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場所参照表現タグ付きコーパスの構築と評価
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概要：ソーシャルメディア上からサンプリングした日本語テキストに中に現れる場所参照表現に対して座
標情報を含む具体的なエンティティ情報を付与したコーパスを試作した．その際，エンティティ辞書をど
のように構築するか，アノテーション付与の対象をどの範囲にするかなど，様々な設計上の選択を行うこ
とが必要であったため，この過程で行われた議論について述べる．また，ガイドラインの妥当性を検証す
るために複数人でアノテーションを行い，その結果浮かび上がった課題を整理し，実際に場所参照表現の
グラウンディングを行うためにはどのような技術的課題を解決しなければならないかを考察する．

1. はじめに

Social Networking) が生成している場合も多く，ユーザー
がその場所の状況を述べるために使われているとは限らな

東日本大震災以降の災害においては，SNS に投稿された

いという問題がある．そのため，災害における情報把握の

情報が救助の契機となる事例が報告されている．Twitter

ように，再現率が重視される課題では特に，ツイートに含

のような，ユーザーが自分自身が置かれている状況・目撃

まれる自然言語で表現された地理表現を適切に解析し，実

した状況を低コストで共有できる仕組みが整備され，自然

際の座標に対応付ける技術が必要になる [1]．ここまで述べ

文の形で多くの情報が集まっている．それに伴い，それら

たように，応用上の大きな要求があるにもかかわらず，日

の情報が「いつの (時間)・どこについての (場所)」情報で

本語において場所参照表現に対して適切なエンティティが

あるのかを解析し，必要とする人・組織がアクセスできる

付与されたコーパスは現在にいたるまで存在していない．

ように整理する技術の必要性が増している．

そこで本稿では，ソーシャルメディア上からサンプリン

本稿では，特に「場所」を表す表現について論じる．テ

グした日本語テキストに中に現れる場所参照表現に対して

キスト中の場所を参照する表現 (以下，場所参照表現と呼

座標情報を含む具体的なエンティティ情報を付与したコー

ぶ) を具体的な座標，もしくは領域に対応付ける (グラウ

パスを試作した結果を報告する (図 1)．その際，エンティ

ンディングする) ことが可能になれば，テキストを空間上

ティ辞書をどのように構築するか，アノテーション付与の

にマップすることが可能となる．たとえば，災害時におけ

対象をどの範囲にするかなど，様々な設計上の選択を行う

るツイートを地図上，さらには時間軸上にマップすること

ことが必要であったため，この過程で行われた議論につい

が可能になれば，災害の状況をより詳細に把握することが

て述べる．また，ガイドラインの妥当性を検証するために

可能となる [1]．この際，ツイートに付与された GPS の情

複数人でアノテーションを行い，その結果浮かび上がった

報が利用可能であるように思われるが，GPS 情報はユー

課題を整理する．最後に作成したコーパスの一部を分析し

ザーの端末の設定によって付与されるものであり，最近

て，実際に場所参照表現のグラウンディングを行うために

の研究においては GPS 情報が付与されたツイートの割合

はどのような技術的課題を解決しなければならないかを考

は 1 パーセントにも満たないという報告がある [2]．また，

察する．

位置情報付きツイートは，(Foursquare*1 やロケタッチ*2 の
ような) 位置情報に関する Web サービス (Location Based
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2. 関連研究
テキストに対して，位置情報を付与する研究は，与えら
れたテキスト全体に位置情報を付与することを目的とした
もの (Document Level GeoLocation) と，テキスト中に現
れる場所参照表現を解析し，それぞれの表現に位置情報を
付与するもの (Geoparsing, Toponym Resolution) に大別
される．
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カルな情報が乏しく，特に小さな粒度での地理情報やチェー
ンストアの個別店舗といったエンティティに関する情報が

Web上のデータから辞書を構築	

地名辞書	
宮城県	
  

北緯38.26	
  東経140.87	
  

殆ど存在しない．

施設名辞書	

宮城県白石市	
  
北緯38.00	
  東経140.62	
  

武家屋敷	
  

北緯38.00	
  東経140.62	
  

白石沢端バス停	
  

日本語におけるジオパーズの例として，北本らによる

GeoNLP[9] がある．しかしながら，性能を客観的に評価し

北緯38.00	
  東経140.62	
  

た例はなく，そのためのコーパスも存在していない．また，
後藤らは，対災害情報分析システムを構築するに当たり，
郵便番号辞書と Wikipedia を情報源とした地名辞書・場所
人手で対応を付与	

宮城県  ⽩白⽯石市，武家屋敷近くのバス停で
事故発⽣生．通⾏行行時は気をつけてください．

写真・図の出典:	
  Wikipedia,	
  Google	
  Map.	
  	
