推敲支援システムＲＥＶＩＳＥ−Ｓの構成を示した．

容易な班解(C)

時間的関係が不適切な指示表現
３ シヌテふを立ちあげる前に震濯を投入す

およひ≒適用司'能な自然言語処理技術という観点から考察し，本研究にお

Texts，

８

阻朧詞を伴う曖昧な否定表現
包泣ファイノかが敵前でき々いと引ム
ー一一

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

９

条件節と帰結節双方に否定表現
高岸を投入しな大士と動作し々ぃ。

ＣくＥ

Ｔ

I()

呼応長現の乱払
戻して計葺には成功します。

Ｃ＝Ｅ

Ｇ

１１

不完兪な文（主語・述語の不整合）
シヌテふの特徴は、高速で計算します。

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

12

賎他動詞表現
妙計シヌテノヽの迅速な開発が行えま二八

Ｃ＜Ｅ

Ｔ

１３

曖昧な／分かりにくい修飾構遺
言末で修正しカ文章を表示する。

Ｃ＞Ｅ

Ｇ

Ｎ

14

不適切な読点
しかしシステムはプログラÅによって，
訃報された結果を表示しユーザの指示を
萍つ。

Ｃ＞Ｅ

Ｇ

Ｎ
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推敲処理の基本モデル

Two Basic Revision Models.
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Sentence

ＲＥＶＩＳＥ‑Ｓのアーキテクチャ
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of the REVISE‑S

Ｑ︑︶

第

とは，山

や7‑
旱

分割を行うべき場所（分割点）を定める，（2）実際に分割された２つ

の.交（1分割文）を生成する，の２点である．

接続構造解析に基づく長文分割機能

３．２

接続形式の形態分類に基づく分割点の決定

分割の対象とする複文の構文構造（係り受け構造）が既曳［］であれば，分割点
本尽ではレ5とに封する形態素解析の結果から得られる表現形態に関する情報
によって文内の接続構造がおおよそ把握できることに注目し，単文間の接続構
造解析に基づく長文（複文jの分割機能について説明する．接続構造の解析は，
甲.文を接続する表現がその表現を持つ従属句の独立性の違いに注目するもので
あり．この結果から分割を行うべき箇所を￨司定する．また，単文間接続の意味
的な関係と接続形式の分類に基づく規則により．分割文候補の生成はを行われ
る．評価実験の結果から，提案する方式が比較的低い計算コストで精度よく分

を決定することは容易である．すなわち，文末の述語文節に係る最も文頭側の
述語文節がそれである．ここでは，あらかじめ分析された接続形式の形態分類
と対象文の形態素解析の結果から得られる表現形態の情報から文内の接続構造
がほぼ把握できることに注目し，構文解析の結果を要求しない分割点決定アル
ゴリズムを提案する．
３．２．１

接続形式の形態分類

本論文では，単文を別の単文へ接続する機能を持つ表現を接続形式と呼ぶ．

割文候補を生成できることを示し，３段階の推敲処理モデルの第１段階の処理

また，これを，いわゆる連用中止表現

として有効に機能することを示す．

者を単に接続表現と呼ぶ．

¨

とそれ以外の表現゛に分けて考え，後

（１）接続表現の分類
りー

１

対象とする長文：日本語複文の分割

長文の分割機能は．機械翻訳の前処理の一環として研究されることが多い［信
国901，［金931.1木村931.しかしながら，すでに２章でみたように，テクニカル
ライティング，また．一般的な日本語の作文技術としても，長文は好ましくな
い表現タイプであるとされている．しかし，一一口に長文といってもその要因は
様々である．専門用語は，一般に複合語からなりその文字列長はどうしても長
くなる．また

文を構成する従属句の接続形式と文構造との関連については，国文学者によ
る一連の研究が存在するf寺村801，［三上721，「南741.特に南は，従属句を，そ
こに付加された接続形式に注目することによってＡヽ一Ｃ類の３つのグループに
分類し，それらの可能な包含関係を規定（例えば，Ｂ類の従属句はＣ類の従属
句をその内部に含むことはできない）することによって，次の例文の接続構造
が以ドに示すよ引こなることを説明している［南741.
例１：メールが到着したので盆血だが文字コードが化けていた．

多くの名詞を列挙したり，それらの論理結合を表す名詞句の文

Ｂ煽

字列長も比較的長くなりやすい．しかしながら，最も問題であると考えられる

Ｃ類

［メールが到着したので読んだが］文字コードが化けていた，

のは，句点から句点までの一文が多くの単文が接続されて構成されているとい
う複文の場合であると考えられる．そのため，本研究では，推敲支援システム

引￨にの連用II3

が分割の対象として取り上げる長文として複文をとりあげる．

た測:I計算して1文節．
り

さて，１つの複文を２つの文に分割することを考える．このために必要なこ

･,例：計算し）．または.rl回の連用形に接続助詞「て」．「で」が接続し

￨!記以外の接続勧詞湖えば「ので」】が用･削こ接続した場合順：計算したので目こ加

え．接続助詞11L｀削こ機能を持つ形式名詞を用いた表現（･例えば「ことによりて」〕が接続した
表現･例：計算することによヽて）をこれに忿める.
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このような分析の結果を利用すれば，構文構造を求めるまでもなく分割点を
決定できることが想定される．しかし，この南の分析では．出連用中止表現が
（接続助,即こよる･￨袁報が欠落しているため）複数の分類に属する，（2）形式名詞
や用いた接続表現が対象となっていないという問題がある．
そこで本研究では，山

連用中止表現は別に分類する，｛211形式名詞を用いた

接続表現も扱えるよう南の分類を拡張することとした．これによる４段階の接
続表現分類とその接続表現例を表３．１に示す

I

6

.この分類を用いることによ

Ｑて，雨の分揃と同様の従属句の包含関係を規定する．また．接続表現によっ
て導かれる従属句が連体修飾句の一部となりうるかも，この分類を用いて判定
する．すなわち，1,11類の表現によｰ）て導かれる従属句は，連体修飾句に包含さ
れうる（I運休修飾句を構成し得るjが，1）LIV類の表現によって導かれる従属句
は，連休修飾句の一･部にならない．

に注目し，連用中止表現を表３．２のように分類した．
３．２．２

分割点決定アルゴリズム

」則1のような接続表現の分類に基づく分割点決定アルゴリズムは，山接続表
現の分類に基づく接続判定ルールの適用，（2）接続構造の順位付けという２段階
の処理から構成される.
（い接続構造解析
接続構造の解析は，文中に含まれる各述語表現に対し，山それが属する分類
（･表３．１または３．２）を求め，（2）係り受け関係をなしうる文節を後方に求
める，（3）日本語の係り受け構造の性質（唯一性，非交差性：第５章参照）を利
F11して可能な接続構造の導く，の３段階の処理からなる．
０の段階において，二つの述語表現間の係り受け関係の可否を判定する際，
双方とも運用中止以外の接続形式（接続表現）であれば，その分類に基づいて

（２）連用中止表現の分類

可否を判定できることはすでに示した．問題は，どちらか一方が連用中止表現

従栄の接続形式の分類では，連用中止表現の全体を一つの接続形式としてあ
つか･っているため，接続構造の解析のために有効な扱いをすることができなか
ったが，どのような用言の連用形が用いられているかなどの形態的な特徴が有

の場合である．おもに本研究で対象としたマニュアル文章の文章から，このよ
うな場合の係り受け可否判定ルールを表３．３のように定めた．
喪において，たとえば網掛した要素（○）は，山接続表現から連用中止表現

効な情報を提供する場合がある．例えば，我々が主な対象としたマニュアルの

への係り受け可否判定において，（2）II類の接続表現がd類の連用中止表現に包含

文剛二おいても，次のような例が見られる．

される（係り先候補表現より後方へは係らない），ことを示す．×はその逆で

怜』２：［プロセッサどうしを結合し，フーァイルの共有ができる］結合装置があ

あるから，係り先候補表現には係らないことを示す．

ります．

（２）候補の順位付け

例２

一般的な係り受け解析と同様に，制約を適用する上記処理によって一般には

：［プロセッサどうしを結合しており，］ファイルの共有ができる結合

装置があります．

複数の接続構造候補が得られる．そこで，選好（preference）に相当するルールを適

このような連用中止表現の形態的特徴，および，それが導く従属句の独立性

￨･･

このUll隋の分･ll!を隅,成するにあたっては，北原による助動詞の承接関係の分析「北丿京811

用することによって，それらの候補の順位付けを行うことを考える．
述語表現の間の距離，読点の有無，述語自体の分類（品詞．動作性／状態性）

を参ぢｰとした．そこでは．助動詞を･1つのグループに分類し．文構造との関係を論じている．
例えば．日jljの意味を持つ「だろう.￨は.f･む没の意味を持つ「させる｜より広いスコープを持

なども係り受けの尤もらしさを判定する際の情報を与える【亀＃861，［平＃87］.

ち．［ヽさせるだろう］という表現は可能であるが．「ヽだろうさせ.6」という表現は不l･」･能
である．このよ弓な勁挺,同の意味に基づく分析は，形式名,111による接続表現の意味Jn法に基づ

このような選好ルールの一部を表３．４に示す．ルールの優先度の高いものか

く分類に,」;￨￨登を.lj,えるものである．
28
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ﾚD

（

例

IMに外ルー･しのマッチングを行い，得点の高いものの順に順位付けを行ヤ

掛けされている）の意味用法の場合に多く，それらは文頭の接続詞または主題

３）処理例：以下の例文に対する処理例を示す．

表現（私詞＋￨ハ））であること，自使用されている接続詞の種類はかなり限

３途中結果を保存七匹異常が発生七:已1結果が残

られており，分割候補文に付与する接続詞も少数に限定できること，などが分

Ａ：ａ類

Ｂ：ｍ類

C:II類

Ｄ：文末

まず，係り受けに関する制約ルールから，ＡはＢ，Ｃ，Ｄに係り得るが，Ｂ

った．
３．３．２

はＤにしか係らない．また，ＣもＤにしか係らない．また．表３．４に示した

連用中止表現の接続形式に対する分割パターン

前節で示したように，分割パターンを決定する要因は，接続形式から導かれ

選好ルールからは．頁番２がＡからＢの係り受け関係に適用される．よって．

る意味用法であるが，連用中止表現にはこの情報が欠落している．しかしなが

Ａの係り先としてＢを持つ接続構造が優先される．これにより，Ｂの述語表現

ら．マニュアル文章の分析から，連用中止表現中の表現形態とそれが係る先の

｢保存して行くので｜が分割点となる．

述語表現との間にはいくつかの特徴があり，これが連用中止表現の意味用法の
推定，ひいては，より良い分割パターンの記述に役立つことがわかった．

Ｒ︶

３

分割パターンに基づく分割文候補の生成

（１）意味用法の推定
連用中出表現の意味用法として，対比（ヽ‑し，またヽ,），添加Oヽ‑し，そし

分割点が定まれば．分割文候補の生成は，基本的には，分割点の述語表現を
て

）

，原因（〜したので，刈，方法（ヽすることによって，〜），根拠（ヽ

終11ﾕ形に変換し句点を付与すれば良い．しかしながら，より良い分割文候補を

一

生成するためには，次の例のように．文の順序の入れ換えや接続詞の挿入を考

したことによって，ヽ）の５つを設定する．括弧内は，同等の意味を持つ接続

慮する必要がある．これらを決定する最大の要因は，接続形式の形態であり，

表現例である．また，係り先の述語表現をその形態により，表３．６のように

接続構造の解析と同様に．接続形式の形態に主に基づいて適切な分割パターン

分類する．
これによって，注目する連用中止表現の形態分類と係り先述語の形態との組

を与えることができる．
例４：サーバと交信口r能とするために，まずプロトコルを規定します.
→まずプロトコルを規定します．これは，サーバと交信可能とするためです．
３．３．１

連用中止表現辺外の接続形式に対する分割パターン

合せにより意味用法を推定するルールを記述する．例えばマニュアルの分析か
ら得られた，出可能を表す表現を含む述語に係る連用中止表現は原因の意味を
担うことが多い，（2）「ヽ一ており一〜ている」などのように同じアスペクト機能

主に対象とする計算機マニュアルの調査から，分割のパターンは分割点とな

を持つ表現に係る場合は対比や添加の意味を担う場合が多い，といった知見を

る述語表現の接続形式の特徴による意味用法に基づいて記述できることが確認

ヒューリスティックをルールとして記述する．なお，実現においては，意味用

できた．表３．５にそのような分割パターン'I¨

法を一意に推定するのではなく，２個程度に限定するようにしている．この数

の概要を示す．また，この調査

から，出文要素の移動が必要なのは，前文,後文の順序交換が有り得る場合(網
'yf割点の決定のためには，完哨こ多義が剛iJjされる必要はない．すなわち．接続喘法貨休
としては多義があっても．いずれの接続1降造も同じ述,悟表現が分割点となる場合が存在する.
'゛このような分割パター一一ンは実際には．第５章に詳述するふ構造変換i･語により分割候111i文
tljkJ囲￨￨として友｣髭され適用される.
30

は生成される分割文候補の数に影響する．
（２）分割パターン
マニュアルから収集した連用中止表現の調査によれば，分割点が連用中止表
31

現である場合には，分割文の順序の入れ換えや文要素の移動が必要となる場合

文を対象とし，３位までの接続構造を対象として分割点の曖昧性や連用中止表

はほられなかったI='I

現の曖昧性に対応した複数の候補を生成した．分割点が接続表現の場合，Ａ群

.しかし．分割点である運用中1卜表現を文末表現に変換す

る際には，次の怜』のようにアスペクト表現やモーダル表現を補った方が適切な

に封する有効候補生成率は82.1％，B群に対する有効候補生成率は82.4％であっ

｣県営が.μられる．

た．また，連用中I卜表現の場合，Ａ群が87.5％，B群が80.8％であった．また，

例５：Ｘがプロトコルを規定し

Ｙはサーバと交信できます．

・Ｘがプロトコルを既定しています．そのため，Ｙはサーバと交信できます．
以トに述べた意味用法の判定とそれに応じた分割パターンは．表３．７に示
すようなルールとしてまとめて実現することができる．

全ての場合に対する有効候補生成率は83.4％となった．
３．４．２

有効性の考察

（１）分割点の決定
総合で約86％という分割点決定の精度は，形態素解析の結果から得られる表
現形態のみに注目する手法としては，ほぼ限界を達成していると考えられる．

３

４

３

４．

有効性の評価
１

特に，連用中止表現の分類は，最も手がかりに乏しいa類を除けば，形態分類が
有効に機能していると考えられる．

評価実験の概要

２種類の計算機マニュアルから，2

iaμJ以ｈの接続構造を持つ文を対象に評

価実験を行･った．文は，ルール作成に使用したもの（Ａ群:81文），それ以外

，

（２）連用中止表現の意味用法推定
意味用法の推定についても，現在用いている情報をフルに活かしてほぼ眼界

（Ｈ群:59文）に分けられる.

と考えられる精度を達成している．ここでも，a類に相当する手がかりに乏しい

（い接続構造解析：正解が一意に定まったもの，順位付けで１位とされたも

表現が問題となっている．その他の問題として，副詞的な構文役割を果たして

のが正解であったものの合計は，Ａ群で90.】％，B群で83,1％であった．Ａ群／

いる表現（例：効率よく，一貫して）の存在があるが，これらはある程度固定

Ｂ群を合わせた合計では，87.1％であった．

的な表現であるから，あらかじめ辞書情報として登録しておくことにより対処

（２）分割点決定：上記と同様の基準で，Ａ群で90.1％，B群で84.7％であった．
また

Ａ詳／Ｂ群を合わせた合計では87.9％であった．この率は，（１）の接続

呪造解析の率を上回っており，脚注４に示したように．正解である接続構造が

がﾛ」

能である．

（２）有効分割文候補の生成
失敗の原因の多くは，分割点決定や連用中止表現の意味用法推定の失敗に起

ｰ‑･意に決定できないか，！位に順位付けできなくても，分割点は正しく決定さ

因している．これらを除けば，有効候補生成率は全体で92.1％に達する．このこ

れる場合があることが確認された.

とは，分割に伴う文要素の移動や補完について大きな問題がなかったことを意

（3･）連用中止表現の意味用法推定：正解が２位以内に存在したものの合計は，
Ａ群で95.3％，B群で86.1％であった．合計では，90.3％であった．
（３）有効な分割文候補の生成：ここでは，Ａ群として104文，Ｂ群として112
リIﾘらかの,Glj絹丿法･を担うとはいえ形態的にそのマーカを欠いているということで．＆３

味する．特に，文要素（ゼロ代名詞）の補完を行っていないが，補完の対象と
すべきものの殆どが主題表現であり，分割候補生成パターンでは，前文にこれ
を置くこととしているために，ゼロ代名詞の先行詞は直前の文に現れやすいと
いう傾向「吉本86」を満たしているのが，大きな問題が生じない理由である．

５の網掛けした接続表j:11のJjM?のような強い傾向を持たないということであろう.
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３．５

表３．１

まとめ

接続表現の分類

Table 3.1 Classificalion of conjunctive

不言では，文に対する形態素解析の結果によって文内の接続構造がおおよそ
把握できることに注目した単文間の接続構造解析に基づく長文（複文）の分割
低能今福案した．また，評価実験の結果から，提案する方式が比較的低い計算
コストで精度よく分割文候補を生成できることを示した．

expressions.

分類

接続表現例

I類

ながら，つつ，まま
ことにより，ことによって，ば，ば，ても

H類

Ⅲ類 のに，ので，なら，とともに，ために にもかかわらず
が、し，けれど（も），から

IV類

提案した分別点決定アルゴリズム，分割文生成の粘度を向上させるためには，
主題表現の連鎖や代名詞に代表される文脈指示表現の使用などの文脈的な要因

意味用法の判定粘度の向上が必須である，このためには，表現形態だけに留ま
らず，従属節と生節で表される内容の関係（因果関係，時間的関係など）を理

Table 3.2 Classification of

分類 表現形態分類

取り入れて行く必要があろう．
なお，不章で提案した接続形式の形態分類に基づく分割点決定アルゴリズム

Renyou‑chuush

申申

ｅｘｐｒｅｓｓｌｏｎｓ．

表現例

し型
させ型
レて型
していて型
あり型
く型

動作動詞の連用形
せる／させるの連用形
a類十卜て」

c類

で型

断定の助動詞￨￣だ］の連用形

d類

であり型
ており埠

「である］の連用形
「ておる］の連用形

a類

解する必要がある．ただし，これを実現するには，多くの背景知識に基づく推
論が必要となるため，知識表現や推論といった人工知能における研究の成果を

連用中止表現の分類例
ゆ１

を考慮していく必麦がある．また，これ以上の精度向上.のためには連用中出の

表３．２

b鎖

動作動詞の連用形十でいて
状態動詞の連用形
形容詞の連用形

は，長文分割のためだけでなく，広く日本語の情文解析の多義解消のための要
素技術，あるいは，形態素解析情報により実行可能であることから構文解析の
前処理としても適用可能であると考えられる．この線による日本語解析手法は，
長尾が殷も強力な日本語解析のステップと呼ぶ解析方式［長尾94］に類似したもの
となる．長尾らの方式では，依存構造解析の前段において連用中止表現などに
よる並列構造の認定［黒橋92NKurohashi

94］を行っている．

表３．３

連用中止表現の係り受け判定ルール

Fig.3.3 Dependency

rules forl'Renyou'chuushi" expressions.
(c)接続表現→接続表現
(b)連用中止→接続表現
㈲接続表現→運用中止
‑
￣て耳四回言
I類 H類 IH類 IV類
a煩 b類 c類 d類

Ｏ

a類

り

○

b類

×

９

Ｏ

c類

×

×

り

d類

×

1類

り

｀7

り

日額

９

ワ

り

IH類

｀7

り

IV類

×

×

ワ

○

り

○

×

×

○

×

×

×

り
り

●

a類
‑
b類
‑
c類
‑
d類

士
白

（注）白は包含関係がありうる，×はありえない，フは判定不能であることを示す．
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９
−
×

○
−
○
−
○
−

表3

述語表現間の係り受け選好ルールの例

４

Tablle 3.4Examples

百婚
１

表３．６

of disambiguation rules.

Tabl白3.6

適用条件
ヽニヅこよって

り
−

述語間の関係

形容詞，形容動詞

一

−】

動作性動詞

隣接

＋１

使用中仏心

２

‑

/￨

遥川中止

表３．５

連用中1右傾

係り先述倍加
頁番２の係り元
述語となる

係り元と同一品詞

一

十１

wilh conjunctive

接続表現

巡接

が

Ａ．しかし，Ｂ．

ので

Ａ．したがって，Ｂ．
Ｂ．これは，Ａからです．

原田
ため（に）

分割パターン

Λ．そのため，Ｂ．
Ｂ．これは，Λからです．

レともに

Ａ．それとともに，Ｂ．

ほか

Λ．また，Ｂ．

たり

(分割不可)

ためよ）

分類タイプ

of predicales.
一一

表現形態

動作動詞＋でいる

高

できる型

動作動詞十できる

中

する型

上記以外の動作動詞

ある型

状態動詞

形容詞型

形容詞，形容動詞

中
小

ダ文型

表３．７

心肺用法

目的

‑1

Classifjcation

ている型

接続表現を持つ複文の分割パターン

Table 3.5 Division patterns for comple)くsentence

並列

言言 優先度

係り先述諧表現

愉白に述誇大現

述語表現の分類

expression.

