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日本語文生成支援システムの構築
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2 日本語文生成支援システムの開発

はじめに

外国語の学習において共起表現を学ぶことは重要であ
る。そこで、適切な共起表現を得るための共起語検索シ
ステムや、共起語・共起頻度を利用した教育支援システ
ムがいくつか提案されている。
共起語を検索するシステムとして、Sketch Engine[4]
や NINJAL-LWP for BCCWJ[2] が提案されている。こ
れらのシステムでは、ある語がどのような文脈で使用さ
れているのかを調べたり、コーパス内でどのような語と
共起しているかを検索できる。しかし、以上に挙げたシ
ステムは主に言語研究に用いることを想定しており、外
国語学習に対して有用なシステムであるとは言い難い。
さらに、
「名詞 (S) が動詞 (V)」のような 2 単語共起まで
しか扱えない。
外国語学習者、特に日本語学習者を対象としたシステ
ムとしては、「なつめ」[1] が挙げられる。「なつめ」は、
日本語による作文支援を目的としたシステムであり、学
習者は、データベース中のジャンル別共起表示を参照
することで適切な共起表現を産出・使用することができ
る。しかし、2 単語共起までしか扱えないという先行研
究の問題点は解決されていない。より正確で柔軟な日本
語表現を学習者に提供するためには、2 単語共起だけで
なく、「名詞 (S) が名詞 (O) を動詞 (V)」のような 3 単
語共起を扱えるシステムが必要であると考えられる。ま
た、先行研究のような、単純な共起頻度のみに基づいた
システムでは、コーパス中にない共起関係は共起しない
ものとして扱われてしまう。しかし、分析対象としてい
るコーパスの中では単語 wi と単語 w j が共起しなかっ
ただけで、別のコーパス中において単語 wi と単語 w j が
共起する可能性は十分にあり、単語 wi と単語 w j の共
起確率が 0 であるわけではない。
これらの先行研究の問題点を解決するため、本研究で
は、言語統計解析 (Naive Bayes Clustering[3]) に基づく
文生成モデルを応用した、3 単語共起まで扱える日本語
文生成支援システムを構築し、その有用性を評価する。

Construction of Japanese Sentences Generation Support System
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Sentence Generation System
順序 主語（名詞）

⽬目的語（名詞）

述語（動詞）

動詞グループ

出⼒力力数

1

⽗父

役割

果たす

守る

0.1260

2

⽗父

責任

果たす

守る

0.0168

3

⽗父

義務

果たす

守る

0.0058

4

⽗父

責務

果たす

守る

0.0020

5

⽗父

仲介役

果たす

守る

0.0016

6

⽗父

貢献

果たす

守る

0.0012

7

⽗父

上場

果たす

守る

0.0010

8

⽗父

任務

果たす

守る

0.0009

動詞の検索索

9

⽗父

けん引役

果たす

守る

0.0008

出⼒力力数

10

⽗父

⽬目的

果たす

守る

0.0007

主語（名詞）

⽗父
⽬目的語（名詞）

述語（動詞グループ）

選択してください
述語（動詞）

選択してください

10
検索索

図 1 提案システムの画面（結果の出力時）

提案システムの画面を図 1 に示す。システムは、主語
（名詞）、目的語（名詞）、結果出力数の入力フィールド、
述語（動詞グループ）と述語（動詞）のセレクタによって
構成されている。ユーザーが、例えば主語（名詞）とし
て「父」
、述語（動詞）として「果たす」を入力し、目的語
（名詞）を入力しなかった場合、システムは、ふさわしい
と考えられる目的語（名詞）として「役割」、「責任」等
を、文生成モデルによって計算されたそれぞれのふさわ
しさの値と共に降順に出力する。提案システムで用いて
いる文生成モデルは、白水らによって構築された、言語
統計解析に基づく文生成の一般化計算モデルである [5]。
3 単語共起を扱える文生成モデルは白水らによって 3 種
類構築されているが、提案システムでは、心理実験にお
ける評定平均値との順位相関係数が有意に高く、人間の
文生成メカニズムをよりよく表現していると考えられる
ネットワークモデル 2 をエンジンとした。
また、システムには動詞検索機能を実装した。これは、
用いたい動詞がどの動詞グループに含まれているか、す
ぐに見つけられるようにするためである。動詞検索機能
では、検索対象の動詞がデータベース中に存在するか
どうか、存在すれば、検索条件に合致した動詞と動詞グ
ループがリストとして出力される。検索には N-gram を
用いている（N=入力された単語の文字数）。
利用対象としては、例文を調べたい初級者から、動詞
の使い分けに迷うレベルの上級者までを幅広く想定して
いる。
提案システムは、Web アプリケーションとして実装
した。このため、インターネット・ブラウザさえインス
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表1