  Yahoo!	
  のロゴは米国Yahoo!	
  Inc.の登録商標	

図 1 本研究で構築するコーパスの概要

辞書を構築し，災害関連ツイートのインデックス化に利用
している [1]．しかしながら，質問応答システムとしての評
価が主であり，このモジュール単体での評価は明らかにさ
れていない．粟村らは，Wikipedia から収集した地名辞書
により，
「曖昧な地名」を含むツイートを収集し，位置情報
付きツイートを教師とした分類問題として地名の曖昧性解
消問題を解いている [10]．その際，同一ツイート内に出現

前者の研究における典型的な問題設定は，Wikipedia の

する他の地名との地理的な近接性，同一ユーザーの他のツ

記事に対して位置情報を付与する，というものである．こ

イートから得られる情報との時間的一貫性を用いることで

の問題設定に対して提案されている多くの手法は，テキス

より高い分類性能を達成している．しかしながら，実験に

ト全体を素性表現に変換し，教師あり学習で位置情報を推

おいては，曖昧な地名を含み，かつ位置情報が付与された

定するものが大半であり，例えばマイクロブログのメッ

ツイートのみを扱っているため，位置情報が付与されない

セージのような，短いテキストに対してはうまく働かない

大多数のツイートに対する性能は明らかではない．

ことが知られている [3]．この問題に対処するために，近

3. 取り扱うべき曖昧性の種類

年は，SNS 上のリンク情報などのメタデータを用いる手
法 [3] や，地表面に対するグリッド分割の方法を適応的に変

場所参照表現を地名・施設名辞書のエンティティにグラ

化させることで精度の向上を図る手法 [4] が提案されてい

ウンディングする処理は，どれほど大きな辞書を整備した

る ．対して，テキスト中に現れる場所参照表現を自動解析

としても，辞書に対する単純なマッチングでは達成されず，

し，位置情報を付与する研究として，Leidner らのもの [5]

文字列が指す対象の曖昧性を解決する必要がある．本稿で

が挙げられる．また，最近，Speriosu らにより Wikipedia

は，この曖昧性を以下のように整理する．

からの Indirect Supervision を用いた学習も提案されてい

クラスの曖昧性 ある文字列が，地名・施設名等の場所を

る [6]．テキスト中の地名に対して位置情報が付与された

表す表現であるか，また，そうである場合はどのサブ

コーパスとして，英語においては，Leidner らにより構築

クラス (県名・駅名・店舗名など) に当たるものか，に

された TR-CoNLL コーパスが評価に用いられている．こ

関する曖昧性

れは，CoNLL-2003 Named Entity Recognition 共通タス

エンティティの曖昧性 ある文字列が，エンティティ辞書

クで提供されたコーパスに含まれる地名表現に具体的な

(本稿では，地名・施設名辞書) のどのエンティティに

エンティティ情報を付与したものである．しかしながら，

あたるものか，に関する曖昧性

TR-CoNLL コーパスはアノテーション付与対象を「地名」

前者の曖昧性は，固有表現の種類に関する曖昧性であ

に限定しており，また，文書のドメインがニュース記事に

り，場所参照表現研究に関するいくつかの文献 [5], [11] で

限定されているため，我々の目的にそぐわない．

は， GEO/NON-GEO Ambiguity という名前で指摘され

場所参照表現に限らない一般の固有表現については，近

ている．一方，後者の曖昧性は GEO/GEO Ambiguity と

年， Entity Linking や Named Entity Disambiguation と

して知られている概念である．以下に，場所参照表現のグ

いったタスク名で，Wikipedia や Freebase のような大規模

ラウンディングにおいて，これらの曖昧性がどのように現

な知識ベースをターゲットインベントリとした研究が行わ

れるかを簡単に説明する．

れはじめた [7], [8]．しかしながら，地名，あるいは場所を
参照する固有表現については，エンティティがコンテキス
トに強く依存することが知られており，この曖昧性を解消
することは依然として困難な課題となっている [5], [6]．ま
た，Wikipedia や Freebase のような知識ベースには，ロー
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3.1 クラスの曖昧性
クラスの曖昧性の例として，以下のような文を考えて
みる．

(1) 大阪、川崎、新宿とかなり濃くてハードな３日間を
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すごしました。

(2) 川崎 戦、前半は 0-0 で終了。しかし東京はなかな
か高い位置でボールを奪えず、シュートも少ない前半
でした。

(3) 川崎 ちゃんとやっと来年のツアー相談。
(4) 川崎 から南武線に乗って立川まで行きました。

の例文の 川崎 という表現が地名であると確定したとして
も， 川崎 という地名は複数存在するため，この曖昧性を
解消したとはいえず，文書の理解のためには，この文字列
を適切なエンティティに紐付ける必要がある．
エンティティの曖昧性を解消するための問題設定として，

Entity Linking あるいは Named Entity Disambiguation と
いうタスクが提案されており，特に Web 上の知識を利用
した手法がいくつか提案されている [7], [8]．しかしなが