名詞述語文（〜だ／〜である）

連用中止表現に対する分割ルール例

Table 3.7 Examples
一一

of division rules for¨｢enyou‑chuushi"

分社ヴ 文末（係り先） 意味用法 挿入接続詞 形態素調整操作
し型

できる型

添加

そして

原因

そのため

十でいる

したがって

−でおり
＋ている

ており型

＊（任意）

原因

であり型

＊（任意）

原因

一一‑

Ｂ．これは、Ａためです．

ようぐに）

(分割不可)

条件

ば，と，たら

(分割不可)

逆粂

ても

(分割不可)

とき

とき（にヘ等

(分割不可)

方法

ことで，
ことによって

(分割不可)
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expressions.
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犬ごきる

−である
十です

受け構造を成すこととして定義することができる．また，それに対する書換え

第４章

候補の生成パターンは，係り受け構造の変形と文節に対する形態素調整によっ

部分的な構文構造の変換にこよる
ヒヒ
μ目

スタイル修正機

て実現することができる．例えば，マニュアル等の文章において好ましくない
とされる「電源を投入しないとシステムを使えない」というような前件，後件
双方に否定表現を含むような条件表現に対する推敲支援規則は，簡単化して示
せば，図４．１に示すような形で実現することができ，「電源を投入すればシ

本章，５章，および，６章によって，３段階の推敲支援処理モデルの中核を
なすスタイル修正機能の実現方式を説明する．本章ではまず，スタイルの修正
吹能が部分的な構文構造の変換処理として実現されることを説明し，これを効

ステムを使える」および，「システムを使うためには電源を投入する必要があ
る」を書換え候補としてユーザに提示することができる．
この例では，システムがこれらの書換え候補を提示することにより，ユーザ

率的に実現するためのスタイル修正機能の考え方とそれに基づく構成方式を提

は，十分条件を表す表現

示する．特に，実用的なシステムを実現するためには，構文構造（係り受け構

することを知ることができ，さらに候補を選択するだけで，意図した意味を明

造）の多義をいかにして扱うかが重要であることを示し，本章から６章までに

確にする表現に実際に書き換えることができる．複数の書換え候補の提示は，

述べるスタイル修正機能を実現する各要素技術において，この問題が中心的に

この例のように，原文に意味的な曖昧性はなくとも複数の候補を提示して書き

取り扱われることを説明する．その後，書換えを行うべき表現（不適正表現）

手に文脈上最も適切なものを選択させる余地を残したい場合と，オリジナルの

を効率的に検出する機構を提案する．

不適正表現に意味的な曖昧性が存在する場合

II°，必要条件を表す表現の２とおりの書換え方が存在

･I

II

に起り得る場合とがある．これ

らの各游換え候補を書換えオルタナティブと呼ぶ．

４．１

部分的な構文構造変換としてのスタイル修正

すでに述べたように，悪文を避け，分かりやすい文を作成するために，多く
の提案，ノウハウが示されている．それらの多くは，文中にあるパターンＡが

なお，検出,規則においてノードに付与された情報は，文節の性質に関する制
約条件を示す．また，書換え規則においてノードに付与された情報は，書換え
において行うべき形態素調整を示す．以下では，これを形態素調整指令と呼ぶ．

存在すれば，それを別のパターンＢに書換えることを示唆するものである．こ
こで，上記のパターンＡが本論文でいう検出すべき不適正表現に相当し，上記

４．２

のパターンＢが本稿でいうシステムが提示すべき書換え候補に相当する．本論

４．２．１

文では，不適正表現を検出するための規則，それに封する書換え候補を生成す
るための規則を合わせて推敲支援規則と呼ぶ．

スタイル修正機能の構成
基本方針

以上の議論をもとに，スタイルの修正機能をなるべく低い計算コストで実現
するために以下の方針を採る．

さて，これらのパターンを規日￨』として記述するために必要な情報について考
えてみると．検出パターンの多くは，特定の性質を持つ複数の文節がある係り

4.一一l'

論II111妁には必ずしも原文と割111iではない．しかし，このような意味で原文が用いられる

場はも多いI｣反la51，
1'べぢ５㈹ﾆj3いて例をボす咀１５．１１
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（□部分的な書換えを段階的に行う

盾に保つことにより，１文に対して複数の書換え操作を行った場合に対しても．

不適TF表現ごとに．図４．１に示したよらな検出規則，害換え候補生成規則

適切な書換え結果の保証と処理の効率化の両立を図る．

今川意しておく．原田として，検出された不適正表現１つずつに対して影響す

４．２．２

スタイル修正機能の構成

る範囲内で部分的な書換え候補を生成Ｌ．それに対するユーザの選択により書

以hの基本方針に基づくスタイル修正機能の基本的な構成を図４．２に示す．

換えを段階的に行っていく．これにより，検出された不適正表現全てについて

不適iE表現検出部は，形態素解析結果および，多義の存在する文節間係り受

の遡換え候補を組み合わせて文全体の書換え候補を生成した場合の候補数の爆

け解析結果から，文中に含まれる不適正表現の可能性をｰ一括して網羅的に抽出

茫を避ける．なお以下では，ある不適iF表現に対してシステムが書換え候補を

する．ここで，形態素解析部は，日本文音声変換システムに使われたもの｢宮崎

生成し，ユーザがそれを選択することにより部分的な書換えを遂行する過程を

86｣をベースとしており，いくつかのヒューリスティックにより多義を解消し一

部分的阿換えタスクと呼ぶ．また．部分的書換えタスクを段階的に実行する過

意な結果を出力する．また，文節間係り受け解析部は，日英翻訳システムに使

程を推敲過程と呼ぶ．

われたものl白＃87]の一部を用いており，可能な２文節間の係り受け関係を原則

（２）早期に不適正表現の成立可能性を検出し，オンデマンドで係り受け多義

として全て出力する．いずれについても，実用上十分と考えられる精度を得て
いる．不適正表現検出部については，

の解消を行う：

介によっては文脈解析などの高い計算コストを要する処理を必要とする．よっ
て，現実的な推敲支援システムを実現するためには，不油圧表現の特定を，係
り受け構造の多義が存在する状況下における不適正表現成立可能性の検出とし

３で詳しく述べる．

推敲過程制御部は，スケジューラとデータ整合性維持機構とから構成される．

前節に述べたように，なるべく既い計算コストで不適iF表現を特定すること
が必要である．しかし．係り受け構造を一胞に定めるためには．意味解析や場

４．

前者は，部分的書換えの段階的実行を制御し，後者は，部分的書換えに伴って
必要となるデータの整合性維持を行う．この過程において，係り受け多義解消
部は，オンデマンドで係り受けの多義を解消し，その結果を要求元へ返す．部
分的書換え実行部は，生成した書換え候補をユーザに取捨選択させることによ

て行っておき，推敲過程において，オンデマンドで必要最小限の範囲で深い解

り，部分的書換えタスクを実行し，差分解析部は，書換え前後の差分を解析し，

析処理を適用し，多義解消を行っていくことが妥当であると考えられる．この

それをデータ整合性維持機構に通知する．
この過程において，構文構造の多義のもとで効率的に書換え候補を生成する

際場合によっては，システムがインタラクティブであることから，ユーザを多
義解消の資源として用いることも可能である．

ための方式については５章で述べる．また，推敲過程を制御し，段階的な書換
えに伴う内部データの整合性を維持する管理する方式については，６章で述べ

（３）処理の重複を避ける：
部分的な書換えを行う度に，それにより変化した入力文を新たな入力文と考

る．

３

４

えて，文解析処理，不適正表現検出処理を繰り返すのは．安全ではあるが非効

不適正表現の検出機構
率的な方法である．そこで，書換えに対応して文解析，不適正表現検出の結果
４

を更新し，その時点での推敲対象文の文字列とこれらの内部データを常に無矛
40

３

１

不適正表現検出過程の特徴

41

表２．口こおいて，スタイルの修正を必要とすると分類される不適TE表現を
計算機処理により検出することを考える，まず考えられるゐ

法は，対象とする

(Ｂ)従って，検出処理の改良などに伴うプログラムのメンテナンス，すなわ
ち，検出規UI』体系のメンテナンスが困難になる．

入力文の全体に対して形態素解析，構文解析を行い，その結果に対してパター

以上のような検討結果から，検出処理の途中過程の各処理，および，その処

ンマッチングを行って特定の不適正表現を検出するという方法である．すなわ

理結果をノードとして局在化し，各処理の実行制御，及び，途中結果の情報の

ら，図４．１の推敲支援規則例に示した検出パターンと，入力に対する構文構

参照をノードの接続関係とするデータフローネットワークによって検出規則体

造を直接パターンマッチさせるという方法である．しかし，効率的な検出処理

系を表現し，その解釈実行アルゴリズムを検出規則ネットワークとは独立に与

の実現という観点からすると，この方法には無,駄が多い．

えることによりヒ記の問題を解決する不適正表現検出機構を提案する．

すなわら，対象とする各不適正表現の検出のために，それぞれのための構文

４．３．２

検出規則ネットワークの構造

構造レベルにおけるパターンマッチング処理を繰返し実行することは非効率で

（い検出規則ネットワーク

あることが各個別の不適正表現の検出規則を検討する過程から明らかとなった．

不適正表現の検出規則系は，ネットワーク状に表現される．検出規則ネット

明らかとなった不適正表現検出の過程における一般的特性をまとめると以下の

ワークの概念図を図４．３に示す．図に示すように本ネットワークは，DAG（I非

ようになる.

領環有向グラフ）である．

（い検出過程は，条件チェックの積み重ねである．これらの条件は，図４．
１で召えば，文節に対する制約条件と，構文構造それ自体，すなわち，特定の
条件を満たす文節間の係り受け関係に関する条件に分けることができる．
（２）ある項目の検出のために必要な情報が他の項目の検出のために必要な情

（２）ノードの構造
検出規則ネットワークにおける各ノードの構造を図４．４に示す．入力ノー
ドリストと出力ノードリストによって隣接するノードとの接続関係を表現する．
各ノードは，その状態として，「未検査」，「非活性」，「活性」のいずれか

報と共通であったり，ある項目の検出が他の項目の存在を否定したりというよ

をとる．初期状態においては，全てのノードが未検査の状態であり，ノード値

うに，個々の項目に対する検出過程が相互に関連を持つ場合が多い．例えば，

はnilである．非活性状態の場合のノード値は，それを表す定数であり，それ以

図４．１に示したような条件節に否定表現を持つ不適正表現を検出する場合に

外のノード値を持つ場合が活性状態である．

も，ＩＡのようにＢでない」のような曖昧な否定表現（表２．１の頁香７）を

活性化は，２段階の条件チェックを経て行われる．まず，自ノードに記述さ

検出する場合にも，否定表現を持つ述語文節の存在をチェックする必要がある．

れている活性化前提条件をチェックする．これは，入力となる各ノードの活性

このような特性を持つ検出系を実現する方式として，処理プログラム中に条

化状態をチェックするもので．各入力ノードの活性化状態をand,or,notを組み

件分岐を陽に記述する方法が考えられるが，これには以下のような問題がある．

合わせて記述する．次に，白ノードに記述されている固有手続きを記述しノー

（Ａ）不適正表現検出のために必要な各過程の制御と各過程に閉じた処理とが

ド値を計算する．この結果として，活性化前提条件が成立しても状態が非活性

プログラム中に混在することになるため，不適正表現検出の処理全体を見通し

となる場合が存在する．また通常，この過程において前段の各入力ノードの値

よくブログラムで記述することが困難になる．

を加工して自ノードの値とする．
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（･3）ノードのタイブ

（２）入力ノードの参照機構

ノードには，始端ノード，中間ノード，終端ノードの３つのタイプがある．

卜記のアルゴリズムから明らかなように，あるノードが非活性となった場合，

始詣̲Ａ二浬こ検出しようとする不適正表現項目に対する初期的なｊがかりに相

その先に接続されているノードは検査されない．そのため，あるノードにおい

当する．即今化引足条件は，Ｔである．各固有手続き記述は，形態素解析，構

てλカノードのノード侠を参照する場合（活性化前提条件のチェックおよび固

文意味解析結果などを参照して不適正表現の手がかりを検索する．手がかりと

有手続きの実行lに，その状態が未検査でノード値が求まっていない場合が存

なるデータが噂られれば，それを白ノードとしてセットし，活性化状態となる．

在する．この場合は，アークを逆方向に再帰的にたどってノード値を求める必

藻ご

い○

ノヱ中間ノードの接続関係および各ノードの活性化前提条件と固有手

要がある．このような機能を持つ入力ノードのノード値を参照する続･一一的手続

によって，始端ノードで示される不適正表現検出の手がかりから，終端ノ

きを用意する．

で示される不適iE表現へ至る条件の組み合わせ，およびノードの活性伝播

Ｌ記のアルゴリズムに示した，次に検査すべきノードの絞り込みと以上のよ

を記述する．中間ノードにおける固有手続きは，一般に前段のノードの持つ情

うな必要に応じたノードの逆探索を併用することにより，効率的に規則ネット

報を組み合わせ，それをJjl]工して自ノードの値とするための手続きを記述する．

ワークの解釈を行うことができる．

経巡ここに各終端ノードは，各不適正表現項目に対応している．従って，活

（３）簡単な規則例

l
j

叱された終端ノードは，対応する不適正表現が検出されたことを示す．一一般

図４．１に示した推敲支援規則の検出パターンを例にとって，規則ネットワ

ｌｌｙ

，終端ノード値としては，その不適IE表現に関する情報（箇所など）を保持

ークにおける局所的な処理例を示す．この不適正表現パターンを検出するため

させる．検出された不適正表現に対して，書換えのためのガイダンスを提示す

には，２つの始端ノード（Ｌ１，Ｌ２とする）と，１つの中間ノード（ＣＩと

る場合や，￨ヽ･記かを候補を提示し対話的に推敲を支援する場合．検出された不

すろ）．そして，１つの終端ノード（ＲＩ）を容易すれば良く，その部分ネッ

適正表現に対するこれらの情報は必須である．
４．３．３

検出規則ネットワークの解釈アルゴリズム

トワークは，図４．６のようになる．また，それぞれのノードにおける処理は，
次のようなものとなる．

（１）アルゴリズムの概要

Ｌ！：形態素解析結果を参照し，接続助詞「と」を含む文節の集合を求める．

ネットワーク表現された規則の解釈アルゴリズムの概要を図４．５に示す．

Ｌ２：形態素解析結果を参照し，否定表現を含む述語文節の集合を求める．

処理の起動においては，始端ノードのリストを引数として渡す．原則として，

ＣＩ：Ｌ１とＬ２に保持されている文節集合の積集合を求める．

アークの方向に沿って１段づつbredth,

ＲＩ：係り受け解析結果を参照し，次の条件を満たす文節ペアの集合を求める．

firslに各ノードの処理を進めて行く．各ノ

ードでは，まず活性化前提条件のチェックを行う（図４．５の（い）．次に，

{(xi

Yi）

xi e CI' Yj 6 L2' ｢11odiry(xi'Yj)}

固有手続きに従ってノード値を決定する（２）．ノードが活性化状態となった
４．３．４

不適正表現の検出機構の評価

場合のみ，その出力ノードリストを次に検査すべきノードのリストにアペンド
提案した不適正表現の検出機構は，決定的な処理に基づくものであり，通常
し（３），それを引数として処理を再帰的に繰り返す．
の条件チェックを陽に記述したプログラムと等価なものであるため，入力文に
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討するｉ語解析（形態素解析，係り受け解析｀）が正しく行われ，検出のロジッ

また，本草万福梁した規則ネッドノータは，重複する条件判断をネットワー

クがdEしく検出規則ネットワークとして実現されている限り，精度100％で検出

クにおけるノードとして表現し，そのデータの参照関係をリンクによって表現

を行えることは明らかである．

するという点から，ヅリダクションシステムにおいて広く用いられている

予備実験I」2

を行った際の結果では，計算機マニュアル６５文に対して，正検

Nctwork［Forgy

Rete

81け呼ばれる技法と共通性を持っている．従って，各規則の記

出の総計が179件，誤検出の総計が43件，未検出の総計が5件であり，再瑞率

述を統合して規則系をネットワークとして展開する処理をRete

り7.3‰適合率80.6％で

方式を参考として構築し本システムに導入すれば，不適正表現検出規則の記述

あった．末検出の原因は，品詞認定等の形態素解析の誤

りによるものが殆どであった．一ゐ･，誤検出の原因は，係り受け解析において

における規則記道者の負担をより軽減することができると考えられる．

堰￨宋性解消を行っていないことによるものが多かった．しかしながら，後続す
る弟ご述べられるように，推敲過程において係り受け構造の曖昧性は減少して
いき，成ヽyしないことが明らかとなった不適正表現に対する書換え処理は行わ
れないので，検出の過程では適合率はさほど重要ではなく，再現率が重要であ
る．この意味で11記の予備実験の結果は，妥当なものと言える．

４．４

まとめ

本章ではまず，スタイルの修正機能を効率的に実現するためには，構文構造の
多義をいかにして扱うかが重要であることを示し，それを考慮した構成方式の
貨俳優を提示した．また，言換えを行うべき表現（不適正表現）を効率的に検
出する機構として，検出に必要な条件チエックの組合せをネットワークとして
表現する不適正表現検出ネットワークとその解釈アルゴリズムを提案した．
不適正表現の検出は，「症状」を観察レそれらの組合せからある［診断］
を下す医療分野における診断エキスパートシステムと似た特性を持っている．
実際，CASNET［Wciss

78］と呼ばれる診断システムにおいては，本章で提案した

検出規則ネットワークと類似した３レベルのネットワーク構造により表現され
た診断規則が用いられている．

jll゛，I附!え隨能を実現するi狗に．検出問能のみを予聞的に評fllliした．表２．１に示した表現
以外に．連jl｣中IF.八反や受動態表現の存をチエ･yクや複雑な隣造を持つ名詞句の検出などが禽
まれている.
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Networkの構成

斗7

〜すれば〜する
〜しないと〜しない

推敲過程制御部
不適正表現検出部

書換えパターン１

スケジューラ

検出パターン
−

データ整合性
維持機構
(推敲過程マネージャ)

ＩＩＩ

Ｙけemove（negative）

!(possible)

Y（＋negative）

アジェンダ

xg

X(remove(negative)，
｢白move(conJuncliveと)，
add(conjunctiveぱ))

C＋negat･ve，
Fo巾ndveと）

戸荷列

書換え候補生成規則

書換え候補生成部

係り受け多義
解消部

推敲支援規則ベース

〜するために

は〜する必要がある

図

Fig

書換えパターン２

,4.

４

．２

２

Architeclure onhe

スタイル修正機能の構成
Style lmprover.

X(remove(negalive)，
ty必要がある))
！

ＩＬＩＩ

//
Ｙけemove(negative)，

ｌ

−︱・

｢emove(possjbl白)，
d(conjunctiveためには))

始端ノード

中間ノード

終端ノード
●

図４．１

推敲支援規則の例

Fig.4.1 An example

of the revision support

rule.

図４．３

検出規則ネットワークの概念図

Fi9.4.3 Conceptual
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dja9ram

of the detection rule network.
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ノードＩＤ

活性化前提条件(Pressuposition)

人カノードリスト卵‑Node‑List）
出力ノードリスト(Out‑Node‑List)

｀ヽ､1

ノード値(value)

固有手続き記述(Procedure)

Ll

a
一一ＩＩＩ四皿四ＩＩ皿一

CI

図４．４

検出規則ネットワークにおけるノードの構造

Fig.4.4 Node

{BijorljunctiveTO(E!i)}

structurein lhe deteclion rule nelwork.

L2

{Bi

RI
●

l ＋negali｀/eくBi}}
にミ乙、､､、４八九4−九−ゝW−ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ･ゝ5ゝゝW‑ゝゝゝSゝ〃

−Ｊ

Algorithm

{(Bi,Bj)I BiECI

Rule‑hucrprctc(Nodc‑List)

loca】Next‑Nodc‑lisl

‑
‑

図４．６

NIL:

i f Node､Lis1
each

EL2ハModjfy(Bi,Bj)}

例に対する検出規則ネットワーク

Fi9.4.6 The portionofthedetectionrulenetworkfortheexample

localvalue;

for

ＡＢ

＝＝NIL
Node

in

return;
Node‑List

do

ifeval(Nodc.Pressuposilion)＝＝OK

then

valuc :＝cval(Node.Procedure);
ri value

o）

（2）

then
Node.value

:＝value;

Ncxt‑Node‑List

:＝

append【Next‑Node‑List、

；（3）
Node.0ut‑Node‑List）:

else
Node.va】ue:＝'inactivel:
endif;
endif:
enddo;
Ru】e‑lnterprete(･Next‑Node‑List):

endAlgorithm
図４．５

規則解釈アルゴリズムの概要

Fi9.4.5 A19orithm for interpreting the detection rule network.
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５１

第５

ら･
早･

−ゾと呼ぶことがある）は，｜全否定」，「部分否定」という書換えオルタナ
ティブを扱うための２つの個別規nl』からなることを示している.