評価アンケートの結果 (N = 20)

質問事項

評定平均値

4.10
4.55
4.80
4.35
4.25
4.60
5.20

日本語文生成システムの結果には、不要な情報が少ないと感じる
日本語文生成システムの結果から、

欲しいと思う情報が効率よく得られる

日本語文生成システムは、普段使用している他のシステムと比べて正確である
日本語文生成システムは、普段使用している他のシステムと比べて斬新である
日本語文生成システムの結果によって、創造的な文章作成が促される
日本語を学習する上で、今後も日本語文生成支援システムを使っていきたい
日本語を学習するにあたって日本語文生成支援システムは有用である
∗p

トールされていれば、PC だけでなく、スマートフォン
やタブレット端末からの利用も可能である。携帯端末が
普及しつつある現在において、どのデバイスからでも利
用できる点は大きな長所である。

3

システムの評価実験

作文課題を通してシステムを利用してもらい、課題実
施後のアンケート調査を通して提案システムの有用性を
評価した。
3.1 方法
システムを利用する実際の環境を想定して、提示され
たイラストに描かれている動作や情景を描出する課題を
実施した。課題は全 10 問から成る。内 8 問は描出に用
いる動詞を指定し、2 問は動詞を指定せず自由に描出し
てもらった。また、課題毎に少なくとも 2 文を記述して
もらった。この際、システムによる制約を避けるため、
システムはあくまで参考として用いるよう教示した。実
験参加者は中国・清華大学在学中の外国人日本語学習者
20 名。中国での実験環境に合わせて、システムの説明書
きやエラー出力などは全て中国語に翻訳した。実験終了
後に、日本語学習歴や提案システムの使いやすさに関す
るアンケート調査を実施した。
実験参加者の平均年齢は 22.85 歳であり、平均日本語
学習歴は 4.01 年であった。
3.2 結果
各質問事項の評定平均値に対して、7 段階リッカート
スケールの「4. どちらともいえない」を基準とした 1 標
本の t 検定を行った結果を表 1 に示す。全ての調査項目
において、評定平均値は 7 段階中 4 以上であった。特
に、「日本語文生成システムは、普段使用している他の
システムと比べて正確である」、「日本語を学習するにあ
たって日本語文生成支援システムは有用である」の 2 項
目では有意差が見られた（それぞれ p = .017, p = .001）
。
また、提案システムが他のシステムより優れている点
として、
「語の共起がよく分かる」
、
「出力されるセンテン
スが自然である」、「センテンスがふさわしい順にソート
されている」などが挙げられた。改善点としては、
「デー
タベース中の語彙が少ない」「入力しなければならない

p値
0.804
0.150
0.017∗
0.320
0.543
0.169
0.001∗∗∗

SD
1.77
1.64
1.36
1.53
1.80
1.88
1.40

< .05; ∗∗ p < .01; ∗∗∗ p < .005

箇所が多すぎる」といった意見があった。

4 おわりに
本研究では、言語統計解析に基づく文生成の計算モデ
ルを応用した、日本語文生成支援システムを構築した。
構築したシステムは、「名詞 (S) が名詞 (O) を動詞 (V)」
という 3 単語共起が扱え、さらに、スパースネスの問
題を解消したシステムであるといえる。また、外国人日
本語学習者を対象とした有用性評価実験を実施したとこ
ろ、全ての質問項目において評定平均値が 7 段階中 4 以
上であった。特に、「日本語文生成システムは、普段使
用している他のシステムと比べて正確である」、「日本語
を学習するにあたって日本語文生成支援システムは有用
である」の 2 項目の評定平均値は、7 段階リッカートス
ケールの「4. どちらともいえない」に対して 5% 水準で
有意差があり、システムの有用性を実証できた。
今後は、日本語母語話者による、システム利用前後の
作文評価を実施したい。また、被験者から要望の多かっ
た、助詞や形容詞の選択機能を実装したい。
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