クラスの曖昧性とは，この文における 川崎 という表現

ら，これらの問題設定においては，Wikipedia にそのエン

が，どのような固有名詞クラスの概念を表しているか，と

ティティについて述べられた記事があったり，Freebase に

いう曖昧性を指している．(1) の 川崎 は神奈川県川崎市を

エンティティが存在するなど，エンティティに関する知識

指していると解釈することができ，その座標を付与すべき

が与えられていることを前提としているものが多く，エン

と考えられるが，(2) の例では，サッカークラブを指してお

ティティについての情報が殆ど利用可能でないこともある

り，地理的な座標にマッピングすることは適切でないよう

場所参照表現の曖昧性解消に容易に適用できるものではな

に思える．(3) の例では，川崎 は人名を指しており，地理

い．たとえば，自治体 (市区町村) レベルについてであれ

的な座標を付与することは明らかに適切でない．また，ク

ば Wikipedia から充分な情報が得られるかもしれないが，

ラスの曖昧性を解消することが，後述するエンティティの

ある大字 (市区町村より細かいレベルの地名)，もしくは

曖昧性を解くための重要な手がかりになる例も存在する．

チェーンストアの個別の店舗について述べられた記事が存

(4) の 川崎 は神奈川県川崎市という自治体ではなく，「川

在すると期待することは難しく，細かい粒度での解析の障

崎駅」というランドマークを指している．駅を指している

害となる．

ということが文脈から推定できれば，どのエンティティと

また，ここで述べたエンティティの曖昧性はソーシャル

対応づけるべきかに関する有効な手がかりとなるだろう．

メディアのテキストを解析する際に顕著に現れる．新聞記

このように，テキスト中の地理表現をグラウンディングす

事などのテキストで場所に対して言及する際は，読者が誤

るためには，周辺の文脈から表現のクラスを推定すること

解することの無いように詳細に言及することがほとんどで

が必要になる．また，逆に言えば，クラスに関するタグが

あるのに対し，ソーシャルメディアにおいては著者と読者

適切に設計され，付与されたデータが評価のためにも必要

の間で共通して持っている知識の存在を仮定し，その上で

となる．

場所に言及することが多い．たとえば，宮城県に居住して

これは，固有表現抽出と同様の問題であり，系列ラベリ

いるユーザーは，宮城県白石市を指し示す地名表現「白石」

ングなど，従来固有表現抽出で用いられてきた技術が利用

の前に「宮城県の」といった情報を必要としない．なぜな

可能であることが知られている．たとえば，佐々木らは辞

ら，
「白石」に対して最初に想起するのは佐賀県の白石町で

書情報を素性として追加した条件付き確率場を用いるこ

はなく，宮城県白石市だからである．この点において，テ

とで，ある程度の精度で抽出が可能であることを示してい

キストの解釈は筆者と読者の関係性をもとに成り立つもの

る [12]．

と言え，第三者が解釈を付与できるか否かには議論の余地

また，従来の形態論レベルの情報で着目されてこなかっ

があるが，今回は対象文のコンテキストから読み取れる範

た情報として，定性・不定性に関する問題がある．テキス

囲で曖昧性ができるだけ低くなるようにアノテーションを

トの著者が，特定のエンティティを想定しているか否かに

付与することとした．

関する情報であり，特定のエンティティに対応付けるのが
適切か否かを決定するために重要な問題となる．例えば，
次の２つの例は著者が具体的なエンティティを想定してお
らず，具体的な座標を対応付けるのは適切ではない．

(1) コンビニ のおでんあんまり食べたことない
(2) スタバ とかの 喫茶店 の女性店員ってほとんどが茶
髪ボブな気がする

4. コーパス設計
本節では，3 節の議論を元に，本研究で構築するコーパ
スのアノテーション仕様を定めるために行った議論につい
てまとめる．
日本語における既存の固有表現タグ付きコーパス (IREX
ワークショップ実行委員会によって公開されているコーパ
ス [13]，拡張固有表現タグ付きコーパス [14]) では，固有表
現のクラス，および文字列の範囲はアノテートされている

3.2 エンティティの曖昧性
しかしながら，ここまでの議論ではエンティティの曖昧
性については充分な検討がなされていない．たとえば，先
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ものの，それぞれの固有表現が実際にどのようなエンティ
ティを指しているのかに関する情報は付与されていない．
我々の目的は，これらの文字列に具体的なエンティティを
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表 2

大阪、川崎、新宿とかなり濃くてハードな３日間
をすごしました。	

辞書のサイズ

辞書種別

情報源

県・市区町村名・大字

街区レベル位置参照情報

ランドマーク

Yahoo!ロコ

エントリ数

147774
4989652

Men$on	
  Detec$on	
[[大阪	
  TYPE=地名]]、[[川崎 TYPE=地名]]、[[新宿 TYPE=地
名]]とかなり濃くてハードな３日間をすごしました。	

En$ty	
  Resolu$on	
[[大阪	
  TYPE=地名,	
  EN=大阪府大阪市]]、[[川崎 TYPE=地名,	
  EN=
神奈川県川崎市]]、[[新宿 TYPE=地名,	
  EN=東京都新宿区]]とか
なり濃くてハードな３日間をすごしました。	

マーク (施設) 名・道路名・鉄道路線名*4 にアノテーション
を付与する．具体的な定義は関根の固有表現階層 7.1*5 [15]
を参考に，地名としては，
「地名/GPE(政府を持つ地域・市
区町村名等)」およびそのサブクラス，ランドマーク名とし
ては，
「施設名/GOE(組織名としての属性を持つ施設)」を
ベースに検討を行った．
今回用意したタグセットの一覧を表 1 に示す．具体例に