構文構造の多義を考盧した
部分的書換え候補の生成

yf」闘￨』規則は．入力となる水構造の条件を指定するマッチング部，水構造に
対する操作を行う操作部，出力する水構造を指定する生成部からなる.（B）のマ
ソチング部（:malching.patlern節Jでは，入力木の形状（:struclure項），各節点の
条件（:properly項）を記述する．入力水の形状は，変数をアトムとするリストに

リｎこおいて，スタヘロ劃F機能の概要と不適j￣F表現の検出機構について述

より表現する．変数は，マッチングにおいてレっの木構造節点がバインドされ

べた．泰章では，検出された１ヵ所の不適正表現に対して，部分的な書換え候

る変数リード変数）と複数の木構造節点の集合がバインドされる変数（区間

哺を生成する方式について提案する．提案する方式においては．構文構造の明

変数）の２つのタイプが指定できる．区間変数は，アスタリスクで始まるアト

石的な多義解消を極力避けつつ書換えの及ぶ範囲を決定すること書換え候補
生成の際に構文構造の多義に起因する複数候補間の文字列同一性の問題を効率

ムで表す.（（1の操作部（:operati･ns節）では，任意の操作をLjsp関数を呼び出す
ことにより指定することができる．（Ｄ）の生成部（:crealion̲pallern節）では，出力木

的に扱うこと:こ焦点がおかれている．また，評価実験の結果から，これらの方

の形状Gstruc,ure項）．各節点に対する情報の付加（:property項）を指定する．

式が隋文構造の多義を効率的に扱うのに有効であることを示す．

附加］される情報は，書換え候補生成のために必要となる文節に対する操作であ
り，これを文節操作指令と呼ぶ．これらは，出力木の各節点に付与される．例

５．１

書換え候補生成規則の記述

えばこの例では，Ｙ節点に［助詞のガをヲに置き換えよ］という操作指令が，新

自然阿語処理システムにおける処理規則の記述の枠組として．木構造データ

しく生成する節点Newには「自立語を連体詞のドノとせよ」という操作指令が

を対象とした処理系が提案されており，その有効性が報告されている「中村

付加される．なお，区間変数に対しては，マッチング部における条件チェック，

闘l」片桐871，本システムでもほぽ同様の木構造のマッチング・変換の操作とし

操作部における文節操作指令を指定することはできない．

て書換え候補生成規則を記述する．このための処理系をLisp言語ｈに構築した．
推敲支援システムにおける書換え候補生成規則を記述するという観点から特
に考慮した点は，前節で説明した書換えオルタナティブの定義と文節操作の指
定である．限量詞を伴う曖昧な否定表現（表２．１の頁番８）タイプの不適正
喪現に対する図４．１と同様の構文構造変換による概念図とそれに対応する規
則記述の概要を図５．リ

3に示す．

５．２

係り受け構造の表現と書換えスコープの決定

５．２．１

ネットワーク表現と木構造表現

既に述べたように我々のシステムでは，日本語文の構文構造を文節間の係り
受け構造により表現する．文節間の係り受け構造を表現するデータ構造として
は，山ネットワーク表現，（2）依存構造木の２つが考えられる.（1）は，ノードを

規則の記述（B）においては．まず書換えオルタナティブを定義する（A）.この例
では，「曖昧否定表現１」という部分的書換え候補生成規則（以下，規則グル

文節とし，２文節間の係り受け関係を有向リンクにより表現したネットワーク
である.（2）は，節点を文節とし，係られる文節を親，それに係る文節を娘とす

¨この心哨I日と坦を明剱.な令rfr宅の表現となるように霞換えるための個別規則のみを示す.
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る水構造である．この両者は，交全体の係り受け構造が一意に定まっている場

N'Lije

合は完全に等価である．しかし，係り受け構造に多義がある場合の表現能力に

Lド)

２つ組かj､なる有向グラっとして、ＫＮ=(Ｎ､Ｋ)と表す．ここで、Ｎの

要素は文頭から順に並んでいるものとする．また，Lは係り受け属性の全体集合

は差がある．すなわち，ネットワーク表現は全ての可能な係り受け構造を内包

である．
１︲り

的に表現するものであるのに対し，依存構造木は基本的には１つの可能な係り

KNは、実際

ﾆは11iに対応する節点構造の集合で表現される．

この節点構造を

受け構造を表現するためのものである．よって，(2)を基本的なデータ構造とす
ｎ節点と坪ぶ

・ 攻口

かに文節の内

￨鴻造を保持している．

る場合，係り受け構造に多義性がある場合は，その集合によって係り受け構造

各ｎ節点は，文節の位置情報，係り受け有向リンクの情報のほ

を表現しなければならない．そのため，多くの文節に係り先の多義が存在する
（b）依存構造木集合
場合，それらの口f能性の組み合わせにより集合のサイズが大きくなってしまう．
依存構造本拠訃を依存構造木Tjの集合として.T司TI､一一‑､Tml

我々のシステムにおいては，既に述べたように，部分的な書換えを段階的に

と表す．依存構

造本を構成する各節点をｒ節点と呼ぶ．ｒ節点は，木構造における親娘関係の

行っていく過程で必要な範囲の多義(文節の係り先)を段階的に解消していく

ほかに，ｎ節点へのポインタおよび対応するｎ節点に保持されている文節内部

アプローチをとっている．これは，￨.渡辺88]の日本語解析のアプローチと同等の

構造のコピーを保持する．

アプローチであり，既に彼らが指摘しているように木構造の集合によって係り

係り受け不ットリークと対応する依存構造木集合の例を図５．２に示す．図

受け構造の多義を表現する(2)の表現は，段階的な多義解消には適さない表現で

:こおいては，

あるといえる．一方，部分的な書換え操作自体は，１つの係り受け構造を固定

ｎ 1の係り先として112･i14の２つの可能性があるため.11炳12に係

してぢ'え，それに対する構造変換として実現するのが適切であるのは，既に示

るという場合に対応してTIが･11が｢｀4に係るという場合に対応してT2の２９の

したとおりである．

依存構造木が作られる．図において，ネットワークのリンクに付与されたラベ

そこで，我々のシステムでは，())のネットワークによる表現を係り受け構造

Jﾚ，木構造のリンクに付与されたラベルは，いずれも対応する２文節間の係り

を表現する基本的なデータ構造とし，部分的な書換え操作を行引祭は，書換え

受け関係の種別を示すものである．これを係り受け属性と呼ぶ．我々のシステ

スコープの範囲内でネットワークから抽出された部分的な依存構造木の集合を

ムで用いている係り受け属性は，旧＃861におけるものと同じであるが，本論文

対象とするという方法を採る．以下では，出のデータ表現を係り受けネットワ

では説明を簡単にするため，表５．１に示す係り受け属性のみを考慮する．

ークと呼ぶ．また，(2)に基づくデータ表現を依存構造木集合と呼ぶ．

５．２．３

５

２

２

基本的なデータ構造と

記法

書換えスコープの決定アルゴリズム

書換えスコープが満たすべき条件として次の２つが挙げられる．

(a)係り受けネットワーク

まず，ユーザに書換え候補を提示する際には，書換え対象となる部分文字列

係り受けネットワークを，文節に対応するノードの集合N={nドー‑,ｎｍ}，２文
節間の係り受け関係を表すラペル付有向リンクの集合Kﾆ{("i西'Lij)l

ili'

j

が文中のどの部分であるかがユーザに明確に分かることが必要である．よって，
e

喬換えスコープは，文中の連続した部分文字列と対応している必要がある．
また，提示する候補が複数ある場合を考えると，ユーザにとっては，書換え
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吋象となる文字列が各候補ごとに同じであることが望まれる．よって，候補生

'【eachab】e(t､u)

成規Ui｣を適用する範囲は，一一一白』の候補提示において同−である必要がある．
概念的には，詐換えスコープは書換えルー】ヽ文節を根とした，指定された書

(♭)

が成立すること．ここで、reachable(a､♭)はノードaから出る有向リンクのうちの
少なくとも１つをたど、ていけばノードbに到達できることを示す．

換え構造タイプを満たす部分依存構造本である．しかし一一般には，構造多義が

条

存在するため，書換えスコープの満たすべき上記の条件を満たすためには，ス

11x(q‑￨(

２：禁止､UJ皿け、性条

・

｢｣を11rに直接係ることが決定して９る最も文頭寄りの文節とすると

コー'ｿﾞ決定の処理において必要に応じて構造多義の解消を行いながら，一定の
y

Lxrg】{RT}であること．

ここで･￨(RT)を書換え構造タイプＲＴに対する禁止

範囲を切り出す必要がある．すなわち．書換えスコープの範囲内に構造多義が
係り受け属性集合という．たとえば，I([単位文])={用用lなどである．また

存在してり=馴っないが，その範囲は‥意となるよ･うに決定する必要がある．

このとき'｢e3ch3ble(｢lq'11x｣であるこど

以ドでは．以トの議論を踏まえ，書換えスコープを係り受けネットワークに

この条件２は，切り出すべき部分ネットワークを書換え構造タイプとして定

おける部分ネッiヽワークとして形式的に定義し，それを決定する効率的なアル
ゴリズムを提案する.

義されている

(a)書換えスコープ

ぶす.11r°jl4･ RT=［単位文］，I（［単位文］）=｛用用lとすると，この例では，

L定義]当換えスコーブ

NI判りJ141となるが･111が114に禁止係り受け属性でな゛属性で係るため･13か

以F'に示オ条件１，条件２を満たす．係り受けネットワークＫＮの部分ネット

ら114

ワークＫＮ'を，方換えルートn｡書換え構造タイプＲＴに対する書換えスコープ
と呼ぶ

ここで
'

Lii

6

'ＫＮ'司ＮＩ'Ｋ'ｌ'Ｎ'祠11q'￣￣￣乃￨'KI°1賎I｢1

Ljである．

言語構造上の単位に制限するためのものである．例を図５．３１

このとき

i
.

Lii）:

11i測

｀の係り受け属性が禁止係り受け属性であるにもかかわらず・

NI司111･112･113･｛14｝となる.
ｅ

lqを書換えスコープの先頭文節と呼ぶ．この

定義から，書換えスコープは，先頭文節から書換えルート文節までの連続した

Ｎ

（b）書換えスコープの決定アルゴリズム
アジェンダに登録された書換えタスクには，書換えスコープを直接支配する
文節（書換えルートという），および書換えスコープの言語表現上の単位（書
換え構造タイプという）が記述されている．これらの情報を用いて書換えスコ

文節列をノードとする，以下の条件を満たす部分係り受けネットワークである．
灸一一1:スコープ大

ープを決定する．

立j｀ゑ

前節に示した定義からも明らかなように，書換えスコープは，連続した文節

ｍを対象文の文節数としたとき，

をノードとする部分ネットワークである．よって，書換えスコープを求めるに
∀ｓｅ｛ｎｌ

lq−l

h

∀t6

NI

｛「lrl

あたっては，書換えスコープの先頭文節11qを求める処理が本質的である
∀116｛nr4.い…，ｎｍ□こ対して，

ｒｅａｃｈａｂｌｅ｛ｓ川

書換えスコープの先頭文節を求めるための最も単純なアルゴリズムの概要を
図５．

（a）
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４に示す．最初は，ルート文節nrを引数として手続きを呼び出す．まず，
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明示的な多義解消処理を呼び出しJﾚｰ一卜茫節へ直接係る文節を全て決定した後．

11wから｢1r‑1までの文節ばrよ引麦方の文節に係ることはできない．また･nlから

禁lﾄ.係い茫け属性でない属性でルート交陥に係る最も文頭側の文節を探索する．

nw‑1 までの史前は

さらに探索された文節を引致として再帰呼び出しを行い，その文節へ到達する
むも文頭佃ljに近い文節を見い出す．この際は，禁lh係り受け属性を考慮する必

トの

簑 肺 が満たか

る場

/N
□

11wから111･,1までの文節に係ることはできない．そこで･以
１る可能性があるかをチにソクする．以上の条件が満たされ

日本語 y系い1は構造の性質から｢c3(｀h;lhk｀(11w･｢1r｣が満たされる． よ')

ま

姿はない．求まった文節が片換えスコープの先頭文節となる．このアルゴリズ
て.1'lwを引数として叫端的な呼び出しを行うことによ゜て･"w⌒｀到達可能な最
ムでは，処理の各呼び出しにおいて．まず最初に引数として渡される文節へ直
接係る文節を決定する必要が必ずあるが，一般に多義解消処理は計算的に高価
な処理であるため，書換えスコープを低い計算コストで決定するという観点か

件が満たされない口｣'能性が存在する場合は，多義解消処理を呼び出すことによ
り11wから11V⌒ヽの係り受けが決定されるかを調べる･

らは問題がある．
これに対して提案するアルゴリズムの主要部分を図５．５に示す．このアル
ゴリズムの最も基本的な考え方は．禁止係り受け属性を考慮しなくてよい場合
（･場合１）と考

慮しなければ･ならない場合（場合２）の処理の分離である．こ

れは･以･ﾄﾞの理由による．場合１においては･

Ｉ

ＩＩＶ

系る文節の中で殼蛸糾こ近い文節を早く見い出すことが望ま

しいからである．．この事情を図５．６を用いて説明する．図において．ｎを上
ｙ

生絹tか満たされるので･上記と同様にnwを引数として再帰呼び出しを行えば

向い

1‰がjl,,'゛係らなしl場合は，次の候補文節を調べることになる.

jごこ
る．

皆ＵがJ受け属外や考濾しなければならない場合の手続き２を謨明す

す;jl汗たよやご

yい大汗する

まず禁!￨!係」り受け属性で係る￣交T陥のうち最GIに;斥い文

や決定する．この際、明示的多義解消処理を呼び出す．このよ

｀Ｊ
‑￨ ． ｊ･･４‑･ ｌ ｇ
レI,にじ:.JIL･P＝j一口

ﾒｰz･

j･

Ｌ
ｊ

仙訃

ｎ
Ｗ･

記の条件を満たす文節とする･I栃が叫7｀禁Lﾋ係り受け属性で係ることが確定し
ている場払

lyより文苑側に非禁LL係り受け属性でrlr尚直接係る文節が存在し

ない限り、日本語係り受け構造の性質（後方文節へ係ることおよび非交差性）
から
︱−Ｖ

tt

y+1が必ず言換えスコープの先頭文節となる．この事情は
が
Lﾋ係り受け属性で

乙え応がj5っるかどｙかを調

D.ﾄ文頭即こある文節から露換えルートに直接係

゛る．

このような文節（lxとする）がなければ／前

ぷのとおり11w士￨が求めるス２｀￣￣プ先頭文節となる．
yあれば．

また･上記のような文節11X

･もはや禁止係り受け属性を考慮する必要はな゛ので･ilxを引数とし

呉より文頭側
け綾幻持び出せばよい

rふ係る文節がｏくｏ存在しても変らな゛

１を説明する．最初の坪び出しでは･ル￣ト文節町が引致となる.lvに係りう
る大節を文頭側から調べて０く

ぐ対象文節を

wとする）.11wをスＪ￣プ先頭文

３

以上の準備のもと，まず禁止係り受け属性を考慮しなくてもよい場合の手続

節と仮定すると

これが決定されれば係り受

用剔系の非交差性によりnwをスコープ先頭文節と仮定した時のスコープ内独立

rに係る最も文頭側に存在する

文節を無条件にまず邑い出せば良いのに対し，場合２においては，禁1ﾄ係り受
卜両性によってn，

もえ頭恨に近い文節を求め，それをスコープ先頭文節とすれば良い．上記の条

５

５

部分的書換え候補の生成
３

１

アルゴリズムの概要

部分的書換え候補を生成するアルゴリズムの主要部分を図５．７に示す．こ

スコープ内独立性条件により
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のアルゴリズムヘの入力は，書換えスコープに対応する依存構造本集合Tと書換

変換された依存構造本を走査し，生成部の:property項の記述により付加された文

え候補生成規則Rである．

節操作や活用形調整を行うことにより表層文字列を生成する･

依存構造木集合Tとは，与えられた書換えスコープに対して係り先の唯一性条

結果は，T･;iとS;;のペアであり，これを返却する．

件により組み合わせ処理を行い，その結果から非交差条件を満たさない組み合

処理の原則は以上のとおりであるが，各構造マッチング処理において，マッ

除去することにより得た依存構造木の集合である．集合の要素である各依
造木は，政換えスコープ内に存在する構造多義のそれぞれを展開したもの
である．

各依存僕造本をTiとして．

これをT司T】･‑一一･Tmlと表す．

RiをTiに適用した

また￣般に･

千ング環境U固別規則と依存構造木の組に対する変数バインド状況）を管理し
ておくことによって，処理の効率化を図ることができる．たとえば，ある個別
規則Riを依存構造木Ti.Ti（kj）にそれぞれ適用する場合を考える．この時，

書換え候補生成規則Ｒは規則グルー‑｀ﾌﾟをなすので，これに属する個別規則をRiと

(DRiの全てのノード変数にバインドされた木構造節点配下の文節集合がTi｀Tj双
しC.

R°IR】.‑‑‑.Rnけ表す．

方の場合に対して等しく.(2)Riの全ての区間変数にバインドされた各木構造節
アルコ'リズムの中心部分は，削Ｍ￨｣規則Ｒ涜各依存構造木Tiに対して適用す

点に対する各配下の文節集合の和集合がTi'Ti双方の場合に対して等しければ，
るという２蚤ル￣プからな'9てJいj｣・その結果を適用結果リストＭ司M1
Ｍ

Ｍ

lm

ｎＰ￣￣￣

要･j Miiは

Ｍ

｝
ｎｍ

蓄積する（ステッブ（Ｕ〜□）

1,‑一一

ここで，Ｍの各

生成される表層文字列は必ずSii°Siiとなる．つまり，ある個別規則に対して上記
・
の意味で等しい変数バインドがなされた環境がすでに存在すれば，結果として

個別規則Riを依存構造木Tiに適用した結果得られる変換された依存

同じとなる表層文:字列がすでに生成されていることになるため，表層文字列の

構造木汀ijと書く）とそれに対応する表層文字列（Siiと害＜）の″アからなる

生成処理をスキップすることができる．例えば，上記の場合，すでに生成され

ものとする．個別規則の適用については，５．３．２で説明する．

ているSiiをSiiとしてM;iの文字列座にコピーすればよい．この手法を規則マッチ

ステッフ

ぐ２）は，上記の適用結恥リストＭから不適切な依存構造を持つ要

素を無効化する「フィルタリング」と呼ぶ処理である．また，ステップ（３）

ング環境による依存構造木のマージングと呼ぶ．
図５．８に具体例を示す．［ファイルの印刷が属性を変更すればできる．］

は，フィルタリング処理が行われた適用結果リストＭを入力として，同Lﾆ表層

という例文に対する係り受けネットワークが図５．８（ａ）に示すようになってい

文字列に対応する依存構造木をまとめる「マージング」と呼ぶ処理である，こ

るとする．このとき，図５．８（ｂ）に示すような書換え候補生成規則を適用する

れらについては，それぞれ５．３．３，５．３．４に述べる．

場合を考える．書換えルートは，文節５「できる．」であり，書換え構造タイ

５．３．２

プは，「単位文」であり，係り受けネットワーク全体が書換えスコープとなる．

個別書換え規則の適用

個別規則の適用における処理の原則は以下のとおりである．まず，マッチン
グ部の:slnlcturc項で指定された構造マッチングと:property項で指定された文節属
性に対する卸』約条件のチェックを行い，マッチングが成功すれば，操作部に指

依存構造木集合は，図５．８（ｃ）のようになる．個別規則の適用における構造マ
７チングによ゜て･TI･T2いずれの構造木に対しても･X司文節1｝，Y=｛文節１，
文節21，゛a=ぽ゛♭=｛文節３，文節４｝という変数バインドがなされる，従って，

定された任意の操作の実行後，生成部を適用し依存構造木を変換する．その後，
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TI:こ対して表層文字列生成が行われていれば.T2に対しては行う必要がない（［Sj

消処理としてとらえることもできることに注意されたい．すなわち，上記の例

5.h（n参照）．
５．３．３

では，ｊ属性をレー･「できる．」という係り受け関係の成否が直接チェックさ

依存構造木のフィルタリング

個別規UIIの適用による構造変換の結果，係り受け構造として不適切な構造が
生成される場合がある．例えば，図５．８｛ｄＭこ示した例において，生成された
剱補文字ﾀﾞ￨｝は，「ファイルを属性を変更すれば印刷することができる．」であ
り

なお，本節で示した木構造のフィルタリング操作は，一種の間接的な多義解

，２つの依存構造木ともこれに対応している，よって，ユーザがこの書換え

れるのではなく，フィルタリング操作を経た後の書換え候補をユーザが選択す
るというアクションによって，上記の誤った係り受け関係が間接的に不成立と
されるのである．
５．３．４

文字列同―性による依存構造木のマージング

候補を受理した場合，次節に示す依存構造木のマージングによって，これらの

［司５．７のアルゴリズムにおけるステップ（３）では，ステップ（２）まで

２つの構造はともに保存されることになる，しかしこの例では，２番目の依存

の処理で得られる適用結果リストＭを走査し，書換え候補リストＣを作る．この

横造本は，Ｉつの述語に対してヲ格格要素が２つ修飾するという解釈に対応す

操作を文字ﾀﾞI』の同

る不滴りjな構造である．従って，この候補文字列が選択されるならば，以降の

要素はある表層文字列とそれを与える依存構造木の集合のペアである．このよ

処理に対して２昏目の構造を保持しておくことは無意味であり，このような不

うに，同じ表層文字列に対応する依存構造木の集合をまとめておくことにより，

適切な構造は，それが判明した時点で排除しておくことが望ましい.

ユーザ：･こ文字列として同じ書換え候補を提示することが避けられると同時に，

11記の例における不適切さは，そもそも，文節３「属性をｌが文節5

1でき

る･∧に係るという解釈が書換え候補生成規則の適用前に排除できていないと

･性による依存構造木のマージングと呼ぶ

．ここで，Ｃの各

ユーザによる書換え候補選択の後にその候袖に対応する依存構造木集合（言い
換えれば非換えスコープ内の構造多義）を自然に保存しておくことができる．

いうこと:ﾆ起￨大に.ている，しかし，推敲支援システムの性格上，意昧的制約な
とを適用して事前に厳しく多義を絞ることも問題があるため，上記のような係

５．４

有効性の評価

り受け関係は尤度は低いにしても残されている場合が存在する．すなわち，上

提案した方式の有効性を調べるための小規模な評価実験を行った．対象とし

記の例のように，構造変換を行ってみてはじめて不適切な係り受け関係が含ま

た文は，実現した書換え候補生成規則を試験するために用意した７８文，およ

れているということが明瞭になる場合が存在する．

びすでに出版されている計算機システムのマニュアルから抽出した５４文，計

図５．７のアルゴリズムにおけるステップ（２）は，書換え候補生成規則の

１３ ２文である．これらの文に対して計１２

１件の部分的書換えタスクの実行

適用による構造変換の後処理としてﾋ記のような依存構造木のフィルタリング

が成功した．ここで，「成功」とは，システムが提示した書換え候補のいずれ

処理を行う．ここで，不適切性の判定は，明示的な多義解消処理において用い

かをユーザが選択したことを指す．

られるヒューリスティック規則の一部を基にして行うことができる．例えば上
記の例で示した，１つの述語に対して複数のヲ格格要素が修飾することはない
という条件は，その一例である．

（１）

書換えスコープ決定アルゴリズムの評価

書換えスコープ決定アルゴリズムとして，図５．５に示した本論文で提案し
なもの（アルゴリズムＡ）と，図５．４に示した最も単純なアルゴリズム（ア
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･レゴ1.jズムＢ･･を用いた場合の比較を表５．２に示す，アルゴILズムＡにおい
ては，アルゴリズムＢを用いた場合に比べ，明示的な多義解消の起動回数は４
（円ぷ,ﾄﾞであった．アルゴリズムＡは，日本語の係り受け構造の性質と書換え
スコー一一ブが満たすべき条件を利用することにより明示的な多義解消処理の呼び
出し回数を減少させることができる.

本章では，構文構造の明示的な多義解消を柘力避けつつ書換えの及ぶ範囲を
決定する書換えスコープアルゴリズム，書換え候補生成の際に構文構造の多義
に起因する複数候補間の文字列同一一性の問題を効率的に扱う書換え候補の生成
方式を提案した．
明示的な多義解消は，ヒューリスティック規則の適用またはユーザインタラク

一方，アルゴリズムＡによる場合，書換えスコープ内部の多義の数（依存構

ションにより行われる．前者の場合，誤った多義解消をする可能性がつきまと

造本集合の要素数卜は，アルゴリズムＢと比べて約１，５倍となっている．し

う．また，後者の場合，ユーザの負担を強いることになる．よって，明示的多

かし，書換え候補の数は１．２倍程度におさえられている．これは，本論文で

義解消の起動回数を削減するために，提案した書換えスコープ決定アルゴリズ

提案した依存構造木のマージングおよびフィルタリングが有効に慟いているこ

ムは有効であるといえる．

とを示すものである．
（２）

一方，このスコープ決定アルゴリズムにより，書換えスコープ内の多義数が

依存構造木のマージングとフィルタリングの評価

依存購.造本のマージングとフィルタリングの有効性が最も顕著に現れるのは，

増える．これにより生成される書換え候補の数が増えるという問題に対しては．
提案した依存構造木のマージングとフィルタリングがある程度有効であること

アルゴリズムＡによる書換えスコーブ内多義数がアルゴリズムＢによる場合よ

が示された．しかし，その適用範囲に限界があることも明らかとなった．今後

りも多いにもかかわらず，生成される書換え候補数が等しいという場合である．

は，依存構造本のフィルタリングについては，フィルタリングを行うためのヒ

本実験における１

ューリスティック規則を蓄積していくことによりその適用範囲を拡大すること

２１件の成功した部分的書換えタスクのうち，このようなも

のは３４件存在した．これらの場合を分析すると，規則マッチング環境におけ
る依存構造木マージングによるもの１５件，フィルタリングによるもの３件，
候補文字列の同一性による依存構造本マージングが１６件でありた．
規則マッチング環境における依存構造木マージングは，平均４．５６個の木

が必要であると考える．
なお，提案したスコープ決定アルゴリズムは，ある文節を根とする，指定さ
れた部分言語構造を抽出するものであるため，基本的な日本語解析部品とて推
敲支援以外の応用にも適用可能である．

を１つにマージした．これらのほとんどは，スコープ内部の格要素となる名詞
句内部に多義が存在する

という場合であった．フィルタリングの件数が少なか

ったのは，今回の実験でフィルタリングのために用いたヒューリスティックが，
同一用言に対して複数のヲ格要素の修飾を排除する，という確度の高いヒュー
リスティックだけに制限したことによる．

５

５

まとめ
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不適正表現タイブ：曖昧な否定表現
全ての〜が〜ない
主な係り受け属性

表5.1
Table

5.1

The Main

fドリ先

ジドＵじ

係り受け属性

Ｚ

俗評

ﾔ昌卜几出格肋詞
副詞

書換えパターン１

Part of the Kakari一Uke Attribute System

Y((replaceがも))

副詞

肝ｙ

接続詞

指図

辻川用い‑

用用

七月十述作格助詞

New((seUritsugoどの))

怖怖
yl詞十助詞

書換えパターン２

煙込

他年川口

New((seﾘritsugoある))

表5.
Table

2
5.2

書換えスコープ決定アルゴリズムの比較
Comparison

of Rewriting Scope

川更えスコープ
平均明示的多義
決ソにアルゴリズム 解消起動回数

Ｙ

Determination
−一一

Ajgorithms.

平均書換えスコープ内多義数

平均書換え
候補数

アルゴリズムＡ
(提突法)

0.19

2.27

l.2り

アルゴリズムＤ
律辻占

0.49

1.52

1.08

（ａ）

くrewriling̲allernalives曖昧否定表現1

全否定

部分否定）一一（A）

(defrule全否定

一

一

……一一
(:creation̲pallern
:slructure(Z ゛a (Y New)゛♭)
:property(Y.operations(=((eplaceがも))
(New.operations<=(selJiritsugoどの)))

一

(B)

(C)

(D)

（ｂ）

図５．１
Fig.5.1
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An example

書換え候補生成記述の例
of rewriting candidate

67

generation

rule.

∩ｌ
ｎ２
ｎ３
ｎ４
例文：端末で／修正しか／文章を／表示する。
ｎｌ
ＫＮ

ｎ２

ｎ３

ｎ４

(ト社‰8

ｎｌ

ｎ２
投入しないと

電源を

兄→
（ａ）

,格係

Ｔ２

ＴＩ

∩１

ｎ２

機能を

電源を

ｎ３

ｎ４

投入しないと

動作できない

几

４

（ｂ）

Ｔ＝

ｒ３

３

図５．３
埋込

書換えスコープの例

Fig.5.3 Examples

of the r白writingscope

ｒ２

２

手続き

スコ￣プの決定一単純版（「lv･」）

（Ｕ準備:「1､/｀の係り候補文節を昇順にソートした集合をＳとする．

１

（２）係り文節の確定：
Ｓの各要素の「lv
図５．２

係り受けネットワークと依存構造木集合

Fig.5.2Example

of the Kakari‑Uke network and

lheassociated dependency

tree set

｀の係り受け関係を多義解消処理により決定し･「1､ﾊﾞ゛係

る文節のみを要素とした集合を新たにＳとする．
（３）先頭文節の探索：
Ｓの要素を順に調べ･￨に含まれる非禁止係り受け属性でrlvに係る最も文
薗側に存在する文節を求める（（lwとする）.
rlwが存在しなければ･rlvを返却する.
nwが存在すれば･rlwとnilを引数として再帰呼び出しを行なう．
図５．４

書換えスコープの先頭文節を求める最も単純なアルゴリズム

Fi9.5.4 A simple al9orithm for for determining
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the rewrite Scope

top BunsetsU.

手続き

スコ￣プの決定1（nv）
ｎｌ

（０）準備:「1､ﾊﾟ｀の係り文節候補を昇順にソ￣トした集合をＳとする．
（１）ループのチェック：
Ｓが空集合なら・rlv

を返却する．

Ｓが空集合でなければI、その先頭要素をｎ

Ｗ

ＬｙｒＥＩ（ＲＴ）

とする．

（２）スコープ独立性条件のチェック：
ｎｗ からn「

図５．６

までの範囲がスコープ独立性条件を満たすか調べる．

禁止係り受け属性と書き換えスコープ

Fjg.5.6 Rewriling Scope

満たす場合･「lwを引数として再帰呼び出しを行う；

and an inhibiled Kakari‑Uke

Atlribule.

満たさない場合、（３）へ行く．
（３）係り受け関係の決定:
rlwから「1､/｀の係り受け関係を多義解消処理により決定する.

手続き

部分的書換え候補の生成：

（Ｏ）初期化：適用結果リストＭをnijとする．
（１）個別規則の適用：

nwが「1､冷係る場合･nwを引数として再帰呼び出しを行なう；
「lwがrv｀係らない場合･Ｓから「lwを除き（２）゛行く．

全てのRie R.Tje Tの組み合せに対して，RiをTjに適用し，結果をＭにアペ
手続き

ンドする．

スコープの決定２（｜）：

（Ｏ）準備：ルート文節への係り候補文節を降順にソートした集合をＳとする．
（１）ループのチェック：
Ｓが空集合なら･「1rを引数としてスコ￣プの決定１の手続きを呼び出す：

（３）マージング：Ｍを走査し，同一の表層文字列を与える依存構造木集合を
まとめることにより，候補リストＣを生成する．

Ｓが空集合でなければ･その先頭要素をnwとする．
（２）禁止係り受け属性のチェック：
ｎＷ からnv への係り受け属性が禁止係り受け属性かをチェックする；
含まれない場合、Ｓからｎ

（２）フィルタリング：Ｍの各要素について，不適切な依存構造を持つものを
無効化する．

図５．７

部分的書換え候補生成アルゴリズムの概要

Fi9.5.7 A19orithm for generating

ｗを除き（１）｀行く．

（３リ系り受け関係の決定：
ｎｗ

からnv への係り受け関係を多義解消処理により決定する．

ｎｗ

がrlv゛係らない場合･Ｓから「lwを除き（１）゛行く；

ｎＷ

が「lv゛係る場合．（４）゛行く．

（４）飛び越しで係る文節のチェック：
「ｌｗより文頭側に存在しrlr゛非禁止係り受け属性で係る文節のうち･
最も文頭側にある文節を，多義解消処理を必要に応じて呼び出し求める
（nxとする）.
rlxが存在する場合.nxを引数としてスコ￣プの決定１を呼び出す；
rlxが存在しない場合･「lw41を返却する．
図５、５
Fi9､5.5 Proposed

書換えスコープの先頭を求めるアルゴリズムの概要
al9orithm fordetermining the rewrite Scope
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top Bunsetsu.

71

partjal altemative expressions.

ｎｌ

ｎ３

∩２

ｎ４

ｎ５

第６

例文：ファイルの／印刷が／属性を／変更すれば／できる。
ｎ２

ｎｌ

ｎ３

ｎ４

ｎ５

･i47･
早‑

段階的な推敲過程の制御・管理方式

ＫＮ＝ＫＮ

（ａ）

書換えパターン

検出パターン

４章において，実用的なスタイルの修正機能を実現するための基本的な考え
方を掟示した．すなわち，本システムにおける推敲過程は，５章に述べた過程

Y((verbarize回addことができる))

Ｚ〈(川su9oできる〉)

ンヅ匹

ンノ匹

Y((+nomJ/erb)(+caseが))

によりシステムが不適正表現に対して生成する書換え候補をユーザが取捨選択
することにより行われる部分的な書換え操作を段階的に繰り返すことにより実

×((replaceのを))

現される．このような推敲過程の実現においては，段階的に実行される部分的
書換えの実行制御をどのように行うか，また．実際にある部分的な書換えが行

順列

Ｒ

×((+caseの))

（ｂ）

われた際に，内部データの整合性をいかに効率よく維持管理するかが解決すべ
ＴＩ

き大きな問題となる．本章では，この２つの問題に対する解を与える．また．

ｊ

︱

丁２

評価実験を通して，その有効性を示す．

ｒ５

○−○

Ｔ

ｒ２

ｂ

６．１

ｒｌ

部分的書換えの段階的実行による推敲過程の制御

６．１．１

ｂ

部分的書換えタスクの実行前提条件としての不適正表現検出結果

（ｃ）

１

︱

＝
Ｍ

Ｍ１１

不適,.E表現検出部は，１つの不適正表現の検出結果を条件式として表現する.

Ｍ１２

㈲えば，例文：「電源を投入しないと，システムを使えない．」に対する図４．
●●

］に示した規則による検出結果は，図６．Ｈこ示すように表現する．これは，
文節２，４がともに否定表現を含む述語であり，これらの文節間に係り受け関
哺:･一一･一一.

係が成立していることが，「否定条件表現Ａ」という不適正表現成立の必要条

フィルタリング

件であることを示している．この条件式の左辺は，節が１つのリテラルから構
「

ＩＩ／￣ｆ｀Ｑｒ４

成される連言標準形をしている．以降では，連言で結ばれた各条件リテラルを
（ｄ）
図５．８

依存構造木のマージングとフィルタリングの例

Fig.5.8 AnExample

onhe

Dependency
72

Tree Merging and Fillering･

プリミティブ条件と呼ぶ．プリミティブ条件は，文節の性質に関する条件と文
節間の係り受け関係に関する条件に分けることができ，それぞれを文節性質条

73

件，係い2□1条件と呼ぷ．

リミティブ条件が存在することに着目Ｌ．プヤミティブ条件とアジェンダに登

すでに述べたように，システムは不適正表現の検出を多義が未解消な係り受

録されている各部分的書換えタスクとの依存関係を推敲過程マネージャと呼ぶ

出yli折鶴恥に吋して行う．よって，係り受け条件は，ある時点で成立が確定し

オブジェクトにより一括管理する．推敲過程マネージャは，文節性質条件とそ

ていないことがありうる．また，部分的書換えを係り受け構造の変形と形態素

れをプリミティブ条件に持つ部分的書換えタスクとの依存関係を管理する文節

調整によって行うため，文節性質条件，係り受け条件の双方と伝推敲過程の

性質条件スロットと，係り受け条件とそれをプリミティブ条件に持つ部分的書

進行に伴って成立しなくなることがありうる．

換えタスクとの依存関係を管理する係り受け条件スロットの２つのスロットを

このことを不適ｆ表現に対応する部分的書換えタスクの実行の観点からみれ
ぱ，条件式の左辺は，タスクを実行するための前提条件であるとみることがで

持つ．図６．２の例に対する推敲過程マネージャの例を図６．３に示す．
６．１．３

期待に基づく部分的書換えタスクの段階的実行の基本制御

きる．すなわち，部分的書換えタスクの実行前提条件を構成するプリミティブ

部分的書換えタスクの段階的な実行は．以下のような手順で行われる.

気性が１つでも満たされないことが判明した時点で，その部分的書換えタスク

(ステップ旧部分的書換えタスクの選択：スケジューラにより，アジェンダ

は無効なものとする必要がある．

にひ録されている部分的書換えタスク群のなかから，無効化されていない未実

６．１．２

行のタスクの中で最も高い優先度を持つものを次に実行すべき部分的書換えタ

アジェンダと推敲過程マネージャの設定

㈲６．１に示した条件式の右辺の不適正表現に対応する部分的書換えについ
ての知識は，不適正表現のタイプごとにオブジェクトとして定義しておき，推

スクとして選択する．もし，実行すべきタスクが存在しなければ，処理を終了
する.

哉過程の開始時に不適正表現の検出結果に従ってインスタンスを生成する．生

(ステップ１)前提条件成立の確認：前提条件のうち．成立が未決定の係り受

成されたインスタンスを部分的書換えタスク記述と呼ぶ．図６，１の例に対す

け条件があれば．係り受け多義解消部を起動し，その成立／非成立を決定する.

る部分的芦換えタスク記述の概要を図６．２に示す．図６．２に示すように，

(ステップ２)書換えスコープの決定：部分的書換えタスク記述に指定された

対応する書換え候補生成規則名，書換えスコープ，静的な優先度などをあらか

書換えスコープに従って，部分的書換えの及ぶ範囲を文節列として決定する．

じめ指定しておく．さらに，検出結果からどの文節をスコープのヘッドとする

この処理については，５．２に詳述したとおりである．なお，この際にも必要

かについての手続きをメソッドとして定義しておき，インスタンスを生成する

があれば，関連する部分についての係り受け多義解消を実行する.

際に検出結果からこれを求める，また，そのタスクの状態（有効／無効，実行

(ステップ３)部分的書換え実行部の起動：部分的書換え実行部には，書換え

済み／未実行）を保持するスロットを用意する．これらの部分的書換えタスク

スコープ内の文節列とそれらの文節間の係り受け可能性を示す二項関係の組が

記述は，アジェンダI゛¨に登録され，適切なタイミングで実行されるようスケジ

渡される.

ュールされる．

(ステップ３一口書換え候補の生成：まず，スコープ内の文節間の係り受け

また．左辺で表現される部分的書換えタスクの実行前提条件がプリミティブ

可能性から，係り受け非交差条件を考慮しながらスコープ内の係り受け構造を

条件の連言で表現されること．さらにはレ複数の不適正表現間で共有されるプ

表現する依存構造本を生成する．一般に，スコープ内の係り受け構造は多義を

ヅJjJjべき／さj

l.る11｣'走性のあるj;IZJづ￨‰j;･換えタスク記述を保持するデータ.
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持つので．依存隋造木の列が生成される．次に，これらの木構造に対して，部

るが，そのような場合，Ａに密接に関連するＢを直ちに実行すべき場合がある．

分的が換えタスク記述に指定されている書換え候補生成規印』を適用して，ユー

（３）ＡとＢの書換えスコープが全く同一の場合で，Ａ，Ｂを同時に実行する

ザに提示する書換え候補を生成する．この過程については，５．３に詳述した

ことが望ましい場合：このような条件においてもし可能ならば，Ａ，Ｂを同時

とおりである.

に適用Ｌた灘換え候補をユーザに提示することが望ましい場合がある．

（ステップ３−２）ユーザ選択による書換えの実行：システムによって提示さ
れた書換え候補のいずれかをユーザが選択することによって，部分的書換えを

本システムの実現においては，オブジェクト指向プログラミングの枠組み
「Sleelc.Jr.901jKeene891を用いているため，このような動的で柔軟な実行制御は，

実行する．実行結果としては，書換･えられたスコープ内の文節列および，1衣存

プログラム処理系の提供するbefore/after

購造木をニ項関係の組に還元した文節間の係り受け可能性を返す．また，文節

ド結合と呼ばれる技法を用いることによって比較的容易に実現することができ

に対して適用された形態素調整指令のセットを返す.

る．

（ステッブ４）後処理：部分的な書換えが行われた場合，書換え前後の差分を
差分解析部により解析し，データの整合性維持を行う．（ステッブ
６．１．４

０）へ行く．

デーモンによる部分的書換えタスクの段階的実行の拡張制御

６．１，３で述べた基本制徐】方略は，あらかじめそれぞれの書換え規則生成

例えば，ヒ記の（１）のケースは，書換え候補生成規則Ａのbefbre

スを扱うためには，それぞれのメソッド間での一種の通信が必要となるが，こ
れは，メソッド結合の技法により実現することができる.
CLOS（ComnlonLisp

ンス（Ｂとする）と密接に関係しているとすれば，これらの規則インスタンス

ot!jectSystem）の提供するaround

method というメソッド結

合の機構を前提として，上記の（３）の場合がどのように実現されるかを以下
！り

ンスタンス（Ａとする）が，他のまだスケジュールされていない規則インスタ

daemon に

書換え候補生成規則Ｂの実行を指定すれば良い．また，（２）や（３）のケー

規口￨」に割り当てられた静的な優先度に基づいている．その為，動的で柔軟な実
行11」帥を行うには，不十分な場合がある．例えば，スケジュールされた規則イ

daemon という機構，あるいは，メソッ

jtす．このためには，ＡとＢを統合するクラス（Ａ十Ｂ）を前もって定義し

ておく必要がある．

は，連続的に実行されることが望ましい．しかしながら，Ｂのインスタンスの
優先度がＡの優先度に比べてかなり低いとすると，Ｂの実行は遅延されてしま

Ａのaround melhod:
（ステップロアジェンダを走査する.

うことになる．
このような動的で柔軟な実行制御が必要な場合は，次のような場合である．
（１）Ａの実行に先だってＢを実行することが望ましい場合：Ａの優先度がＢ
より高く，Ｂより先にスケジュールされているにも関わらず，特定のＡ，Ｂの
組み合わせによっては，ＢをＡに先だって実行すべき場合がある．
（２）Ａの実行に失敗した場合，直ちにＢを実行すべき場合：Ａの実行によっ

（ステップ２）Ｂのインスタンスがアジェンダに存在すれば，クラスＡ十Ｂの
インスタンスを生成し，それをアジェンダに登録する．アジェンダ中のＡのイ
ンスタンスとＢのインスタンスを実行済みとマークし，リターンする.
（ステップ３）Ｂのインスタンスがアジェンダに存在しない場合なので，Ａの
基本メソッドを実行する．

て生成された書換え候補をユーザがリジェクトした場合，Ａの実行は失敗とな
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Λ十Ｄの匹)皿d
一一

回）部分的み換えタスクの実行前提条件．

mcthod:
‥−一一

（ステヽバプド基本メソッドを実行する．

このうち，文の文字列と

い）との間の整合性は，部分的書換え実行部によ

ﾚｽﾃヽパプ２レ基本メソッドの実行が成功ならリターンする.

り自然に達成される，文の文字列と（２）との間の整合性については，前節S

（ステッブ訓

示した手順の（ステップ１），（ステップ２≒（ステップ４）の各段階で，

基本メソッドの実行が失敗した場合なので，Ａ，Ｂそれぞれを

宋実行とマークする．（Ａ，Ｂ別々の実行の余地を残す）

文節間の係り受け関係の成立／非成立が確定した時点で随時行う必要がある．
このうち，（ステップｎ，（ステップ２）によるものは，直接その情報を知

このような拡張㈲｣脚方式の欠点は．上記の八十Ｂのようなクラスをあらかじ

ることができる．（ステップむによるものは，部分的書換え実行部の入出力

め定義しておく必要があることである．これらを動的かつ自動的に扱えるよう

の差分を解析することにより，書換えによって成立／不成立が確立した文節間

にするためには，どのような書換えが互いに密接に関係しているか，あるいは

の係り受け関係を把握することができる．

同時に実行口｣能で同時に実行した方が望ましいかなどを判定することが必要と
なる．このよﾀ5な処理は．今後の課題として残されている．
七記の方式のもう一つの問題は，推敲過程が終｣'しない可能￨生かありうると

また，（２）と（３･）との間の整合性は，（３）の実行前提条件が文節性質
条件およびに係り受け条件から成るため，（１ト（２）に連動して行う必要
がある．この場合，係り受け条件は〔２〕と直接対応しているが，文節性質条

いう点であろう．すなわら，優先度に基づく静的な基本実行制御においては．

件と（い

アジェンダの要素が増加することがないので，推敲過程が無限ループに陥るこ

ての整合性を維持するためには，適用された形態素調整指令とそれが影響する

とはありえなかった．しかし，このような動的な拡張実行㈲｣御を行うと，アジ

文節性質条件との対応を考慮する必要がある．

コ乙

６．２．２

ンダの･要素が推敲過程の実行にともない増加する場合があるため，推I敏過程

が無限ループに陥ることが理論的には有り得る．しかし，実際的には，そのよ
うな場合はほとんど起り得ない．

との聞には間接的な対応しかない，そのため，文節性質条件につい

制約伝播によるデータの整合性維持機構

前節までの議論により，データの整合性を維持するためのトリガとなる情報
は，係り受け多義解消部および，差分解析部から発せられる．本節では，その
ような情報が発生したとき，それをシステムに新たに加えられた制約ととらえ，

６

２

６

２．

部分的書換えに伴うデータの整合性維持管理
１

整合性維持の対象となるデータ

推敲過程の進行に伴い，部分的な書換えによって推敲対象文の文字列が変化
していく．この文字列と以下に示す３種類の内部データから成るデータの集合
は，推敲過程において常に整合している必要がある．

それを影響しうる範囲に伝播することによりデータの整合性維持を行う方式を
提案する．提案する方式においては，データの整合性維持に関わるデータをオ
ブジェクトとして実現し，制約の伝播をメッセージパッシングとして実現する．
すなわち，あるオブジェクトにメッセージとしてある制約が送信された場合に
そのオブジェクトがとるべきアクションを，メソッドとして定義しておく．本
方式における基本的なオブジェクトは，文節オブジェクトと呼ぶオブジェクト

（１）文節内の構造．

と推敲過程マネージャの２つである．

（２）文節間の係り受け可能性．
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（Ａ）

文節オブジェクト

ッセージを送信する.