図 2

アノテーションの流れ

いくつかのエンティティを挙げているが，これらのクラス
は文脈によって異なりえることに注意されたい．

4.2 地名・施設名辞書
各種オープンデータ，および Web 上のデータベースを

対応付けることである．今回のアノテーションタスクは，
表現の文字列上の範囲を決める問題，表現のクラスを定め

用いて整備を行った．辞書の情報源およびエントリ数サイ

る問題，表現が指すエンティティに対応付ける問題といっ

ズを 表 2 に示す．このうち，Yahoo!ロコのデータベース

たいくつかの問題に分解することが可能である．本研究で

については，3 文字以下のエントリや，極度に曖昧性の高

は Entity Linking(TAC KBP) における正解データ作成時

いエントリを予め除いてある．

*3

のアノテーションガイドライン

および拡張固有表現タグ

付きコーパス [14], [15] を参考にして，以下のような要件を

4.3 コーパスアノテーションのためのツール
効率的にアノテーションを行うために考慮すべき点とし

満たすよう検討を行った．

• 将来クラウドソーシングなどを利用することを検討す

て，アノテーション対象のテキストのサンプリング方法，

るため，工程を分解することにより，一つ一つの工程

タグセット以外にも，アノテーション付与者が効率的にア

を単純化する

ノテートするためのシステム作りが挙げられる．アノテー

• 工程ごとでのエラーの要因を確認しやすくする

ト時のワークフローは固有表現のアノテートに類似してい

その結果，コーパス作成作業の流れは図 2 に示すような

るが，グラウンディング可能な表現に対しては，地名・施設

ものとなった．作業者は以下の二つのタスクを行う．

名辞書のどのエンティティにあたるかを付与する必要があ

(1) Mention Detection(言及検出) 作業者はツイート

り，地名・施設名辞書とのインタラクションは必須である．
図 3 に，アノテーション付与ツールの画面サンプルを掲

を読み，そこから地名，組織名，ランドマーク名など，
予め定義されたクラスに該当する表現 (固有名詞/普通

載する．Web アプリケーションとして動作し，複数人で同

名詞およびその連続) にタグを付与する．

時作業が可能になっている．今回収集した住所録はサイズ

(2) Entity Resolution(エンティティ解決) そののち，

が大きいため，アノテーション付与者が効率的にエンティ

タグが付与された文字列に対して，地名・施設名辞書

ティを検索できるようにすることを目的として，全文検索

からエンティティを検索し，具体的なエンティティに

のためのミドルウェアである ElasticSearch*6 に地名・施設

対応付けを行う．この際，エンティティは複数でも構

名辞書をインデックスさせ，対話できるようにした．また，

わない．地名・施設名辞書を検索した結果，適切なエ

マウスを用いて文字列選択が可能にするなどの UI 上の工

ンティティを見つけることができなかった場合は，具

夫を行い，効率的なアノテーション付与に努めた．

体的なエンティティを対応付けずに備考にエンティ
ティが見つからなかったという注釈を付与する．

4.4 留意点
パイロットとして 200 件のツイートを著者のうち 2 名

4.1 アノテーション付与対象

*4

テキスト上に出現するすべての地名・組織名・ランド
*3

http://nlp.cs.rpi.edu/kbp/2014/elquery.pdf

c 2015 Information Processing Society of Japan

道路名・鉄道路線名は今回は評価の対象とはしていないが，今後
エンティティを付与する予定である．

*5

https://sites.google.com/site/extendednamedentityhierarchy/

*6

http://www.elasticsearch.org/
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表 1

今回アノテーションに用いたタグセット

タグ

具体例

説明

エンティティに対応付けるか

LOC(地名)

埼玉県 仙台市 神保町

都道府県，市区町村，大字などの

◯

行政区域

FAC(施設名)

仙台駅 九州大学 ファミリーマート

具体的な場所を持った施設

◯

RAIL(鉄道路線名)

京浜東北線 田園都市線

具体的な路線名称

今後対応付ける予定

ROAD(道路名)

4 号線 東北道

具体的な道路名称

今後対応付ける予定

ORG(組織名)

政府 情報処理学会 火山学会

場所として言及されていない複

対応付けない

数の人間からなる組織の名前

GEN(総称表現)

病院 コンビニ

施設名のうち総称的に述べられ

対応付けない

ている表現

FIC(架空の地名)

洞窟 おとぎの国

現実世界に存在しないが，仮想的

対応付けない

な場所の概念を表している表現

AMB(クラスが曖昧)

クラスが上記のものに当てはま

対応付けない

らないが，地名・施設名である可
能性を否定できない場合

ツイート表示	

データベース検索	

③NEのラベルを付与	

①マウスで文字列を選択	
②DBからエンティティを検索	

図 3

アノテーション補助ツールの画面例

で独立にアノテートしたところ，以下のような問題がアノ

紙面の都合で省略するが，実際のコーパスにはエンティ

テーションの一貫性を保つ障害になりうることが分かっ

ティの緯度・経度に関する情報，エンティティが属する地

た．これらの問題において望ましいアノテーション体系は

域やエンティティが属する固有名詞クラスに関する情報が

アプリケーション依存になることが考えられたため，応用

付与されている．

タスクとして，地域災害における状況把握，ユーザーとし

4.4.1 場所であることは確実だが地名・施設名辞書に存

て県庁レベルの役所を想定し，どのような位置情報が抽出
されることが望まれているか，というシナリオのもとで，
アノテーションの基準を明確化することを試みた．

在しない場合/海外の地名である場合
今回用意した地名辞書は，日本国内の地名のみを対象と
しているため，例えば，
「アメリカ」
，
「ボストン」など，海

以下では幾つかの例を示しながら今回のアノテーション

外の地名が出現した場合，備考に海外の地名だということ

における取り扱いをまとめる．簡単のため例では，「文字

を記載し，エンティティは対応付けずに [LOC(地名)] タグ

列”仙台”に付与されたタグが [FAC(施設名)] であり，実際

を付与する．

に付与されたエンティティが [仙台駅] である」ということ
を以下のように略記する．

(1) [仙台

FAC/仙台駅]