入力之を構成する各文節に対して文節オブジェクトを割り付ける，文節オブ

(2‑c)推敲過程マネージャに，ＸからＹへの係り受けの不成立が確定したことを

ジー･クトのスロットとしては，．交節内の構造を保持するための構造スロット，

知らせる．

係り完となりうる文節オブジ=r.クトのリストを保持する係り先候補リスト，係

(３)文節の内容が変更された：この場合，変更の原因となった形態素調整指

り元となりうる文節オブジェクトのリストを保持する係り元候補リストの３つ

令の系列が引数で渡される.

のスロソトを用意する．これにより，対象文に対するある時点における可能な

(3‑a)文節条件名リストに保持している各文節条件のうち，引数で与えられた形

係り受け構造が，ノードを文節とし，リンクを文節間の係り受け可能性とする

態素調整指令により影響を受ける可能性があるものを求める．これは，形態素

1,･バヽ=7−クとして内包的に表現日産辺88］される．また，いずれかの不適正表現

調整指令とそれにより影響を受ける文節性質との関係を記述したテーブルをあ

検出結果のブリミテ・ブ条件となっている文節性質条件名のリストを保持する

らかじめ用意しておくことにより実現することができる.

スロ･バヽ（文節気性名リスＭ

(3‑b)上記のうち，条件成立を再度確認する必要があるものについては，対応す

も用意し，そこに文節条件名のリストを保持し

ておく．なお，この情報は，不適正表現検出結果から部分的書換えタスク記述

る文節性質条件のチェックルーチンを呼び出し，条件が成立しているかをチェ

を生成する際に同時にセットしておく．

ックする.

さて，文節オブジェクトにメッセージとして通知される制約と，それに対し
てとるべきアクションを整理すると次のようになる．今，注目する文節オブジ
ヱクトをＸとする.

(3‑c)Xと成立しなくなった文節条件名の組を引数として，推敲過程マネージャ
にその旨を通知する．
なお以上において係り受け構造の多義の解消に関しては，非交差条件，係り

（）･）ある文節Ｙへ係ることが確定した:
（1‑a）Xの係り先候補リストからＹ以外のものを除く．除去した各文節オブジェ
クトに対して，その係り元候補リストからＸを除かせる．さらに，Ｘからこれ
らの文節に係らないことを推敲過程マネージャに通知する.
（￨‑♭3XとＹの間に存在する各文節オブジェクトに対して，ＸからＹへの係り受
けが確定したことにより非交差条件を満たさなくなる係り受け関係を検出し，
それを（２）のメッセージにより除去させる．
（２）ある文節Ｙへ係らないことが確定した:
〔2‑a〕Yに対して，Ｙの係り元リストからＸを除かせる.
（2‑b）Xの係り先リストからＹを除く．その結果，もし係り先リストの要素が１
つになったら（これをＺとする），自分に対して，Ｚを引数として（１）のメ

先の唯一性条件という一般的に成立すると考えてよい絶対制約f渡辺脂]について
のみを扱っている．一方，ヒューリスティックに相当する選好的な規則は，係
り受け多義解消却において扱っている．
(Ｂ)

推敲過程マネージャヘのメッセージ

推敲過程マネージャにメッセージとして通知される制約と，それに対してと
るべきアクションを整理すると次のようになる．
(１)文節Ｘから文節Ｙへの係り受け不成立が確定した：Ｘ，Ｙの組に依存す
る部分的書換えタスクを係り受け条件スロットから検索し，それらの部分的書
換えタスクを全て無効化する．
(２)文節Ｘが文節性質条件Ｐを満たさなくなった：Ｘ，Ｐの組に依存する部
分的書換えタスクを文節性質条件スロットから検索し，それらの部分的書換え
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夕

スクを全て無効化する．
２．３

６

上により，残るタスクはＩＤ＝０となり，これが処理対象となる．このタスク

データの整合性維持の例

の実行前提条件は満たされるので，さらに次の候補が生成される．

以ﾄﾞでは，図４．１に示した推敲支援規則に加え．図６．４に示す２つの規
則I

I

が存在するものとし，例文：「システムを立ち上げる前に電源を投入しな

と，システムを前回のように使えない．」に対する係り受けネットワーク，
推敲過程マネージャ，アジェンダが図６．５に示すように構成されているもの

候補３：「システムを前回のように使うには，電源を投入してからシステムを
立ち上げる必要がある．」
ユーザがこの候補を選択すると，最終的に例文は，候補３のように書換えら
れる．

として，データ整合性維持の過程（特に部分的書換えタスクの実行前提条件に
６．３

ついて）を説明する．
まず，タスクに記述されている優先度を基にスケジューラがＩＤ＝２のタス
クを選択する．前提条件は，満たされるので，スコープ決めを行って書換え候
補を提示する．スコープ決めを行う際に，文節３の係り先が問題になるため，
係り受け多義解消部が起動され，これを解消する．今，文節３が文節５に係る
ことが確定したとすると，次の書換え候補が生成される．
候補１：

ｉシステムを立ち上げる前に電源を投入すれば，システムを前回のよ

うに使える．｜
候補２：

有効性の評価

６．３．１

評価実験の概要

本論文で提案した書換え支援機能の実現方式の有効性を調べるために，小規
模な評価実験を行った．２つの文辞（Ａ辞，Ｂ群と呼ぶ）に対して実際に本シ
ステムにより書換え実験を行った．Ａ群は．現在のところ実現している推敲支
援規日ljが正しく働くことを確認するために作成した機能試験文群であり，全部
で３０文である．これに対しＲ群は，すでに出版されている計算機システムの
概説マニュアルからとった文群であり，全部で６１文である．なお本実験は，

｜システムを前回のように使うには，システムを立ち上げる前に電源

を投入する必要がある．｜

推敲支援システムとしてどれだけユーザにとって役立つかという観点ではなく，
あくまで提案した方式の有効性を調べるという観点から行った．そのため，係

また，上記において，文節３が文節５に係ることが文節３のオブジェクトに通
知されるので，さらに，文節３が文節８に係らないことが推敲過程マネージャ
に通知される．これにより，文節３から文節８への係り受けをプリミティブ条
件として持つＩＤ＝１のタスクが無効化される．
ここで，ユーザが候補２を選択したとする．すると，文節８から否定表現が
除去･されたことが，文節８の文節オブジェクトを経由して推敲過程マネージャ
に通知されるので，推敲過程マネージャは，文節８が否定表現を持つという文
節性質条件をプリミティプ条件として持つＩＤ＝３のタスクを無効化する．以

□と同㈲･こ註釈付きの椙扨造として実現されるが，lll6.･4では省略してi記述Ｌてあ
る

82

り受け多義解消の失改による影響を受けないよう，ユーザに対する問い合わせ
により多義解消を行･った．
表６．１に両群の文データの基本的な特性を示す．Ｂ群は実際の文であるた
め．Ａ辞に比べ長い文が多い．このため，推敲過程に入る直前における曖昧さ
推定数¨もＢ群のほうがかなり大きい値となっている．
表６．２に本実験において１文あたりに何回の部分的書換えが行われたかの
分布を示す．Ａ辞のほうが書換えが生じた文が多いのはその性格から当然であ
るが，Ｂ辞においても約半数の文に対して書換えが生じている．
゛l哺jt辺s81と同義でlfjいている．各文節ごとの係り先候哺数を甲.純に隋算したものである．
だ際の多義駈は．必ずこの値以下となる.
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６．３．２

有効性の考察

化は，結果的にはタスクを実行しないようにするために計算コストをさくこと

（１）書換えに伴う再処理の不要性

になるため，なるべく少ないことが望ましい．この点を改良するためには，タ

本方式の最大の利点の１つに，１文について複数回の部分的書換えが生じる
とき，部分的な書換えに伴う再解析などの処理が不要なことがあげられる．複
数回の部分的書換えが生じた文群（Ａ
長１に示すとおりであり，八

群，Ｂ

スク自体の優先度だけでなく，前提条件である係り受け条件の尤度を取り入れ
たスケジューリング方略を検討する必要がある．

群とする）の基本的特性は，

部については八部全体とほぼ同等であるが，Ｂ

群についてはＨ部全体の平均をかなり上回っている．本方式における再解析お
よび不適正表現の再検出の計算コストは，文節数の２乗に比例するから，この
点は有効に働いていると考えられる．

６．４

まとめ

こニでで提案した方式は，部分的な書換えを段階的に進めていく過程により
五境の書換えを支援する機能を椎敲支援システムに実現するものである．本方
式において特徴的なことは，構文多義を解消しない段階で部分的な書換えの可

（２）書換え不要文の早期判別

能性を抽出しておき，それらの実行に対する朋待に駆動される形でオンデマン

本方式では，係り受け構造の多義を全て解消してから不適正表現検出処理を
超勤するのではなく，各文節の係り先の可能性を求めた段階で不適正表現検出
処理を超勤する．Ｂ部における書換え不要文は２８文であったが，そのうちの
２３文を不適正表現検出処理の結果から判別することができた．これら２３文
の平均曖昧さ推定数は，935.0とＢ群全体に比べて少ないが，これらの曖昧性を
解消することなく書換えが不要であることを判別できることは，本方式の有効
性を示すものである．

ドに情文多義の解消を行いながら，実行可能な部分的な書換えを行っていくこ
とである．これにより，部分的な書換えに伴う再解析などの重複した処理を避
けられること，推敲を要しない文を早期に判別できること，さらに不適切な部
分的書換えの実行を効率よく排除できることを示した．
ここで提案した方式における残された問題点として，失敗からの回復機能を
持っていないことがあげられる．例えば，ヒューリスティックの適用による多
義解消が失敗したことによる不適切な書換え候補をユーザが誤って選択してし

（３）制約伝播による不要な書換えタスクの無効化

まうような場合に，その決定を覆すことが現在の方式ではできない．

不適正表現検出処理の結果に基づいてアジェンダに登録された部分的書換え

これらの問題は，いずれもある決定（アジェンダからのタスクの選択，ユー

クスクが推敲過程においてどの程度実行／無効化されたかについての結果を表

ザの書換え候補選択など）を一種の仮説と考えることにより解決できる可能性

６．３に示す．本方式の有効性に関するのは，無効化したタスクに関する部分
である．原因ａ〜ｂは，無効化されたタスクとは直接関係しない間接的な原因

がある．そのためには，ＡＴＭ肘de

Kleer86］などの仮説管理機構を併用する必

要があろう．

によるものであるから，制約伝播によるデータ整合性維持の有効性を示すもの
と考えることができる．原因ｃは，そのタスクの実行がスケジュールされ前提
条件の確認を行う際に，はじめて係り受け条件の不成立を係り受け多義解消部
から通知されるという直接的な原因である．このような原因によるタスク無効
84
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評価対象文の特性

表6.1
Table

6.1

Characteristics of the sentence

⑤匹データ

八部

平均文字数

29.6

平均文節数

6』
５．４

言均曖昧ご推定数

表６．２

data.
Ａ

詳

Ｂ群

Ｂ

群

44.7

59.4

６．４

7.8

10.8

４．８

1530.3

2465.8

32.0

部分的書換え回数の分布

Table 6.2 Distributionof the number

of rewritin9 operations

Ｂ群

０

5文

28丈

Ｉ

16

20

こ以ト

９

13

B2
投入しないと

B3
システムを

B4
使えない

＋negatjve(B2)ハ+conjuncliveと(B2)ハ+negative(B4)A
dep白ndency(B2,B4)
うnegatjve‑conditjonal‑expression‑A(B2,B4)

per senlence.

八部

刑吏え回数

BI
電源を

図６．１
Fig.6.1 An example

不適正表現検出の例

of the detecled inappropriate expressjon.

（Partiaj‑Rewrjling‑Task
:id
o
表６．３

部分的書換えタスクの処理結果

:type

Table 6.3 Results of the partial rewriting tasks on the agenda

処理結果

:rewrite‑rule‑nameNegalive‑Conditional‑Expression‑A

Ａ群

説明

昌群

適用された

白光候補
リゾェクト

原因ｂ
J京因ｃ

:control

((static‑priorityｱO))

:scope'head

B2

:status((active T)(executed

ユーザがいずれかの候補を選択

24

48

ユーザが登ての候補をリジェクト

３

フ

図６．２

他の書換えによって文節条件が不成立と
なったもの
他の書換え／多義解消によって係り受け
条件が不成立となったもの
係り受け条件の成立を確‑
ら成立しかいことがや

86

忍しようとした
明したもの

９

５

２

フ

２

２

NIL)))

部分的書換えタスク記述の例

Fjg.6.2 An example

無効化された
原因ａ

negalive‑condjtional‑expression‑A

of the parlial rewrilin9 1ask description.
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推敲過程マネージャ

不適正表現タイプ:

操作手順逆順表現

七生已趾二三よ
Ａする

前に

書換えパターン

Ｂする

不適正表現タイプ:

曖昧否定表現

■：剖分的書換えタスク記述

図６．４

図６．３
Fig.6.3 Anexample

Fj9.6.401her

推敲過程マネージャとアジェンダ
oflhe revision process manager
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推敲支援規則の例

examples

殲evisjon

and the agenda
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support rules.

第フ章
構文構造再構成による

侈･ﾉ受け孚ッ/ヽワーク

RI
B2
日3 84
ンステムを 立ち上げる 前に

85
電源を

R6
投λしないと

R7
システムを

B8
前[回のように

読点・語順の適正化機能
使えない．

いい
本章では．３段階の推敲処理モデルの最終段階に位置付けられる，構文構造
肖構成による読点一語頭の適TE化機能について説明する，適切な位置に打たれ
推敲過程マ孚−ジヤ

C

idjはアジェンダ中のi番目のタスクヘのポインタ）

た読点は構造の切れ目を明確にし，適切な語順は，読みやすさを増し曖昧な脱
{(B2 1inlention＿りe(♭) idO
idl)
叩5 ･inlenticnJerb) idO)
((B5 4conjunction̲と)゛id2)
(〔B8 ･inlentionJerbにdl〕
((B3＿ccnjunclive＿noun前に)
l{R5＋negalive} id2)
６ｍ

４ｒｙ･¶=ｃ

･ｆＬように）

ソ：……j･
・nEGal.ilve

id2

id=0
■

idO゛idn

id33

id=1
■

id3｝

節性質条件

id=2
■
((B2

B3)

ぺB3

B5)゛ido)

idC

(旧3

B8ドdn

(旧5

B8ドd2)

((B7

B8)'id3)

みを避けるのに役立つが，両者の問題を統一的に扱う研究は，これまでに行わ

アジェンタ

ldl)

id=3
■

れてこなかった．泰章で提案する方式は，適切な読点付与と語順調整を行うた
Type:操作手順逆順表現
Prlcllty:
50
Type:操作手順逆順表現
Priolily:50

めの諸要因を総合的に考慮することで，すでに長文分割がなされた日本語文に
対して読点・語順を適正化することができる．

Type:否定条件表現
Prioljly:
70
Type:曖昧否定表現

フ．１

読点・語順適正化の必要性

Pri01ily:
6C

適[刀な位置に読点を打つこと，適切な語順で文を書くことは，｢容易な理解1，
係り受け条件
｢正確な理解｣双方にとって有益であるI三島901.たとえば，適切な位置に打た
図６．５

れた読点は，構造の切れ目を明確にする．また．適切な語順は，読みやすさを

例文に対するデータ構造

Fig.6.5 The data slrudure for the example

senlence.

増し曖昧な読みを避けるのに役立つ[本多761.
しかし日本語においては，自然と考えられる語順の傾向はある｢佐伯751，1徳
永91｣ものの，文節以上のレベルにおいて厳密な文法的な制約は存在しない．ま
た，読点の付与についても，明確な基準は存在しない．特に読点については，
構造の切れ目を示すという役割と，語調を整えるという役目を併せ持っている
ため，複雑な文になるほど，読点の付与基準を定めることが難しいという問題

90

９１

があるＪ．
そのため，推敲支援システムにおいては，この双方についての支援機能を対
象文章の特徴に応じた形で持たせることが必要となる．

７．３

読点・語順適正化のアルゴリズム

フ．３．１

読点・語順に関する原則

以上から本研究では，読点と語順を統一的に扱うことにより，「容易な理解」，
フ．２

読点・語順に関する従来の研究の問題点
「正確な理解」を肋ける文を再生成するアルゴリズムを提案する．そこでは4三

自然こr語処理の分野において，これらの問題に関係する研究は決して多いと
はいえない．語」￨laの問題については，箱守らが，語順を修正することによって
修飾構造の分かりにくさと曖昧さを修正するシステムを提案しているl･箱守921.
また，野崎らが英日翻訳におけるロ本文の生成において，情報構造にも着目し
た扱いを提案している［野崎89］.

一方，読点の問題については，熊野らが英日翻

訳における日本文生成において，文の長さに応じて適切な数の読点を付与する
方式を提案している【熊野891.

島陶，「本多76」などによる語順の原則と，大出による読点付与の原則f大出65］を
参考にする．これらをまとめると，次のようになる．
出長い修飾句を短い修飾句の前に置く

：例文１「ファイルのプログラムで付与

される属性」よりも，「プログラムで付与されるファイルの属性￨の方が良い．
後者の方が読み曖昧性が少なく，かつ読みやすくなる場合が多い.
（2）大状況を示す修飾句をそうでない修飾句の前に置く：例文２「ファイルの作
成日のプログラムにより付与される属性」よりも，「プログラムにより付与さ

これらの研究は，いずれもどちらか一方の問題を対象としている．しかしな
がら，読点と語順の問題は，互いに密接に関連した問題である．たとえば，「図
形を編集機能を持つ端末から指示する．」という例文は，「編集機能を持つ端
末から図形を指示する．」というように語順を変更して修正する方法と，「図

れるファイルの作成日の属性」の方が良い.（1）と同様，後者の方が読み曖昧性
が少なく，かつ読みやずくなる場合が多い

¨.

（3）代名詞などの文脈指示語を含む修飾句を含まない修飾句の前に置く：例文３
「電源のそのスイッチを入れる」よりも，「その電源のスイッチを入れる」の

形を，編集機能を持つ端末から指示する．」と読点を打つことにより修正する
方法があるが，一般には前者の修正法が適切なように思われる．しかし，「図

゛lyli」り?のような文の分りにくさは，むに心JII!.芯語学の分野で研究されてきたIKimball731.
その1,1汀1では．このような文は．読み手に心理的負担をかける吏の一一形態と考えられている．

形を」が「図形は」であったとすれば，「図形は，編集機能を持つ端末から指

計り,=j

示する．」のように読点を付与するのが適切であろう．つまり，構文の形態は

図に小才ように構文隅造｛ここでは．例文：「私が岐が買った本を喫荼店で読む」と「彼がri
ったなを私が,涜む」に対する依存構造を示すlを比較してみれば明瞭である．

語学の分野では．「中ﾘぴ111め込み隅造」と呼ばれることがある．このyl前の￨￨￨渠は．ド

な.1=3.1

同じであってもどちらを選択するかは文脈機能等をも考慮する必要があるため，

HJIのfl;文技術の本において小唆される，「‑μ踊と述語を近くに置く」とか「長い

修飾句は．頓い修飾の前に匿くｊといった原則は．すべてこの中史埋め込み構造の問題と関連
してい乙．

両者を統･的に扱うことが望ましい．
読む

読む

I'英諸においては．盾帛･の読点に￨=￨￨当するコンマの仙に．セミコロンやコロンなどの記号
がな右Ｌ．これらを1･･むい分けることによ．て．大きな溝辺の切れ目．それより小さな隋造の切
れ目なと'を￨り￨示することが可能とな･っている.ITj私語における困咀性のｰ‑端は，このような
pullclualjon

symholが￨･･liiわ．ていないという点.にも存在している．この問題を避けるために．隨

私が

本を

喫茶点で

本を

￨或処III!,をillf提とした制限文法やj釧削ﾋＨ私,語といわれる研究が行われてきた￨長尾841，1占￨￨IS31，
例えぱ.lj:り=白41では．屯消の｣烏合におけるコｕンやセミコロンと￨司様の意味を，読点記号(｢,｣
と｢.｣:･を陸い分けることによって実現することを提案している．しかしながら．この試み
は現在までのところ．成功しているとは;ｺﾞえない.
92

彼が買った

彼が買った
93

私が

喫茶点で

ち'が良い．これにより，前文とのつながりが明瞭になることが多い.

の長さに関する情報は，ax+dWaにより，自節点の長さ（＝□とそれが支配す

(4)接続詞の後に読点を打つ：この文により，どのような文章展￨剔が図られるか

る修飾句の重み情報の和により表現されていることになる.

が明瞭となる.

W＝ax＋hY＋cZ＋dWa

(5･)接続助詞の後に読点を打つ：文内の構造の切れ目が分かりやすくなる．

a.b,c:定数，Ｘ：文節数（＝１･），

向係助詞｢ハ｣の後に読点を打つ：係助詞｢ハ｣は，文章の主題をマークする

Ｙ：述語文節なら１；以外なら０，

低能をもつため，何か主題なのかが分かりやすくなる．

Ｚ：文脈指示語を含めば１；含まなければ肌

７．３．２

Ｗａ：子節点の重みの総和.

アルゴリズム

これらの原則に基づくアルゴリズムの概要を以下に示す．入出力は，依存構

（ステッブ６）依存構造木の全ての述語相当文節節点および名詞句の主名詞文
｜

造本である．この木構造をposlorderに走査することにより，表層文字列が得ら

節節点に対し，その配下の部分木をそれぞれの重み情報に従って降順に左から

れる．

右に配置する．ただし，ステップ４で移動した強調成分区間はソートの対象と

手続き

しない，

読点・語順調整のための構文再生成：

（ステッブ１レ上記の原則に適合しない読点を除去する．ただし，並列名詞句
内でｼﾞI）挙のために用いられる読点は対象から除外する.