から新幹線に乗る．

c 2015 Information Processing Society of Japan

(1) の例のように，地名・施設名辞書から適切なエンティ
ティを見つけられない場合も存在する．主に，「習志野」
「東三河」のような複数市町村にわたる広域地名や，市町
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村合併前に使われていた地域名，一つの座標に対応付ける

4.4.4 省略された表現の取り扱い

ことが難しい河川名や観光地名などがこれにあたる．辞

ソーシャルメディア上のテキストは省略が大量に発生す

書のカバレッジについては今後評価しなければならない

る．今回のアノテーションにおいては，ツイートの著者が

が，今回はエンティティを付与せず [FAC(施設名)] もしく

どのエンティティを想定しているかを推測し，地名・施設

は [LOC(地名)] タグを付与する．別途ウェブ検索を行い，

名辞書に存在する場合はそのエンティティを付与する．ま

該当する場所を明確に表すウェブサイト（Wikipedia の記

た，テキスト中には，
「同県」
「駅」
「そこ」といった，共参

事や施設の公式サイトなど) が存在する場合は，備考にそ

照や照応の関係を解決することでエンティティの対応付け

の旨記載することとした．

が可能になる表現も存在するが，今回は代名詞はアノテー

(2) の例は，特定の場所を指していることは確実であるの
だが，文脈からエンティティの解決が人間にも不可能な例
である．候補が地名・施設名辞書中のいくつかのエントリ
に絞られる場合は複数選択でアノテーションを行うが，そ
うでない場合は「特定不可能」であることを備考欄に記載
し，[FAC(施設名)] もしくは [LOC(地名)] を付与する．た
だし，
「コンビニ」
「学校」といった固有でない表現の場合
も，(3) の場合のように文脈・Twitter のプロフィールから
エンティティが定まる場合は付与する．

(1) 連休を使って [蔵王山

LOC/NULL

]

FAC/NULL

(NOTE=特定不可能)

行く気ま

(2) 渋谷の [ハンズ

FAC/東急ハンズ 渋谷店]

にはもう行か

ない！

4.4.5 イベント表現の取り扱い
現がある一時的なイベントによって成立している場合は，

マークの場所を付与する．
FAC/東北大学青葉山キャンパス 仙台市青葉区]

つ

(プロフィールに東北大工学部の学生であることを記載している場合)

4.4.2 接尾辞を含む表現の取り扱い
の場所表現との関係性を表す接尾語で修飾されている表現
はその語基のみをマークすることとした．ただし，都道府
県名，市区町村名，駅名などはまとめてアノテートする．
LOC/県 栃木県]

LOC/県 群馬県]

北部や [栃木

(1) 今朝方，[暴風域

LOC/県 栃木県][群

から抜けたらしい．

(2) やっぱり心から BUMP OF CHICKEN が大好きだ
と思った。[東京ドーム

FAC/東京ドーム 東京都文京区]

行

4.4.6 総称表現の取り扱い
3.1 で述べたように，表現の定性・不定性に関する問題に
も対処することが必要であった．著者が具体的なエンティ
ティを想定しておらず，施設が総称的に触れられている場
合は [GEN(総称表現)] タグを付与すこととした．

県境の浅い震源も引き続き気になっ

(1) [コンビニ

ています。

(2) 村井 [宮城県

付与しない]

けて本当によかったな。

「宮城福島県境」
「金華山南方」
「福島沖」といった，他

馬

FAC/東京ドーム 東京都文京区]

んまんだった今日、チケ確保ならず

のランドマークを用いて言及している場合は，そのランド

] つき

きまぁす……

(1) [栃木

(1) SMAP[東京 D

今回はタグを付与しない．逆に，イベントについて，特定

まぁす……

(3) いま [学校

こととした．

特定の地点に言及していることは確かであるが，その表
(NOTE=辞書に存在しない)

に行ってきました！

(2) いま [学校

ションの対象外，それ以外はアノテーションの対象とする

LOC/県 宮城県]

知事が記者会見した．

(2) [スタバ

GEN]

GEN]

のおでんあんまり食べたことない

とかの喫茶店の女性店員ってほとん

どが茶髪ボブな気がする

(3) [仙台駅

FAC/駅 仙台駅]

FAC/駅 東京駅]

から新幹線に乗って [東京

4.4.7 表現のクラスが曖昧場合の対応

まで行きます．

また，地名・施設名であるのか，他のクラスであるのか

4.4.3 組織名と施設名の区分
組織名と施設名の境界は必ずしも明確ではない．我々
は，文脈から著者が「場所としての側面」に着目している
と判断できる場合は [FAC(施設名)] としてアノテーション

の推定が困難な例も存在する．その場合はクラスが曖昧で
あることを示す AMB タグを付与する．

(1) [宮城峡

AMB]

好き。[余市

AMB]

より好き。

を付与し，エンティティに対応付ける．そうでない場合は，

4.5 アノテーション対象データのフィルタリング

[ORG(組織名)] を付与する．
(1) [川崎

ORG]

× [清水

(2) これから [復興庁

ORG]

の中継はじまた

FAC/東京都港区赤坂]