このアルゴリズムにより，１文あたりの読点数は，強調成分の後と従文述語
文節の後の最大２つとなる（並列名詞句内の読点を除く）．本システムにおい

（ステップ２）文頭側に連続する強調成分の区間を検出し，この後に読点を付

ては，長文を初期段階で分割してしまうため，この程度の読点数でト分と考え

り,する．ここで強調成分とは，接続詞（および相当句）と係助詞［ハ］でマー

られる，また，このような状況下では，構造の区切りと語調の区切りがほぼ一一

夕される名詞句をいう，

致し，そこに読点が付与されることとなる．

ぐステップ３）従文の述語文節に読点を付与する.

７．３．３

（ステップ４）強調成分区間と従文の述語文節の間に存在する主文を修飾する
要素を主文側へ移動する.

処理の例

ﾄ.記のアルゴリズムの動作を説明するために，６つの例を取り上げ，処理の
概要を図フ．１〜図７．５および図７．６に示す．

（･ステップ５）依存構造木の各節点に対して，重み情報をセットする．重み情

図７．１〜７．３は，前節における例文１〜３である．各節点にコロンの後

報は，以下の式により計算する．次のステップ６において，この重み情報に従

に記された数字が重み情報である．この重み情報に従った部分水のソートによ

って，同レベルにある節点を降順に左から右ヘソートする，従って，次式で計

り，語順の変換が行われている．

算される重み情報が大きい程，文頭側へ配置される．次式において，Ｘは前述
の原則（1），Yは原則（2），Zは原則（3）をそれぞれ近似的に扱うための項であり，
a,b,Cはどの項に重きを置くかを示す定数であ＆I¨I

.また，原則（１）の修飾句

￨IIII なお，第８引こ示す評 ､尨験では.］｀11111j実験の結果からa=1,b=2,C=1,d=￨とした．これは.
￨!μ!￨」にりのilりI ￨』句のタイプの要因を原UI』･13）の文脈指示舗の箆￨!jを同等に扱･ったことを示

図７．４においては，前節の原則(6)によって，読点が付与されている．図７
５においては，前節の原則(4),(5)によって，読点が付与されている，
また，これらの原則が複合した例として，例文｢しかしこの装置は手動でも
自動モードをパスワードを，指定して解除すれば動作する．｣を取り上げ，そ

す.
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の処理概要を図フ．６に示す．この例文に対して図７．６（ａ）の依存構造木が入
力されたとする．
ステッフ

１によ≒

切な読点付与と語順調整を行うための諸要因を総合的に考慮することで，すで
に長文分割がなされた日本語文に対して読点・語順を適正化することができる．

｜指定してづを格修飾する「バスワードを，」における

読点を除去する（部分木（c）レステップ２により．接続詞ｊしかし］と係助詞
「ハ」を持つ［ニの装置は］の連続が強調成分であるとして，その後に読点を
付与する（部分水（A）･〕.さらにステップ３により，従.交の述語文節「解除すれ
ば￨に読点を付り･する．ステップ４では．主文の述語「動作する．」を修飾す
る［手動でも］膳IS分水（B））を主文側へ移動する．以上の処理の後，ステップ
５により水構造の各節点に重み情報をセットし．ステップ６により重み情報に
したがって［解除すれば￨が支配する部分木をソートする．

しかしながら，７．１の脚注に述べたように，日本語においては読点に相当
する記号が］種類しかないぐ「，」または「，」）ため，構造の切れ目を示す
マーカの役割と，語調を整えるための句切りのマーカとしての用法を明示する
ことができないという問題がある．今後，日本語文章の一層の機械化処理を促
進するためには，紹介したような規格化日本語の開発と普及が必要と考えられ
るが，言語という文化や習慣に密着したものが対象であるだけに，多くの困難
が予想される．また．
一方の語順については，規格化は読点の問題以上に困難であると考えられる

以ヒの処理により図７．６（ｂ）の依存構造木が生成される．これをposlorderに
走査することにより，「しかしこの装置は，パスワードを指定して自動モード
を解除すれば，手動でも動作する．１を得る．

が，本命に示したような，いわゆる中央埋め込み構造を避けるという方略は，
機械処理においては構文構造の曖昧性を減少させるとともに，人間が読む場合
にも心理的負荷が少なくなるという利点があるため，双方にとって有益である
と考える，語順と構文構造の曖昧性も密接な関係を持っており，日英機械翻訳

フ．４

有効性の評価

を応用の対象として，構文構造の曖昧性を検出する研究としてf平＃90］がある．

本章で提案した方式の有効性については，プロトタイプシステムの有効性評
価に関する第８章において詳しく議論するが，本章に特に関連する部分につい
ての結果をまとめれば，「構文構造の曖昧性を減少させることがその目的の一
つである読点・語順の調整機能の効果は，数値（機械処理によって構文解析を
行った場合の多義数）の上からは明かでなかった．」となるほ,10

.この理由につ

いては，第８章（８．４）において議論する．

７．５

まとめ

本章では，３段階の推敲処理モデルの最終段階に位置付けられる，構文構造
再嘴成による読点・語順の適正化機能を提案した．本章で提案する方式は，適
l･:･

例えば．りIﾘﾘ11!､め込み隋造が少なくなることによる読み手の心理1･￨!ﾊﾞ･1荷の軽減といった

幼児を信心するには．何等かの心理､実験を行う必要かあるだろう.
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属性:4
入れる:7
1
スイッチを:4

甜分派のλ力瘤ｉ
図フ．１
Fi9.7.1

読点・語順調整の例

Example of word‑orderand

図フ．３

puclualion correclion.

Fig.7.3 Example

読点・語順調整の例

of word‑order and puctualion correction.

属性:5

起勤しない

システムは、

自動的に

X
‑−
C−

交点を挿入

の

部分木の入れ換え
｜

図７．２
Fig.7.2 Example

読点・語順調整の例
of word‑order

図７．４
Fig.7.4 Example

読点・語順調整の例

of word‑order and pucluation correclion.

and puctLJation correction.

｜
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動作する。

立ち上げる必要がある

そのため、

システムを前回のように使うには

電源を投入してから
△

手動でも

システムを

昆八を挿λ
(A)

図７．５
Fig.7.5 Exampla

読点・語順調整の例

of word‑Order and puctuation correction.
(a)入力の依存構造木
川jnput Dependency

Tree

動作する。

４ｊ
円■︱■

しかし

装置は、

‑ｙ
ぐ＿

9除すれば、

の

指定して

手動でも

自動モ

‑

ドを

パスワードを
(b)出力の依存構造木
(b)Regenerated Dependency Tree
図７．６
Fig.7.6 A lolal example

読点・語順調整の例
of word‑order
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and

puctuation correction.

第８章

の調整を受けるのみである．これについては，図７．４において説明したので，

日本文推敲支援システムＲＥＶＩＳＥ−Ｓの

以下では，後文の処理を説明する．

−●
こ
ご

平価

後文に対して係り受け解析を行うと，図８．１（ｃ）に示す係り受けネットワー
クを得る．この係り受けネットワークに対して，書換えるべき箇所の検出を行
った後，それらを部分的書換えを繰返し適用することにより，表現スタイルの

これまでの章で説明してきた推敲支援機能を持つプロトタイプシステムが，
わかりやすく正確な理解のしやすい文章を作成するという推敲支援の目的に対

修正を行う．その詳細は，第４章ヽ一第６章で議論したとおりであるが，その処

してどの程度有効であるかを，前者については読みやすさの指標を，後者につ

理の概要は，図８．１（ｄ）に示すように２回の書換え処理により行われる．ここ

いては計算機による係り受け解析において生じる多義数をその近似指標として

で注意すべきことは，図８．１（ｄ‑１）に示す第一回目の書換え（表２．１の項番

用いて評価した．その結果，本システムを用いた推敲作業実験により，対象文

１０に属する）において，文節「前に」について，文節「投入しないと」に係

章の読みやすさの向ｈと，各文の構文的な曖昧さの減少を定量的に確認するこ

るか，文節「使えない．」に係るかという構文の曖昧性があり，この書換え処

とができ，本システムの基本的な有効性を確認することができた．

理を行うために，この曖昧性がオンデマンドにより解消される（「前に」は「投

泰章ではまず，ある例文がシステムの各推敲支援機能によってどのように書

入しないと」に係る）ことである．このように，必要な段階で必要な範囲で構

換えられていくか，またその内部構造がどのよ引こ変換されていくかを示す処

文多義の解消を行なうことにより，効率的な処理が実現されている．また，第
二回目の書換え（表２．１の項番３に属する）により，後文の依存構造木は，

理例を示した後，上記の評価について議論する．

図８．１（ｄ‑２）に示すように書換えられる．この後，この依存構造木に対して，
！

読点・語順の調整処理を行うが，これについては，図７．５において説明した
ｉ

８．１

全体を通した処理例

とおりである．
ｌ

例文「このシステムは自動的に起動しないのでシステムを立ち上げる前に電
源を投入しないとシステムを前回のように使えない．１を取り上げ，これに対
するシステムの各段階での処理の概要を図８．１に示す．

８

２

評価の基本的考え方と評価実験の概要

｜

８

２．

１

基本的な考え方

図８．１（ａ）は，例文の形態素解析結果の概要であり，二重スラッシュは文節
ｉ

本システムは，第１章に述べたとおり，スタイルチェッカのカテゴリに属す

境界，一重スラッシュは単語境界を表す．これに対して，長文分割の処理が適

る．スタイルチェッカにおいてどのような表現をチェックの対象とするかは，
用される．その詳細は第３章に述べたとおりであるが，第４文節の［起動しな

寺用する文書やそれが使われる状況を考慮して決定する必要がある．本システ
いので］における接続助詞「ので」にy･

rlし，分割した後文の文頭に接続詞相

ムは，実フィールドに適用する段階には至っていないので，実際のテキストに
当表現「そのため」を挿入Ｌ．図８．Ｈｈｌのような分割文を得る．分割された

対してどの程度有効であるかというカバー性に関する評価は困難である．そこ
それぞれの文について．後続する処理を行うが，前文については，読点・語順

で，システムが提供した書換え候補がユーザにとってどの程度有効であったか
102
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という,･,jに着目する，また，第２碑で示した推敲の目的，すなわち，f容易な
理解」と「田確な理解￨

(2)河語解析の誤りにより，不適切な規則が起動された(28％).

にシステムがどの程度貢献したかという観点から評価

(3)文脈的にみて書換えないほうが適切である(17％).

を行う．さらに，３段階の処理モデルについて，とくに．処理の配列順の妥当

(Dと(2)については，書換え規則の粒度を上げて精密な規則記述を行うこと，

性について検討する．
８．２．２

言語解析のロバスト性を上げることにより対処が可能である.(3)の要因は，長

評価実験の概要

文分割，文全体の構造に関わる書換え，読点・語順の修正において現われた．

推妨支援機能を試験するために実テキストをモデルに作成した文３４文（A群）
と，実際の計算機マニュアルから抽出Ｌた１

０ ７文（B群），合わせて１４

これらの書換えは，適切な条件下においては効果が大きいが，より適切な適用
１文

のためには，主題の流れや焦点の推移などの文脈的な要因を考慮することが必

を対象として評価実験を行った．それぞれに対して．本システムを使用して推

要であると考えられる．

敲作業を行い，推敲後の文章における文の数（NS），システムが提示した書換え
候補の有効!翰E），推敲後の文章に対する１文あたりの平均構文多義数〔NT〕，推

８．４

正確な理解に関する貢献

敲後の文章に対する可統治指標（RS）の四種類のデータ刹則定した．それぞれの
本研究での推敲の目的のもう一つである「正確な理解」についても，これを
意図については，以下の該当する部分で述べる．
定量化することは困難である．そこでここでは，正確な理解を阻む要因の一つ
また，３段階の処理のそれぞれの有効性を調べるために実験条件を表８．１
である構文的曖昧性をその第一近似としてとりあげる．人間が感じる曖昧性を
に小すように設定した．ＣＩは3段階の書換え処理を全て行う場合，C2は読点語
指標とするのが望ましいが，これを機械的に定量化することも困難であるため，
順調整処理のみをスキップする場合，C3は長文分割処理のみを行う場合である．
係り受け解析プログラム［白＃86］が出力する情文多義数をさらに近似指標として
また比較のため，どの書換え処理も行わない場合（原文そのままの場合であり．

用いた．
｜

推敲前の文章である）をCOとする．実験結果を表８．２に示す．
表８．１の結果から平均構文多義数NTが減少しており，機械処理による構文
的曖昧性が少ない文章へと推敲処理によって変換されていることがわかる．読
８．３

有効な書換え候補の生成
み易さの場合と同様に長文分割の効果が大きいが，部分的な書換えによる構文

表８．１における有効候補生成率は．ある書換えのポイントにおいてシステ

パターンの変換もある程度の効果を持つことがわかる．しかし，曖昧性を減少

ムが生成した書換え候補のいずれかをユーザが選択した場合がどの程度あった

させることをその目的の１つとする読点・語順調整の効果は，数値の上からは

かを示すものである．機能試験を目的としたA群のテキストにおいては80％とな

さほど明らかでない．この最大の理由は，構文構造の曖昧性の多くが並列名詞

っており，システムは多くの有効な書換えを行っているといえる．しかし，実

句内の構造多義であり，これを改良するのは現在の読点・語順調整処理の対象

際のテキストであるB群については長文分割以外についての値は高いとはいえな

でないことである．

い．ユーザが全ての候補をリジェクトするのは，次のような場合であった．
山書換え規則に不備があり，適切な候補が生成されない(54％).
104

なお本実験では，修正後の文章を再度入力として再解析させたが，推敲処理
終了時点の内部データでは，A群においてはNT=2」，B群においてはNT=7.6と
105

いう結果を得ている（CIの実験条件）．この結果は，書換え文章をさらに何ら
かの機械処理

８．６

にかけようとする場合．内部データを直接利用できれば，そこで

３段階の処理モデルの妥当性

以上の結果からも，構文多義に焦点を置いた場合の３段階の書換え処理の配
｜

の構文多義解消の負担をさらに軽減できることを示している．

列順序が妥当であることは明らかである．すなわち，処理が進むに連れ，潜在
的な構文多義は4!一に減少していくため，後段の処理の負荷が軽減される．と

８

５

分りやすさに関する貢献

くに，長文分割処理を最初に行うことにより構文多義が大幅に減少するので，

本研究での推敲の目的の一つである￨容易な理解」については，これを直接

部分的書換え過程の段階において，結果として無効となる書換え候補生成処理

定量化することは困難である．そこで，この第一近似として［文章の読み易さ］

の起動を減少させ，無効な候補の生成を抑制することが可能となる．これは，

をとりあげる．文章の読み易さについては，これまでにもいくつか研究がある

ユーザの使い勝手の向上にも寄与する．

が，ここでは，建石らによる可読性指標RSI［造石88押Iを用いた．
計算式は，以下のとおりである.RS･は，文の平均長，１文あたりの読点数，

８．フ

文字種ごとの平均連続長から文の読み易さを平均50，標準偏差】0として計算す

まとめ

プロトタイプシステムが，わかりや十く正確な理解のしやすい文章を作成す

る．

るという推敲支援の目的に対してどの秤度有効であるかを，前者については読
RS'＝‑0.】2×ls‑1.37×la＋7.4×lh−23.18Xlc

−5.4×lk‑4.67xcp＋

みやすきの指標を，後者については計算機による係り受け解析において生じる

目5.79

多義数をその近似指標として用いて評価した．その結恥，本システムを用いた

1s:文の平均長，la:アルファベット連続の平均長，

推敲作業実験により，対象文章の読みやすさの向上と，各文の構文的な曖昧さ

lh:ひらがな連続の平均長，lc:漢字連続の平均長，

の減少を定量的に確認することができ，本システムの基本的な有効性を確認す

lk:カタカナ連続の平均長.cp:文あたりの読点数．

ることができた．

表８．１の結果から，RS'値が増え，読み易さが向上していることが分かる．

しかしながら，実際に役に立つ実用システムの実現へ向けては，準備した推
｜

また，この要因は長文分割によるところが大きく，部分的書換えや読点・語順

敲支援機能がどの程度有効であるかという本論文で示した観点に加え，いかに

の調整にはあまり影響されないことが読み取れる．これらは，各書換え処理の

多くの推敲を要する表現をカバーすることができているかという観点からのチ

性格とRS'の計算式からも容易に推測できる．

ューニングと評価が不可欠である［Thurmair

901.この作業は，特定のフィールド

を絞った上で，テクニカルライターと協力して推敲支援規則を充実させていく
過程となる．この過程を円滑に進めるためには，推敲支援規則の記述やメンテ
￨ご］

RSII肘:liのl

IFI制こついて：建石らは．クローズ法と呼ばれる実験によりRS

指標の妥711

性を検討している．この実験は．テスト文章からランダムに語を抜取り．被験者にその穴埋め
をさせ．その的中率と処珂,時間を計測するものである．的中率が高いほど読みやすい文章とさ

ナンスを行いやすくするための支援系の開発，さらには，推敲支援規則の（半）

れる￨.i571が．この実験からは的中率とRs･の相関は有意でなかった．しかし，処理時間との1「￨
関は有意であり．この結果から，RS･は文.ひの表面的．文体的な読みやすさを反映していると結
,;I一･JIけている．ただし．この指標が高くなるように作為的に文章を奔換えても｛例えぱ令てひ

自動的獲得に関する研究が必要になろう．

らがなでyl=:=く（読みやすさが向￨こするとは限らないとの注釈も付けている.
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表８．１

推敲実験の条件設定

この/ノシステム/は//自動的に//起動し/ない/ので//システム/を//立ち上げる//

Table 8.1 Experimenlal conditjons.
ケース

長文分割

前に/ﾉ電源/を//投入し/ない/と//システム/を//前回/の/ように//使え/ない/。

スタイル修正

読点語順調整

(a)Result

of the Morpholo9ical

Analysis

CO旧交）

一

一

‑

前文：このシステムは自動的に起動しない。

CI

○

￠八八
しノ

○

C2

jダ￣｀XI
1､.ノj

○

後覚：そのためシステムを前回のように使うには、電源を投入してから
システムを立ち上げる必要がある。

一

O

○

一

‑

(b)Result

of the Senlence

Division

Å

そのためシステムを立ち上げる前に電源を投入しないと

いい
表８．２

推敲実験の結果

Table 8.2 Results of the experimenlal
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第９

ず7‑
早

後．文章の展開診断などを検討する際の基礎となるべきものである．

文脈を考慮した推敲支援機能の実現へ向けて
９．２

受動文の能動文への変換機能

受動文を能動文へ変換する処理自体は，１文内に閉じた処理として実現する
前章までで，文のレベルに閉じた推敲支援機能の実現方式について説明し，
その有効性について論じた．本章では，文脈を考慮した（すなわち，文のレベ

ニとができる．すなわち．下記の例に示すよ徊こ，必要な格助詞の付けかえを
杵い．述語史節から受け身の助動詞「れる／られる」を除去すれば良い･゛．

ルに閉じない･,･推敲支援機能の実現へ向けた二つの試み，受動文の能勧化可否

例１：処理結果がサブルーチンにより表示される.
判定機能，および，説明的テキストにおける文間の連接関係解析手法について

→

処理結果査.サブルーチンだ表示.する，

提案する．

しかしながら，文章中に存在する受動文を能勧化するには一定の条件があり，
才べての受動文を能動化することはできない．したがって，受動文の能勧化を
９．１

文脈を考慮する必要のある推敲支援機能

すでに２章で論じたように，究極の推敲支援システムを実現するためには，
原テキストを読者のモデルに基づいて理解し，完璧な規範文法によりテキスト
を再生成する必要がある．この際には当然，文脈の考慮，すなわち，原テキス
トの首尾

･貢性のチェックや自然で分りやすいテキスト生成が必要となる．一

行う￨祭には，まずその受動文が能動化可能であるかの判定が必要である．以下
:･こ論ずるように，この判定を行うためには，文脈上の制約と文内の統語的制約
を考慮する必要がある，
９．２．１

受動文能勧化可否判定アルゴリズム

提案するマニュアル文章を対象とする受動文能動化可否判定アルゴリズムの

方，これまでに述べてきたような文の範囲に閉じた書換えにおいても文脈の考

概要を図９．１に示す．対象受動文の動作主と文章タイプを求めた後に，まず，

慮が必要な場合がある．３章で示した長文の分割はその典型例であり，４ヽ一６

之脈Ｌの制約から能動化できない受動文を判定し，次に，文内の統語的な制約

章におけるスタイル修正においても，文構造を大幅に変更する場合などには文

から能動化できない受動文を判定する．いずれにも当てはまらない受艶文は，

脈の流れを乱さないようにするため，そのような機能が必要である'jy

能動化･口∫能であると判定する．

本章では，９．２において，書換え処理は１文に閉じているがその実現のた

９．２．２

文章タイプの判定

めに文脈の扱いが必要な機能の例として，受動文の能艶文への変換機能を取り

ユーザが行うべき操作を説明する文章である操作説明文章，対象物が何をす

上げ，主に能動化が可能であるか否かを決定する判定機能について論ずる．ま

るものかを説明する文章である機能説明文章，筆者がその文章をどう書いたか

た，９．３においては，マニュアルのような説明的テキストに適したテキスト

を説明する文章であるマニュアル説明文章の３つに文章タイプを分類する．そ

の構造解析手法，特に，隣接２文間の関係解析手法について論ずる．これは今

れぞれ省略主語は原則として/IユーザII,¨説明対象物∵1筆者IIである．

る

゛現在のシステムでは．ユーザが￨･馴IIli選択を行うことで．この機能をユーザが分担してい
Iあるいは．きせられているl」と.考えることもできる.