ます！

c 2015 Information Processing Society of Japan

に行ってき

完全にランダムでサンプリングを行うと，地名に類する
表現はほとんど存在せず，充分な数のアノテーションを付
与することができない．そのため，事前に場所参照を含ん
でいる可能性が高いか否かをルールでフィルタリングする
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といった対策が必要であると考えた．
もう一つの事前の知見として，ツイートの場合は新聞記
事とは異なり，ツイートの著者とアノテーション付与者に
土地勘，とも呼ぶべき共通の知識が必要であることが想定
された．この「共通の知識」の定義は今後の課題であるが，

表3

各サブコーパスに付与されたタグの総数．括弧内は内数で，辞
書に目的とするエンティティが存在しなかったためエンティ
ティを付与できなかった表現の数，文脈からエンティティを解
決することができなかったためエンティティを付与できなかっ
た表現の数，一つ以上のエンティティが付与できた表現の数を

本稿ではツイート著者と読者が同一県に在住しているこ

それぞれ表す．
タグが付与された表現数

とで共有されうる知識，と仮に定めておく．この知識を具

LOC(地名)

体的に書き下すことは困難であるが，この知識を前提とし

FAC(施設名)

ており，かつアノテーションに適さないツイートを事前に
フィルターすることは，作業者の居住地の市区町村名を含

フィルタード

ランダム

977 (68/8/901)

36 (7/0/29)

356 (51/19/286)

88 (2/54/32)

RAIL(路線名)

61

2

ROAD(道路名)

7

1

208

38

32

9

ORG(組織名)

むツイートのみを対象とする手続きで近似的に可能になる

GEN(総称表現)

と考えた．そのため，以下のような条件でツイートのフィ

FIC(架空の地名)

ルタリングを行い，その結果抽出されたデータをアノテー

AMB(クラスが曖昧)

ション対象のデータとした．

ツイート数

( 1 ) まず，日本全国の市区町村を対象とした地名辞書に含

総文字数

3

1

18

6

1000

1000

69806

32508

まれる文字列が複数回現れるツイートをフィルタリン
グする（一次フィルタリング）

( 2 ) この上で，アノテーション付与者の在住県に含まれる
市区町村名を最低一個含むツイートをフィルタリング
する．

たい．
本稿で報告するコーパスは，アノテーションガイドライ

しかしながら，このルールはあくまでも経験則に則った

ンの検討を深めるためのもの，という位置づけであり，具

アドホックなものであり，抽出される場所参照表現にバイ

体的な解析器の評価や機械学習の訓練データとして利用可

アスを生じている可能性が残されている．また，エンティ

能なサイズのコーパス構築は今後の課題である．

ティの分布についても適切で定量的な議論が出来なくなる
可能性がある．あくまで方法論の議論のためのコーパスを

5.1 エンティティの分布

作成するためのフィルタリングルールであるため，本格的

今回作成したコーパスにおけるタグの分布を 表 3 に示

なアノテーションはランダムサンプリングしたツイートに

す．フィルタードサブコーパスにおいては，地名・施設名

対して行うべきだと考えている．

合計で 1333 個の「具体的な場所に結びつけるべき」表現に
対してアノテーションを付与した．ランダムサンプリング

5. コーパスに対するアノテーション
前節で述べたアノテーション補助システムを用いて，

サブコーパスにおいては，124 個の表現に対してアノテー
ションを付与した．

2014 年のデータからランダムに選択した 1000 ツイート

次に，辞書のカバレッジに対する評価のため，[地名

(以下，ランダムサンプリングサブコーパス)，4.5 節 で述

(LOC)], [施設名 (FAC)] が付与された事例のうち，実際に

べた方法でフィルタリングした 1000 ツイート (以下，フィ

地名・施設名辞書内のエンティティが付与された表現数

ルタードサブコーパス) に 2 名の作業者がアノテーション

を計算したところ，付与された 1457 個のタグのうち 1248

作業を行った．本節では，それぞれのサブコーパスに対す

個 (85.6%) であった．内訳は，フィルタードサブコーパス

るアノテーション付与結果について述べる．

の地名においては 901 個 (92.2%) 施設名においては，286

アノテーション対象となる表現の密度の違いにより，フィ

個 (80.3%) であった．ランダムサンプリングサブコーパス

ルタードサブコーパスとランダムサンプリングサブコーパ

の地名においては 29 個 (80.6%), 施設名においては 32 個

スでは，アノテーションにかかる時間が大きく異なる．今

(36.4%) という結果であった．エンティティが付与できな

回の試行では，フィルタードサブコーパスにおいては，1

かった事例を人手で分析したところ，以下のような知見が

時間あたり 80〜100 ツイート程度，ランダムサンプリング

得られた：

サブコーパスにおいては，1 時間あたり 200〜250 ツイート

地名 主に海外の地名，
「紀伊半島」
「東三河」などの広域

の作業時間が必要であった．ただし，今回は「組織名」な

地名，「蔵王山」などの観光地名が辞書に存在しない

どの座標が付与される必要の無い文字列に対してもタグを

ことが問題になっていた．

付与している．これらへのアノテーションを省略すること

施設名 エンティティの付与に失敗した例には，
「家」
「マッ

で，アノテーターの負荷軽減や作業時間の短縮が見込める

ク」「職場」といった曖昧性が極度に高く，著者のコ

と考えている．今後，ワークフローの最適化を進めていき

ンテキストに依存する語が多く，
「第三者の立場では，

c 2015 Information Processing Society of Japan
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また，今回施設名辞書を構築する際に用いた Web デー
タは，元々は電話帳を底本としているため，公園名，
高速道路のインターチェンジ名などの電話番号が付与

Frequency

能」であることが大きな要因であることが分かった．

100

150

文脈を考慮してもエンティティを定めることが不可

されないエンティティ，最近開店したと思われる店舗
50

名などが辞書から漏れていた．

5.2 アノテーションの品質:Mention Detection
0

アノテーター間の一致度合いを元にアノテーション仕
様の考察を行うため，フィルタードサブコーパスのうち，
0

ランダムに選択した 200 ツイートに対して，著者のうち 2

20000

40000

60000

Absolute Error Distance (m)

名で独立にアノテーションを行った．本節では，言及検出

(Mention Detetion) の品質について述べる．
まず，二名の作業者それぞれによって付与されたアノ
テーションを文字単位で IOB2 コーディングに変換を行

図4

フィルタードサブコーパス 200 ツイートから抽出したエンティ
ティ 243 件における絶対誤差距離のヒストグラム

い，一方のアノテーション結果を正解として，他方のアノ
テーションの精度，再現率，F 値を測定した．結果を 表 4
に示す．2 名のアノテーションを文字単位で比較した場
周辺、西中島南方周辺、

合の Cohen’s Kappa は 0.892 であった．また，2 名ともに

B:FAC/淡路駅 (大阪市東淀川区)]

O タグを付与した (エンティティを指しているというアノ

新大阪周辺でバイト見つけたいよね、

テーションを行わなかった) 文字を除いて計算した Cohen’s

Kappa は 0.785 であった．表 4 よりわかるように，頻度の
大きなタグ (人名，地名，施設名，組織名) に対するタグ付
与は多くの場合 8 割を超える品質で一致していることがわ
かる．しかし，組織名と施設名については若干低い．4.4.3

(2) (誤差 68.9km) 原木シイタケのホダ木処分対象地
域ってことは、まずは [福島
B:LOC/福島県福島市]

A:FAC/福島第一原子力発電所

の事故で風評被害じゃないんだよ。

作業者にヒアリングをしたところ，(1) の例においては，

で述べた通り，今回のアノテーションにおいては該当する

作業者 A はそれぞれの地名を字義通りに解釈し，いずれも

文字列に対する著者の認識（具体的な場所を意識してい

関西の地名であることを確認したのち，ポピュラリティが

るか）に関する判断を行うという仕様になっており，アノ

高い淡路市を付与したが，作業者 B は，それぞれの地名表

テーションが難しくなっている可能性がある．

現が実際にはある一帯の駅を指しているということに気づ
いたので，
「淡路」という文字列が大阪市の駅だという推論

5.3 アノテーションの品質:Entity Resolution

を行ったということであった．(2) の例においても，ここ

次に，エンティティ付与の品質について述べる．アノ

で述べられている「福島」という文字列が暗に原子力発電

テーター双方が 2 名とも地名・施設名辞書中のエンティティ

所を指しているということを指摘するためには，シイタケ

情報を付与できた文字列は 243 件であった．本節では，こ

の原木に影響のある事故 (福島第一原子力発電所における

れら 243 件のエンティティについて，誤差距離を用いた議

事故) があり，それによる風評被害がある，という事前知

論を行う．アノテーター間の誤差距離の平均は 1648 メー

識が必要である．作業者にどの程度の推論や事前知識を要

トルであり，最大値は 72101 メートル，中央値は 0 メート

求するかは今後も継続して議論していきたい．

ルであった．誤差距離のヒストグラムを 図 4 に示す．
図 4 からわかる通り，これらのエンティティについては

5.4 曖昧性解消に必要な知識の整理

非常に一致度が高いことがわかる．243 件中 199 件 (81.9%)

先に述べたように，場所参照表現の曖昧性解消は複雑な

の事例は誤差がゼロ，つまり全く同じエンティティを付

推論が必要で人手でも判定が揺れる事例もあるものの，そ

与することが出来ていた．以下に，誤差の大きかったエン

うでない簡単な手がかりによって実現されうる事例も存在

ティティのアノテーションを例示する．作業者の文脈解釈

する．前述した 2 名でアノテーションを行ったフィルター

に揺れが生じ，そのためエンティティの付与結果が異なっ

ドサブコーパス中の 200 件のツイートに含まれるエンティ

ていることがわかる．

ティについて，曖昧性解消のためにどのような知識が必要
であるかを人手で判定し，その分布を調査した．人手判定

(1) (誤差 70.8km) 江坂周辺、[淡路

A:LOC/兵庫県淡路市
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表 4

フィルタードサブコーパスからランダムに選択した 200 ツイートを対象に測定したアノ
テーター間のタグの一致率
タグ

LOC(地名)

精度

再現率

Fβ=1

90.16% (174/193)

96.67% (174/180)

93.30

FAC(施設名)

84.09% ( 74/ 88)

72.55% ( 74/102)

77.89

RAIL(路線名)

100.00% ( 9/ 9)

56.25% ( 9/ 16)

72.00

ROAD(道路名)

66.67% ( 2/ 3)

40.00% ( 2/ 5)

50.00

84.75% ( 50/ 59)

81.97% ( 50/ 61)

83.33

ORG(組織名)
GEN(総称表現)

50.00% ( 4/ 8)

57.14% ( 4/ 7)

53.33

AMB(クラスが曖昧)

16.67% ( 1/ 6)

100.00% ( 1/ 1)

28.57

0.00% ( 0/ 1)