一一
II.'リ'l英問喊翻訳隋lえば￨池原871)などでも，変換バターンとのマッチングを行うために同
!lの処JIllが必要であり．すでに確立済みの技術である.
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文やタイプは文章甲.位を通して一定であるのが原則である．そこで，文章の
弟1.丈に対して交章タイプの初期判定を行う．第１文は，タイトル相当の名詞
句である場合と，通常の文である場合とがある．タイトル相当の名詞句である
見合

「〜する方法￨（操作説明文章），F〜の機能概要」（機能説明文瞰）

などのようにレ文章タイプ

を明示する特定の表現が使われることが多いため，

これらの表現を利用して判定を行う．通常の文である場合は，その動作主と態
を利用して表９．１に示す規則により文章タイプを判定する．
文庫単位内の文章タイプが一定であるというのが原則であるが，現実の文章
においては，文庫単位内でこれが変化すると考えた方が妥111である場合がある，
そこで，第２･文以降の文については／文章タイプの変化をチェックする．実デ
ータの分析結果によれば，文章タイプの変化は，［機能説明文章］から「操作
,説明文庫￨の変化に限られる．また，「操作説明文章」における動作主は，「ユ
ーザ￨である．したがって，この変化は，次の規則により簡単に識別すること
ができる．

の制約から能動化できない受艶文は，表９．２に示すように文章のタイプと文
の動作主の組み合せから判定される．
ここで問題となることは，対象とする文の動作主名詞句の同定が必要なこと
である．しかし，マニュアルの文章においては，｢ユーザド

｢説

明対象物｣が既知の情報1久野831として文章の最初から省略されうるため．従来
の省略要素同定手法(例えば【Yoshimolo

881】によってこれを同定することがで

きない．そこで，本アルゴリズムでは，表９．３に示す言語表現士.のてがかり
(発話行為1Searle69),l山梨861，情報の縄張り[神尾901,共感(empalhy)[Kuno
を利用することによって，省略要素の固定を試みる．
９．２．４

文内の統語的な制約から能動化できない受動文

表９．４に示すタイプの受動文を文内の統語的な制約から能動化できないも
のと判定する．これらの受動文は能動化すると文の解釈が変わってしまうもの
である，
９．２．５

文章タイプ変化規則：前文までの文章タイプが「機

｢筆者に

評価実験と考察

能説明文傘」で処理対
以上のような特徴を持つ本アルゴリズムの評価実験を計算機のソフトウェア

象文の動作主が「ユーザ」で

あれば，文章タイプを「操作説明文章」とする．
マニュアルなどから抽出した４７形式段落に対して行った．その結果，能勧化

９．２．３

文脈上の制約から能動化できない受動文
が可能な受動文の76.0％，能勧化が不可能な受動文の87.2％を正しく判定するこ

文脈の影響で能動化できない受艶文がある．例えば，以下の例の下線部の受
動文は，［機器がデータを自動的に保存する］という意味であるが，それを能
動化した文は，［ユーザが前回保存したファイル名をもう一度付けて保存する］
という異なった意味を表す．

を得ることができたが，受動文に対しては31.2％にとどまった．この精度を向上
させるためには，マニュアルにおける文章構造の特徴（例えば，ユーザ操作を
示す記述の後には，それに対するシステムの反応動作が記述されやすいなど）

例２：入力したデータはできるだけ頻繁に保存します．メニューから「保存」
を選びます．前回保存した２ァイル

とができた．また，省略要素の「司定については，能動文に対しては92.9％の精度

でデータが

包まﾆ仁＿

これは，「文章単位のなかで連続する省略主語は同じものを指すと解釈され
る」という原則l神尾85］のために，下線部を能動化した文の省略主語が前文の省
略主語と同じく「ユーザ」であると解釈されるからである．このような文脈上
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を考慮する必要がある．
以上から，今回提案したアルゴリズムは，能勧化可能なものはなるべく能動
化するという範囲内では有効であることを確認したが，文脈における最適な態
の選択というより広い問題を扱うには，主題の流れ，視点の一貫性，動作主の
有生／無生などの要因をさらに検討していく必要があると考える．また，ゼロ

Ｈ５

871]

化帽卯墳]定については，近年盛んに研究されているcenlerinがこついての研究成

９．３．２

剔Walkcr941，｢Kameyama86｣を取り入れていくことが有益であると考える．

文章における連接関係の解析については，桃内によるサーベイ［桃内90］がある．
そこでは，基本的な問題として，（））連接関係を考察する単位と関係をどう設定

３

９

文の連接関係解析

文章展開診断へ向けた文の連接関係解析

するか，〔2〕連接関係の解析をどのように行うか，（3）連接関係の解析を文章全

本研究で主に対象とする技術文嘸はユーザマニJ.アルの類であり，これらは

体の構造解析とどう統合するか，という３つをあげている．

説明的文章のカテゴ1川こ分類できる．従来より数多くのテキスト・談話構造解

すでに述べたマニュアル文章の特徴に基づき，（1）については，基本的単位と

析の手法が提案されてきたが，これらは対象世界に関する先験的知識に強く依

しては，単位文

存したスフヽ−り一解析であったり

関係，及び，命題部分の等価／対比を考慮する.（2）については，記述される対

り列えば｢石崎89p

，論旨展開をマークする修

12J

を採用し，関係としては，次節に述べるような接続詞による

辞的言語表現に依存した論説文章解析(例えばl木下89),F福本92])が主体であり，

象ｔ界の特性が自然な文章構造を形成するという観点から，文ごとに文タイプ

説明的文章への適用は困難であった．本節では，説明される世界の特徴，およ

を設定し，その並びパターンに基づく解析を行う.（3）については，前節に述べ

び，説明という文章のタイプが文の連接関係をゆるく制約Ｌていることに注目

たように，隣接文間の解析後に修辞的表現や主題の流れに基づいた大局構造解

し

析を想定するが，本論文では対象としない．

これを利用した摸作マニュアルを対象とする関係解析法を提案する．

９．３．１

９．３．３

マニュアル文章の特徴を利用したテキスト槙造解析
｜

操作マニュアルの文章には，いくつかの特徴が観察される．すでに９．２で
議論じたように，文の動作主は，操作を行うべきユーザぐ読み手八

または，

何等かの動作を行うシステム（説明対象物）であることが多く，これらは，使

文タイプの決定

図９．２に示したように，まず段落を構成する各文に文タイプを付与する．
解析の基本単位を単位文とするので，文タイプの基本形式を次のような３つ組
とするのが自然である゛．

用される動詞や叙述表現によりマークされる．また，ユーザがある操作を行う

文タイプ::=（接続属性従文単位文タイプ主文単位文タイプ）

と，システムがある動作を行う／ある機能が実現可能となるというような記述

表９．５に接続属性の一覧を示す．これは，1南741，［寺村80］などを参考に若

される対象世界の特性が自然な文章構造を形成する．さらに，書き手は，読み

干の修正を施したものである．また，表９．６に単位文タイプの一覧を示す．

手との共有隻［］謙が最小限しかない場合を想定して緻密な文章展開を図ろうとす

単位文タイプは，図９．２に示すように，動詞分類，助動詞／補助動詞による

ることから，連接関係にあるニ文間においては，主に節単位で意味的関係が存

モダリティに着目した弁別ネットワークにより決定される．

在する．

回申で￨￨

以上のような観察から，隣接する二文間における節単位の関係解析をまず行

で囲まれたタイプは，多義が存在することを示す．これは，動詞

分類が「その他」となる場合に起る．このような多義は，接続助詞の機能に基

い，次に，話題の転換や例外的な操作説明をマークする特定の修辞表現，ある
いは，主題のシフトなどに着目した大局的な構造化を行うテキスト構造解析を
想定する．以下では隣接文間解析についてのみ議論する.
116

￨.｀4 1つの述,沼一表現と，その陰要素，副詞要素からなる隋文甲.位．連休修飾節は械修飾名I詞
句とともに格要素をなすので，単位文は節よりも広い範囲の購文単位となる.
゛文がjiりヽy文の場合は．その!p.l,y文タイプとする．文中に３つ以上の単位文を含む場合は，
』･,位の依存隋.訪をなす２つのqi.位文で代表させる．また，従文＝前方の単位文，主文＝後方の
帽.I･:文である.
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づく規ﾛ￨JI°［南74］や，３つ組による文タイプの存在可能性に関する制約／選好

きない場合いかにしてその曖昧性を解消するか，（2）あらかじめ記述しておく連

から絞り込むことができる．次の例を見てみよう．

接パターンの現実の文章に対するカバー率．の２点である．次項で（1）の問題に
ｉ

例３：検索ロマン上玉逓主たらjJ玄麦と．実際に検索を行います.
㎜㎜■■■■㎜■■■㎜㎜■㎜㎜･■■

経文（Iヽ

対する一つの解決法を示す.（2）の問題については，９．３．５で議論する．

線部）の単位文タイプは［ユーザ操作］，接続属性（斜体部）は
１７ｉ

¨WHEN¨と一意に決定されるが，主文（二重下線部）の単位文タイプは，￨ユ

（２）単位文マッチングによる動的な関係付与
同じ連接パターンに対して複数の異なる連接関係が可能な場合がある．例を
｜

ー‑ザ操作｜システム動作￨

の多義が生じる．しかしながら，「あるユーザ操作

図９．３に示す．このような場合に関係の多義解消を行う必要が生じる．つま

を行うと（別の）ユーザ操作を行う」という関係は不自然であるという３つ組

りこのような場合は，連接パターンのみでは制約条件が緩いということであり，

の存在可能性の制約から主文の単位文タイプは，「システム動作」であると決

他の条件を持ち込む必要がある．

定することができる．

すでに述べたように，マニュアルにおいては，比較的緻密な文章展開か顕著
｜

９．３．４

文タイプの並びによる連接関係解析

であり．前文の一部を引き継いで後文を記述するという場合が多く観察される．

（１）基本的な考え方

すなわち／前文の一部を繰り返したり（等価），あるいは，それと対照的な動

マニュアル文庫において可能な文連接の在り方を上記の文タイプの並びとし

作／状況について述べる（対比）という形態である．このような関係をダイナ

て抽象化し，そこにおける可能な単位文間の関係をあらかじめ記述しておき．

ミックに同定すれば，連接パターンによる曖昧性を解消する制約として用いる

それを利用して隣祐二文に含まれる単位文に関係を付与するというのが連接関

ことができる．例えば，図９．３の例では／前文従文の単位文と後文従文の間

係解析の基本的な考え方である．例えば，次のような文タイプの･ヽ添び（以下，

の等価性，あるいは，前文主文と後文従文の等価性のどちらかを認定できれば，

連接パターンと呼ぶりを考える．

それに応［こて連接関係を図の（A）または（B）と決定することができる．

前文:｛IFユーザ操作システム状況変化｝，
後文:｛IFシステム状況変化ユーザ可能操作｝．

このような単位文間のダイナミックな関係解析を単位文マッチングと呼ぶ．
そのアルゴリズムの概要を図９．４に示す．二つの単位文を入力とし，その格

このような連接パターンを与えるのは，例４に示すような連接文であり，そこ

構造が類似している場合は「等価」，用言が対義語の関係にあるか格要素の一

では，例えば，後文の主文で示されるユーザが行うことのできる操作の必要条

部が対比関係にある場合は「対比」を出力する．また，「バックアップをとる」

件として，前文従文で示されるユーザ操作がある（ギリシャ文字を入力するに

と「コピーを作る」のようなコロケーションによる等価性についても，あらか

はCAPSを解除する必要がある）というような関係を付与することができる．

じめ用意した知識によって判定を行ヤ゜．また，前文，後文のどの単位文のペ

例4

アに対して単位文マッチングを行い，その結果に従ってどのような関係を付与

:CAPSキーを解除すると，半角入力モードになります．
半角入力モードになれば，ギリシャ文字も人力できます．

ここで問題となるのは，山連接パターンだけから可能な関係を一意に決定で

･Ｍえば．「〜ながら」で接続された従え/i=.文の動作iﾓは同一一である.
I18

するかは，解析規則にあらかじめ指定しておくこととなる．このような解析規
則を記述・実行する処理系をCommon

Lisp上で実現した．

127マニュアル1500えから拍出した等価関係を与えるコ[コケーションのペアは6組あった．
Ｈ９

９．３．５

評価実験と考察

に収束すると仮定すると，本手法での解析正解率i.t3自

の上限は60％程度であると

０）クローズドデータによる解析精度の評価

推定できる．これを向上させるためには，規則適用率を向上させる必要があり，

ソフトウヱアマニュアルから60段落を柚出し，そこから236の解析規則を抽出

このためには，低頻度で現れる多くの連接パターンをカバーする必要がある．

した．この規則作成に使用したデータ（クローズドデータ）を入力として評価
実験を行った．なお，連接パターンによる制約のみから関係を一意に定める規
則の数は】4】であった．この結果，文タイプ判定の正解率約80％，連接関係付与
の規則適合率

I

l

約81％という結果を得た．なお，文タイプの多義解消精度は約

９．３．６

連接関係解析の文章展開診断への適用可能性

以上に提案した文の連接関係解析を推敲支援という観点から，文章の展開診
断へ適用する可能性について簡単に議論する．これには，二つの可能性がある，
まず，前節に示したように，ある程度の量の文章に対して出現頻度2以上とい

sﾌ％･，q!.位文マッチングをスキップした際の適合率55係という結果から，文の連

う条件で解析規則を作成すると，70％程度のカバーが得られることが期待され

接関係の制約が解析精度に大きく貢献することが確認できた．

る．もし，このような良く現れる文連接パターンは良い文章展開を反映してい

なお，精度向上のためには，連接文の一方が単文である場合の扱いと，単位
文マッチングの拡張が必要であることが明かになった．特に後者では，等価性
の判定が文脈に依存するもの（「このコマンド（ファイルコピー）を実行する」

ると仮定できれば，解析規則が適用されなかった文連接を問題のある文章展開
を産む可能性があるものとしてユーザに注意を喚起することができるであろう．
次に，不適正表現の検出の場合と同様に，明かに不適正な文連接のパターン

と「ファイルを複写する」等）や，等価／対比以外の関係にあるもの（「ディ

をあらかじめ規則として記述しておくことができれば，これらの規則が適用さ

スク領域が少なくなる」と「ディスク領域を拡張する」等）の扱いが問題とな

れた際に，ユーザに警告を与えることができる．

り，実データから抽出した知識の利用［工藤92］や，省略／照応の解析，対象世界
の知識を援用した推論fHobhs

79］などを検討していく必要があろう．

実際にはこれらの二つの手法を統合し，後者によるものには強い警告を，前
者によるものには弱い警告を与えることが妥当であろうが，特に後者では，不

（２）オープンデータによる解析規則の収束性の評価

適切な文章展開例の収集分析が必要であることから，今後さらに多くの検討が

２種類の異なるソフトウェアマニュアルから無作為に抽出した264段落（1548

必要であると考えられる．

文）を基に，出現頻度2以上の連接パターンについて解析規則を３段階に作成し
た．この規日￨』を用いて，これとは異なるマニュアルから無作為に抽出した75段
落（379文）を解析させた．また，このデータに対して人手で付与した連接関係を

９．４

まとめ

本章では，文脈を考慮した推敲支援機能の実現へ向けた二つの試み（受動文

正解データとした．結果を図９．５に示す．規則適合率は，規則作成用の文数

の能動化，文の連接間関係解析）について述べた．いずれ仏

に関わらずほぼ一定であるのに対し，規則適用眼I°

が得られることが確認でき，推敲支援機能の範囲を文から文章へと拡大するの

゜は，規則作成用の文数を増

ある程度の精度

すに連れ向上するが，頭打ちになる傾向があることがわかる．これより，出現

に有効であると言える．提案した手法はいずれもマニュアル文章の特徴をうま

頻度2以上.の連接パターンを規則化するという条件下で，規則適用率が70％程度

く利用したものである半面，実際のマニュアルデータの分析により抽出される

゜ll

1剔=･?規UI』が適用された連接パターンのうちの'IF解だったものの割かを示す.

"Iりli,･ぎされたIE解の連接パターンのうちに実際に解析規￨.11』が適lfjされたものの割含を示す.
120

¨リ坦旧畝ﾔ率に炭団かlj率を恥じたもの．
121

語のリストや規則に強く依存するという共通の問題を持つ，今後は，これらの
知識の半自動的獲得についての検討を進めていく必要があると考える．
なお，９．３で検討した文タイプ，および，それに基づく達接パターンは，

表９．１
Table

文章タイプ判定規則

9.1

Rule

table for deciding

text type
−

９．２で検討した文章タイプの一部を詳細化したものであると考えることもで

ぺ峠、、

ユーザ

説明対象物

きる．したがって，これらを９．２で検討した受動文の能勧化判定や省略動作

能動
受動

操作説明

機能説明

ﾄﾞのj司定に適用することができると考えられる．

マニュアル説明

操作説明

一

一

能勧化可否判定規則

表９．２
Ｔａｂｌｅ

９．２

RUle table for deciding
一一一一

匹匹こ

appropriate

動作主=ユーザ

voice.

動作主=説明対象物

動作主=筆者

保守説明文章

能動

受動

機能説明文章

受動
受動

能動

受動
受動

受動

能動

マニュアル説明文章

表９．３

不明

受動
能動
受動

省略要素同定のための言語表現

Table 9.3 Linguistic expression

表現タイプ

発話行為

pattems

for ellipsisresolution.

省略主語

例

行為指導型：ユーザ
陳述表示型：筆者

マウスをクリックして下さい
以下に構成を示します
以下の原因が考えられます
装置が故障したのこ立

情報の縄張 思考動詞 筆者
推定の様手 ］：説明対象物
り
尊敬表現 ユーザ
待遇先規
謙譲表現 筆者

結果を表示されれば，
注意点を次に述べさ曳こて.いただきます

話者の視点がが柊ニ
ユーザ
視点
(受給表現) 話者の視点がヲ柊二
説明対象物

操作説明マ
ニュアルに システム動作を表す
おける特定 動詞：説明対象物
の動詞

122

筆者

パラメータを投入してやれば，
データを表示してくれます

プリンタに結果が出力されます

123

表９．５

接続属性分類

Table 9.5 Classification of connection

表９．４

文内の統語的制約から能動化できない受動文

Table 9.4 Types
constrainls.

of passives

can not be activized due

宣告命名型の
発話行為

副助詞（八千千）

例

受動
能動

受動
能動

説明
能動化することで，原文の
持っていた完了の意味が継
続に意味になってしまう．

データが入力されていた
一
データを入力していた
ｰ

完全性が保証される
完全性を保証する

受動：スタック址ピクチャが集
められている
能動：スタック址ピクチャを集
めている

受動：ポインタ i元に戻らず，
同じファイルが選択される．
能動：ポインタが元に戻らず，
同じファイルを選択する．

ＡＮＯＴＨＥＲ

〜ほか

ＢＥＣＡＵＳＥ

〜ので，〜から

〜で，〜ことにより

ＣＯＮＴＩＮＵＥ

ＯＲ

れる．
一
副助詞は意味役割をマーク
する格助詞（が／ヲ／ニ）
を吸収する．左の例では，
「スタックにはピクチャが
一

〜ながら，〜つつ
づよ，〜たら，〜なら

IF

うなる」という意味が失わ

〜か，

ＷＨＥＮＥＶＥＲ〜たびに，

〜ために，〜には，

瓦）

ＵＮＴＩＬ 〜まで，〜かぎり

集められている」という意
味が能勧化により不明瞭と
なる．
特定の接続形態で結ばれた
複文の場合，前文に現れる
主語／主題名詞句は，後文
にも係ると解釈される．
の例では，能勧化にとも
い格助詞を付け替えること
で，「ポインタ」がFファ
イルを選択する」という解
釈が生じえる．

〜が，〜けれども

ＢＹ

能動化することで，筆者が
宣告することになり，原文
の持っていた「一般的にそ

主な接続助詞，接続形式
〜てから

ＢＵＴ

ＷＨＥＮ

表9.

左な

特定の接続形態を
持つ複文

接続属性
AFTER

尺イント

アスペクトの解釈

to intra‑sentence

cate9orjes

６

Table

〜と，〜とき，〜場合

単位文タイプ分類

9.6 Classification of unit sentence

樹立文タイプ
ユーザ操作

types.

例文
コマンドを入力します

ユーザ可能操作

コマンドを入力できます

ユーザヘの要求

コマンドを入力してください

ユーザの要求

コマンドを入力したい（場合，づ

システム動作

プロンプトを表示します

システム可能動作 コマンドを実行することができます
システム状況

コマンド人力モードになっています

システム状況変化 コマンド入力モードヘ遷移します

説明

第３のパラメータはコピー先の指定です

124
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箇）

匹

文章単位中の各文
１

･1

‑
省略要素同定

希望
可能
要求
定義

文章タイプの判定
（１）第１文なら文章タイプを判定
（２）第２文以降なら文章タイプの変化をチェック

動作主

匹）
ユーザの要求
ユーザ可能操作
ユーザヘの要求
説明
ユーザ操作

その他

≪VRご 状態−

文章タイプ

システム状況
システム状況変化
システム可能動作
システム動作

ｼｽﾃﾑ
文脈の制約による能勧化可否判定
￨能勤仕可」の場合
文内の統法的制約による能勧化可否判定

心−
目

Ｆ−

巨勧化可」または「能勧化否」

｢能勤仕否｣

状態

システム状況

状態変化

システム状況変化

‑y

ユーザの要求

希望
可能

｛ユーザ可能操朽リシステム可能動作｝
｛ユーザ操作ｌシステム動作｝

その他
図9.

能勤仕可否判定アルゴリズムの概要

General

flow of the proposed

al9orithm.
動詞タイプ

／どＸ︑

Fig.9.1

１

一一一一
ユーザ：入力する，押す．
システム：表示する．出力する，
状態：消える．現れる，
状態変化：ＸＸモード･になる．
その他：行う，使用する，
‑

連接パターン
Si:（IFユーザ操作ユーザ可能操作）
Si+1:（IFユーザ操作ユーザヘの要求）

図９．２

Fi■9.2 Discriminationnetwork

(A)

‑
Si:(IFユごｰザ操作ユーザ可lil

巨操作）

(B)

Si:(IFユフザ操作ユーザ可能操恂
ユーザ操作ユーザi

州≫

づ

Si+1:(IFユーザ操作

単位文タイプ判定弁別ネットワーク

２−ザヘの要求）

.一ぐ

Si.1:(IFユーザ操作ユーザヘの要求)
例：

Iスタ･ンクを開＜

1を選べば、保存されている

このキーを押せば，フォント書体を指定する
ことができます．
書体を指定すれば，システムはフォントの大
きさの指定を要求してきます．

スタックを開けます．
このコマンド･を選べば、オープンするスタッ
クを選択よう求められます．

図９．３
Fig.9.3 Examples

連接バターンの具体例
of senlence ajacency pattem.
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for unit‑sentence

type

第１０章

手続き 単位文マッチング（UI,U2）:
（1）述語部の関係チェック：辞書情報等を参照し，UI,U2の述語部が等価ま

結論

たは対比の関係にあるかをチェックする．これらの関係がなければ，（４）へ．
（２）格要素の関係チェ･ンク：辞書情報等を参照し，UI,U2の各格要素間が等
Ｊ

価または対比の関係にあるか（１つのペアでも対比関係にあれば対比関係と判
｜

定する）をチェックする．これらの関係になければ，マッチング失敗として処
理を終了する．

本章では，本論文の総まとめを行う．まず，本研究によって達成された技術

（３）単位文間関係の決定：

を整理し，次に，推敲支援以外の応用への適用可能性についても議論する．ま

以下に従って単位文関係を決定し，処理を終了する．
（１）の結果が等価である場合，（２）の結果を単位文間関係とする．

た，本論文で提案した構成方式に基づく推敲支援システムの実用化のための課

（２）の結果が対比であれば，対比を単位文関係とする．
（４）コロケーションによる等価関係の判定:

題を提示し，その解決において考慮すべき点について論ずる．最後に，より高

UI，U2のペアが，コロケーションによる等価関係をリストしたテーブル
に存在するかを検索する．

度な推敲支援機能の実現へ向けて研究すべき課題についても考察する．

存在すれば単位文間関係を等価とし，存在しなければ，マッチング央敗
とする．
１ ０． １
図９．４
Fig.9.4

本研究により達成された技術

単位文マッチングアルゴリズムの概要

0verview of the

unil‑senlencematching

本研究では，現実的な推敲支援システムの実現方式を確立することが最大の

algorithm.

目的であった．現実的なシステムを実現するためにキーとなるポイントとして
は，いくつかのポイントが考えられるが，本研究では，自然言語処理システム
作成規則数▲
100

200

適合率●
適用率・

一般においても避けて通ることのできない構文多義の効率的な扱いの確立に焦
点を置いた．以下に述べる各要素技術のいずれにおいても，この点が重要なフ

(‰)

ァクタとなっている．
１ ０． １．１
50

100

推敲支援の計算機処理モデル

テクニカルライティング，作文技術におけるノウハウ，現実のマニュア
ルにおける表現上の問題点から，推敲支援システムがサポートすべき基本
的な推敲支援機能を表２．１に示したように抽出し，これを効率的に実現
するための推敲支援の計算機処理モデルを提案した．この処理モデルは，

０
０

500

図９．５

１０００

1500
規則作成文数

resulls for the open‑dala

】28

の推敲処理からなる．
この計算機処理モデルに基づくプロトタイプシステムＲＥＶＩＳＥ−Ｓ

オープンデータに対する評価結果

Fig.9.5 Evaluation

（1）長文の分割，（2）スタイルの修正，（3）読点・語順の調整という３段階

sel.

（図２．２）を実現し，８章に述べた評価実験からその基本的有効性を確
129

認した．特に，上記の処理モデルは，自然言語処理システムが避けること

ある項目の検出が他の項目の存在を否定したりというように，個々の項目に対

ができない構文多義の問題を適切に扱えることが確認された．すなわち，

する検出過程が相互に関連を持つ場合が多い．この点に注目し，検出処理の途
｜

この処理モデルにおいては，処理が進むに連れ，潜在的な情交多義は単調

中過程の各条件チJ,ッ

に誠少していくため，後段の処理の負荷が軽減される．とくに，長文分割

理の実行制御と途中結果の情報の参照をノードの接続関係とするデータフロー

処理を辰初に行うことにより構文多義が大幅に減少するので，部分的書換

ネットワークの解釈により不適正表現を検出する機構を提案した．

えによるスタイルの修正の段階において．結果として無効となる書換え候
補生成処理の起動を減少させ，無効な候補の生成を抑制することがﾛ』

能と

このような機構は，処理プログラム中に条件分岐を陽に記述する方法に比べ，
規則全体の見通しが良くなり，従って，検出規則体系のメンテナンスが容易と

なる．これは，ユーザの使い勝手の向ヒにも寄与すると考えられる．

なるという利点がある．

１ ０． １．２

１０．１．４

接続表現形式に基づく長文分割機能

クの処理とその処理結果をノードとして局在化し，各処

構文構造の多義を考慮した部分的書換え候補の生成方式

交:こ対する形態ぶ解析の結果によって文内の接続構造がおおよそ把握できる

ｌつの部分的書換えタスクが実行される際は，その実行の前提条件となる部

ことに注目したiij.文間の接続構造解析に基づく長文（複文）の分割機能を提案

分的な構文構造，すなわち，特定の係り受け関係の成立は確定している．しか

し実Jjした．またパ抒価実験の結果から，提案する方式が比較的低い計算コス

しながら，実際にどのような部分構文構造が部分的書換えの対象となるかは一

トで粘度よく分割文候補を生成できることを示した．

般には未定であり，書換えの及ぶ範囲を決定することが必要である．

推I哉支援の処理の初期の段階において．構文解析処理を行うことなしに，長
交を適￨応に分割できることは，以下のような利点がある．
〔Ｉ〕交が長くなれば，構文多義の数は，一般的には指数オーダで増加するた
め，推敲処理全体の初期の段階で，長文を分割することは，構文解析処理を含
めた後続する各処理の負荷を大幅に軽減する．
く２）以降の推敲支援処理では，比較的短いぐ一般には述語文節が２程度とな

また，明示的な多義解消は，ヒューリスティック規則の適用またはユーザイ
ンタラクションにより行われるが，前者の場合，誤った多義解消をする可能性
がつきまとう．また．後者の場合，ユーザの負担を強いることになる．よって，
明示的多義解消の起動回数を削減することが望ましい．
本論文では，日本語の係り受け構造の持つ特徴を考慮し，構文構造の明示的
な多義解消を極力避けつつ書換えの及ぶ範囲を決定する書換えスコープアルゴ

る）文が処理の対象となる．これにより，システムが提示する書換え候補の数

リズムを提案した．また，書換え候補生成の際には，ユーザにとっては，提示

も少なくなり，また，候補をユーザが選択する作業も行いやすくなる．さらに．

される書換え候補の文字列同一性のみが重要であることに注目した，効率的な

読点

書換え候補の生成方式を提案した．

語順の調整アルゴリズムは，これを前提とした比較的単純な処理により

実現できる．
１０．１．３

１ ０． １．５

不適正表現の検出機構

段階的な推敲過程の制御・管理方式

提案する推敲支援システムの実現方式においては，推敲過程は，システムが

不適正表現検出の過程は，条件チエックの積み重ねであり，ある項目の検出

不適正表現に対して生成する書換え候補をユーザが取捨選択することにより行

のために必要な情報が他の項目の検出のために必要な情報と共通であったり，

われる部分的な書換え操作を段階的に繰り返すことにより実現される．このよ
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うな推敲過程の効率的な実現においては，実際にある部分的な書換えが行われ

とを前提としたものであるが，１丈あたりの読点数を，ハ格名詞句でマークさ

た際に，内部データの整合性をいかに維持管理し，部分的な書換えに伴う再解

れるような強調成分の後と従文述語文節の後の最大２つ（並列名詞句内の句切

析などの重複した処理を避けるか，いかに推敲を要しない文を早期に判別する

りの読点を除く）に制限する．このような状況下では，構造の区切りと語調の

か，さらには，構文構造の多義などの要因による不適切／不必要な部分的書換

区切りがほぼ一致し，そこに読点が付与されることとなる．
｜

えの実行をいかに効率よく排除できるか，などが解決すべき大きな問題となる．
本論文では，不適正表現検出部による不適正表現の検出結果が文節の性質に

１０．２

関する条件と突節間の係り受け関係に問するプリミティブな条件の連言標準形

ミティブ条件が存在することに着目し，不適正表現の各検出結果と一対一に対
応した吝部分的書換えタスクとの依存関係を推敲過程マネージャと呼ぶオブジ

本節では，本研究によって確立された技術の推敲支援以外の分野への適用可
︱！
ふ
□

をしていることに注目する．さらには，複数の不適正表現間で共有されるプリ

推敲支援以外の応用への適用可能性

M性について，要素技術と応用システムとに分けて考察する．
１０．２．１

要素技術

（昌長文分割のための接続構造解析技術

ェクトにより一括管理する．本方式においてもう一つ特徴的なことは，構文多
義を解消しない段階で部分的な書換えの可能性を抽出しておき，それらの実行
に付する期待に駆動される形でオンデマンドに構文多義の解消を行いながら，
実行可能な部分的な書換えを行っていく実行制御方式である．以上により，部
分的な書換えに伴う再解析などの重複した処理を避けられること，推敲を要し
ない文を早期に判別できること，さらに不適切な部分的書換えの実行を効率よ

長文分割機能の実現のために，接続形式の形態分類に基づく分割点決定アル
ゴリズムを提案した．このアルゴリズムの骨子をなす技術は，長文分割のため
だけでなく，広く日本語の構文解析の多義解消のための要素技術として用いる
ことができる．まず，形態素解析結果の情報により実行可能であることから構
え解析の前処理としても適用可能である．この場合，分割点の前後で区切られ
た文の断片が情文解析処理されることになる．このような方式では，長文を一

く排除できる．

括して情文解析処理する場合に比べ，解析多義の発生を抑制することができる．
１０．１．６

構文構造再構成による読点・語順調整機能
支払分割点決定のために用いられた文の階層性に基づく述語間の係りやす

適切な位置に打たれた洗邨ま構造の切れ目を明確にレ適切な語順は，読み
やすさを増し曖昧な読みを避けるのに役立つが，両者の問題を統一的に扱う研
究は，これまでに行われてこなかった．
本論文で提案する読点・語順の調整機能は，日本語の作文技術についての見

さに関する規則を考慮して構文解析の規則系を構築するということも可能であ
る．さらに，すでにブラックボックスとしての構文解析処理系が存在する場合
は，ﾋ記の規則を解析多義解消の後処理として適用することも可能である．
（２）不適正表現検出のための特定の性質を持つ部分構文構造の検出技術

識若やテクニカルライタにより提案されている語順についてのの原則と読点付
不適正表現検出機能の実現には，特定の性質を持つ文節群が特定の係り受け
与の原則を統一的に扱い，「容易な理解」，「正確な理解」を助ける文を構文
パターンを成すことによる部分構文構造の検出が必要であり，効率的にこのタ
構造の再構成として生成するアルゴリズムにより達成される．このアルゴリズ
スクを実行するためのパターンマッチング処理系を提案した．このような，特
ムは，汎用のアルゴリズムではなく，すでに長文分割が初期段階で行われるこ
定の部分構文構造を持つ文を検出するというタスクは，推敲支援以外の応用に
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も現れうる．例えば，情報検索システムにおいては，従来は，キーワードレベ
ルのマッチングが主体であったが，特定の性質を持つ文を含む文章を検出する
ことにより，より内容レベルに近い知的な検索機能を提供することが可能とな
ると考えられる．

肘した，推敲過程の管理一郎』御方式は，このような推敲に基づくテキスト生成
システムの一機能として適用可能であると考えられる．また，読点・語順の調
整機能において用いられた読点付与や語順に関する原則は，このようなテキス
ト生成システムでも考慮されるべきものである．

（３）書換え候補生成のための構文木構造変換技術

１０．２．２

ユーザに検出した不適正表現に対する書換え候補を提示するために，構文木

（１）機械翻訳のフロントエンドシステム

構造の変換により書換え候補を生成する方式を提案した．このような，入力で
ある原文を，ある特定の目的の下で等価な別の文へと変換するという応用は，
推敲支援以外の応用にも現れうる．例えば，日本語テキストを合成音声により
読み̲LげるTexMo‑Speechのシステムにおいては，ユーザが耳で聞いて理解しや
すいテキストヘと原テキストを変換することが考えられる．実際に，NTTの情
報通信研究所では，本研究による木構造変換系を用いて，そのような原文変換
機能の研究開発が進められている．

応用システム

まず考えられるのは，日本語から外国語への機械翻訳システムの前修正シス
テムとしての応用形態である．ここで指摘するまでもなく．多くの日英翻訳シ
ステムなどでは，入力テキストを翻訳しやすいテキストヘと人手で前修正する
ことが前提となっている．対話型の前編集支援システムも研究されてきた［有田
851が，商用システムに組み込まれているものの多くは，グラフィカルユーザイ
ンタフェース上で係り受け構造の指示や修正を行うレベルに留まっている．本
論丈で提案したような表現の書換えを支援するシステムは，適切な規則系を準

（Ｃ推敲過程の管理・制御方式および読点語順調整機能
テキスト生成の研究分野においては,推敲に基づく生成という考え方がある
lvaughan 88］,￨乾931.これは，生成されるテキストに盛り込むべき意味内容を盛
り込み，しかも，分りやすいテキストを一気に生成することは，生成の規則の
相眠関連から困難であるという認識に基づき，とりあえず生成されたテキスト
に対して，本研究における推敲過程と類似した，推敲のサイクルを適用するこ
とにより，順次分りやすいテキストヘ変換していこうという考えに基づくもの
である．この考え方においては，１０．４で指摘するような，どのような文／
文章が「良い」もので，どのような場合に推敲が必要かを自動的に判定する必
要がある．この問題は，どのような条件で推敲のサイクルを停止させるべきか
という問題とも関連している．

備することにより，より高度な前修正システムとして応用できる可能性がある．
このような展開へ向けては，翻訳しやすい日本語文についての一般的な原則
は認めるにせよ，究極的には適用する翻訳システムの得手・不得手を理解した
ｈで規則系を構築せねばならないという問題がある．この問題は，１０．４で
論じるような，システムを推敲支援という本来の目的にそって実用にする場合
にも重要な問題である対象ごとの規則系の構築という問題と同様の問題である
といえる．
（２）テクニカルライティング教育システム
本研究では，マニュアル等の技術文書のライター，または，編集者が草稿を
対話的に推敲するという運用形態を考え，その支援システムについて検討した．
しかしながら，実際にこのような作業に従事しているベテランからは，そのよ

本研究と比較すると，本研究の推敲支援システムでは実際に書換えを行うか
否かはユーザの判断に委ねられているという点が大きく異なるが，本研究で検
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うなシステムは，「うっとおしいもの」であるという反応が有り得る．すなわ
ち，彼らプロフェッショナルは一種の職人であり，いちいち書換えの仕方をシ
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ステムから提示される必要もなければ，そのような仕事の仕方自体，現状のシ
ナレッジエンジニアたるテクニカルライタの持つ推敲支援に関する知識をいか

ステムの実力を勘案すれば非効率という訳である.
に機微化して計算機に載せるのかという点が問題となる．

一方，新たに上記のような職業についた初心者にとっては，本論文で提案し
ｉ

ニのように考えると，推敲支援規則体系の目的や適用範囲に応じた構築の問

たような推敲支援システムは，一種の教育支援システムとして有効である可能
題においても，エキスパートシステムにおける知識獲得のボトルネックを解消

性がある．今後は，教育支援という観点から，システムの機能の再検討や発展
しようとする試みを参考とすることができる．以下に考えられる方策を困難さ

形態の検討を行っていくことも必要であると考えられる．
の順に列挙する．真に実用的な推敲支援システムを構築するためには，これら

０

の方策についても開発，あるいは，基礎的な研究を継続していく必要がある．

︵ｊ

１

｜

推敲支援システム実用化へ向けた課題

ｉ

（１）専門家（テクニカルライタ）の持つ知識（推敲支援規則）の獲得を支援

本研究では．テクニカルライティング，作文技術におけるノウハウ．現実の
マニュアJﾚにおける表現上の問題点に対する独自の分析から，推敲支援システ

ムがサポートすべき基本的な推敲支援機能を表２．１に示したように柚出した．
これらの基本的な推敲支援機能は，マニュアルに代表される技術文章に共通し

するためのインタビュ支援ツール：例えば，ある文が不適切であるとの判断が
得られた場合，その言語構造を表示したり，類似する構造を待つ文をコーパス
から検索し，文のパターン化を支援するツールなどが考えられる．
（２）推敲支援規則の拡張・カスタマイズを支援するユーザインタフェース：

て有効な，最大公約数的な機能であると考えられる，
ダラフィカル画面上に表示された文の言語構造を直接操作することにより，対

しかしながら，推敲支援システムを実用に耐えるレベルとするためには，ど
応する推敲支援規則を生成するツールや，その実行テストを支援するための試

のようなタイプの文章をどのようなレベル・特性の読者を対象として作成する
験文を生成するツールなどが考えられる．

のかといった観点からチューンすることが不可欠であると考えられる．例えば，
（３）推敲支援規則の（半）自動学習：草稿テキストと専門家によって推敲さ

一ロにマニごLアルといっても，どのような装置に対するものか（例えば．家電
れたテキストの対応がとれたコーパスから推敲支援規則を学習するシステムで

製品なのか原子力プラントなのか），どのような性質のマニュアルなのか（例
ある．近年，機械翻訳の研究分野において一部活発に研究されている事例／用

えば，操作マニュアルなのかリファレンスマニュアルなのか），等によってタ
例に基づく翻訳システム［sato

92］，Esumita 90］と基本的な考え方は，同様である．

ーゲットとなるマニュアルの文章スタイルも異なってくると考えられる．
また，二言語コーパスを対象として，言語構造の対応付け（アライメント）を

このような目的に応じたシステムのチューンは，システムが持つ推敲支援規
行う技術の研究［宇律呂9司も推敲支援システム獲得の研究へ向けては参考となる

則を拡張・カスタマイズすることによって実現されるべきであるし，実際，本
だろう．

研究で提案したシステムの構成方式もその繍に沿って検討されたものである．
従ってこの問題は，ある目的，適用範囲が与えられた時に，それに応じた推
１０．４

より高度な推敲支援機能実現へ向けた研究課題

敲支援規則体系をいかに構築するのか，という点に帰着する．本研究で提案し
た推敲支援システムがエキスパートシステムシェルに相当するものと考えれば，

すでに述べてきたように，本論文で提案した技術・方式の多くは，文のレベ
ルでの推敲支援をターゲットとしたものである．今後の自然な研究展開の方向
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としては，まず文の範囲を超えて文脈を考慮することがあげられるだろう．ま

１０．５

まとめ

た本研究においては，どのような表現を推敲の対象とすべきかという点は，あ

本章では，まず，本研究によって達成された要素技術を整理し，それらが本
らかにめ適用対象を考慮した推敲支援規則という形で用意されることを前提と

研究の最大の課題である現実的な推敲支援システムの実現に果たす役割につい
していた，従って，良い文／文章とは何かという一一般的な視点には欠けている．

て論じた．また，それらの要素技術の推敲支援以外の応用への適用可能性につ
（１）文脈の考慮：文脈の考慮という観点は，さらに２つに分けることができ

いても考察し，特に，形態素解析に基づく接続構造解析が構文解析の前処理と
る．１つは，文脈を考慮した書換え候補の生成であり，もう１つは，文脈に関
ねるチェッ

して適用可能であること，不適正表現の検出技術が情報検索などに必要となる

ク機能の実現である．文脈を考慮した適切な書換え候補の生成は，

特定の表現パターンの効率的な検出に適用できる可能性があること，推敲過程

長文の分割や，文内の接続構造が大きく変化する（従文と主文が入れ替わる場

の管理機構におけるデータ間の依存関係に着目した整合性維持機構の考え方が，

合なと勺場合に特に必要となる．文脈に即した適切性は，語順や指示詞の適切
ｉ・︱

な使用などにも関わっている．一方，文脈に関わるチェック機能については，
隣接文間の結束性や修辞構造に基づく文章展開の適切性のチェック機能が当面
の研究対象となろうが，将来的には記述内容の一貫性や正当性のチェック機能
についても研究を進めていく必要がある．また，このために，いわゆる文脈解
析，テキスト構造解析の研究を継続していく必要がある．
（２）文／文章の評価：すでに述べたように，読みやすさ（可読性）という観
点から文／文章を評価する方法についての研究がいくつか存在するl建石881，【小
嶋871，1高橋9】］.また，これもすでに述べたように，「良い」文／文章を書くた
めのノウハウも作文技術として多く提案されているi本多761，f木下811.しかし
ながら，良い文／文章とは何かという問に対しては確固たる答の集合は存在し
ない．これは

［良さ］が個人や文章の使用される分野などに相対的であるこ

とも大きな要因であるが，基礎的な研究課題として，良い文／文章とは何かと
いう問題が未解決であるという点も大きいと思われる．文／文章の評価基準や
評価機構についての基礎的／学際的な研究が継続されるべきであろう．このよ

処理過程の進行につれて内部データが変化していくような場合に，効率的にそ
の過程を管理する機構に適用可能であることなどを論じた．
さらに，本論文で提案した構成方式に基づく推敲支援システムの実用化のた
めの課題としては，適用フィールドに応じた推敲支援規則の整備が重要である
ことを指摘し，推敲支援規則の記述，獲得，テストのためのツール等の整備が
必須であることを論じた．最後に，より高度な推敲支援機能の実現へ向けては，
適切な書換え候補の生成という観点からも，推敲支援の範囲を広げるという観
点からも，文脈の考慮が必須であることを指摘し，文脈解析，テキスト構造解
析の研究を継続していく必要性を強調した．また，基礎的な研究課題として，
良い文／文章とは何かという問題が未解決であることから，文／文章の評価機
構についての基礎的／学際的な研究が継続されるべきであることを述べた．
以上のように，現時点での自然言語処理技術を前提とした実用的な推敲支援
システム，また，将来の究極の推敲システムヘ向けて残された課題は多いが，
本論文で示した推敲支援システムの構成方式は，これらのシステムの基盤を与
えるものと確信する．

うな研究が進展すれば，文章生成の分野においても，推敲に基づく文章生成の
アプローチが大きな意味を持ってくると考えられる．
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