0.00% ( 0/ 0)

0.00

86.01% (504/586)

88.11% (504/572)

87.05

FICTION(架空の地名)
Overall

その境界は既知であるとして，その上でどのような知識を

ティに対応付けを行うというタスクを解くために，テキス

用いれば曖昧性の解消が可能になるかを調査の焦点とし

ト中のそれらの表現に対して座標情報を含む具体的なエン

た．調査結果を 表 5 に示す．この結果から以下のような

ティティ情報を付与したコーパスを試作した．

ことが言える：

本タスクは，辞書からエンティティを探し出すことが主

(1) 地名においても施設名においても，テキストに現れ

な問題であるにも関わらず，辞書を拡充するだけでは解く

た表層から唯一のエンティティに定まった例は 1 割〜2 割

ことができず，文脈から文字列がどのようなクラスである

程度であり，残りの事例については何らかの曖昧性解消が

かを推定し，場合によっては世界知識を用いた推論を経て

必要であることが分かった．

曖昧性の解消を行うことが必要になる．また，その際，略

(2) 地名においては，7 割程度のエンティティが，候補

語と正式名の対応付け，共参照の解決といった既存の研究

中で最も人気度 (地名の場合は単に人口を用いることが可

課題の成果も必要になるだろう．今回の作業および分析で

能である) の高いエンティティに結びついており，そのほ

明らかになった事実を箇条書きの形で示す：

とんどはより大きい単位の行政区域 (市区町村等) に結び

• 地名・施設名辞書のカバレッジに起因する問題，文脈

つけることで曖昧性解消が可能であった．施設名に対して

からエンティティが解決できない問題により，エン

も，(例えば Foursquare のチェックイン数などを用いた)

ティティの対応付けが不可能なエンティティが 1〜2

ポピュラリティの定義は可能であり，これらの利用につい

割程度ある．どのようなエンティティが辞書から漏れ

ても検討していきたい

ているのか更なる調査が必要である

(3) 地名においても，施設名においても，曖昧性がある表

• 場所参照表現のグラウンディング問題は辞書を拡充し

現の 1 割程度は，近隣の表現に対応づくエンティティの情

たとしても解決されるものではなく，文脈に応じた文

報を用いることによってエンティティの解決が可能である．

字列のクラス推定が必須である

たとえば，可能な解釈の中で最も近隣の表現との地理的な

• 実際のテキストにおいては別表記・省略形で表記され

距離が近いエンティティに対応付ける，といったヒューリ

ることも多いため，省略の復元や，省略に対応したテ

スティクスが有効そうである

キストマッチなどが必要である

(4) 施設名においては，現状の施設名・場所名という粒

• 現実的なベースラインとしては，エンティティのポ

度より細かいクラス (駅名・店舗名等) が付与されることで

ピュラリティを用いたものが適当であろう．しかしな

エンティティの解決が可能な事例が 3 割程度あった

がら，地名であるか施設であるかによってポピュラリ

(5)SNS 上のテキストであるので，省略や別表記への対
処を行なわなければならない事例が 1 割程度あった．施設
名においてはそれが顕著に現れ，3 割程度の事例で何らか
の対処を行わなければならない．

(6)1 割程度の事例はより高度な推論が必要であることが

ティの定義は異なるので，これらを統合的に用いる方
法は更なる検討が必要である

• 地理的近接性は手がかりの一つとして有効ではある
が，それだけで解ける事例は数が限られるため，他の
手がかりと複合的に用いる必要がある

分かった．施設名の場合は特に，読み手と書き手に共通す

今後，1 万ツイートを目標として，ツイートを対象とした

る知識をもとにした言及がなされることが多く，機械的な

ランダムサンプリングサブコーパスの拡充を進め，BCCWJ

曖昧性解消が難しい事例が増える．

コアデータのようなバランスドコーパスに対するアノテー

6. まとめ
テキスト中から場所を参照する表現を抽出し，エンティ

c 2015 Information Processing Society of Japan

ション付与も進めていきたいと考えている．
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表 5
手がかり

フィルタードサブコーパスからサンプリングした 200 ツイートに出現した 250 エンティ
ティに対して，曖昧性解消に必要な要因を複数選択で人手判定した結果
該当数 (地名)
該当数 (施設名)

(1) 表層にマッチするエンティティが一つしか存在せず，曖昧性

合計

20(11.3%)

13(17.8%)

39(15.6%)

126(71.2%)

0(0.0%)

126(50.4%)

20(11.3%)

7(9.6%)

27(10.6%)

0(0.0%)

21(28.8%)

21(8.4%)

3(1.7%)

21(28.8%)

24(9.6%)

10(5.7%)

17(23.3%)

27(10.8%)

1(0.5%)

4(5.5%)

5(2.0%)

は存在しない

(2) 表層にマッチするエンティティのうち，もっとも人口が多い
エンティティである

(3) 近隣に出現する地名表現が指し示す場所によって決定される
(4) 地名・施設名よりさらに細分化された固有表現に関する情報
が必要である

(5) 辞書上の情報と別の表記・略表記がなされており，原語の推
定が必要である

(6) 世界知識を用いた推論が必要である
(7) 共参照関係にある表現が指すエンティティによって決定され
る

文部科学省受託研究「実社会ビッグデータ利活用のための
データ統合・解析技術の研究開発」から部分的な支援を受
けて行われた．
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