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 はじめに
話し言葉は，一人の話者のみが話す「独話」と複数の
話者が交替で話す「対話」に分類できる．これまでの話
し言葉解析の研究は，対話文を対象としたものがほとん
どであり，非文法性に対して頑健に対処する手法が提案
されてきた 例えば， ．しかしその一方で，独話
文を対象とした研究はほとんどないのが現状である．
独話文は，対話文に比べ，１文の長さが長く文の構造
が複雑であるといった特徴をもつ．そのような文に対し
て解析を実行すると，一般に，解析時間が長くなるうえ，
高い解析精度を達成することが難しくなる．高い性能を
備えた独話文解析を実現するために，適切なユニットに
文を分割し，簡単化することが効果的な方法である．
そこで本稿では，文分割に基づく独話文の係り受け解
析手法を提案する．本手法では，節レベルと文レベルの
二段階で係り受け解析を実行する．まず，節境界解析に
より文を節に分割し，各節に対して係り受け解析を行う
ことにより，節内の係り受け関係を同定する．次に，節
境界をまたぐ係り受け関係を定め，文全体の係り受け構
造を作り上げる．独話文係り受け解析実験により節境界
解析に基づく本手法の有効性を確認した．
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図  節境界と係り受けの関係
なお，独話文の節への分割は，節境界解析により実現
できる  ．この手法では，形態素列パタンに関する節
境界検出ルールをもとに，局所的な形態素解析結果のみ
から高い精度での検出が可能である．

 節境界に基づく係り受け解析手法
本手法では，前節で設けた仮定に基づき，形態素解
析，節境界解析及び文節まとめ上げが施された文を入力
とする．以下の手順で解析を実行する．


一文中の各節に対して，内部の係り受け構造を解析
節の最終文節を係り文節とする係り受け構造を解析

な お ，以 下 で は ，一 文 中 の 節 列 を    ，節
 中の文節列を    ，文節  を係り文節とす
る 係 り 受 け 関 係 を  ，一 文 の 係 り 受 け 構 造 を
  
  と記す．
本手法では，まず，節  が入力されるごとに，節
内部の係り受け構造      を求め


節とは，述部を中心としたまとまりであり，複文や重
文の場合，文は複数の節から構成される．本研究で提案
する手法では，
「文は一つ以上の節の連接であり，各節
を構成する文節は，節の最終の文節を除き，その節内の
文節に係る」とみなす（図  参照）．このような仮定を
設ける理由は以下の通りである．

 一文が長い独話文では，文を短く分割することによ
り係り受け関係の探索範囲が狭められ，解析時間を
短縮できる．





る．その後，文末まで，節の最終文節の係り受け構造
½   
 ½  を求める．なお，いずれの解
析においても，係り受けは非交差性，後方修飾性，係り
先の唯一性を満たすものとする．

 節内部の係り受け解析

 節は単文に相当する言語的単位であり，その内部で
節内部 の係り 受け解 析は，入力節  中の文節 列
係り受けがまとまりやすい．そのため，上述の仮定



  を  とし，     を最大にする係り受け構

に逸脱する係り受けは少なく，解析精度の低下への


影響は小さい．実際，独話文の
％の節が上述の 造        を求める．なお，節
内部の係り受け解析では，節の最終文節  の受け文節
性質を満たすという概算が報告されている ．
は決定しない．
それぞれの係り受け関係は独立であると仮定すると，
                は以下の式で計算できる．
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表  実験で使用したデータ
データ名
文数
節数
文節数
形態素数

テストデータ
あすを読む

学習データ
京大コーパス



 



 
 
 

表
節の内部
節の最終文節
合計

実験結果（係り受け正解率）
本手法

従来手法


  
  
 
    


 
  
  

  

り受け関係は節境界をまたがないことを前提としている
が，この前提を満たさない係り受け関係は，テストデー

ここで，      は，入力文節列  が与えられ
タの正解中に  個 全体の約   存在した．
たときに，文節  が  に係る確率を表す．最尤の係り
一方，学習データとして，
「あすを読む」に対する十
受け構造は，式  の確率を最大とする構造であるとし 分な量の係り受けデータは存在しないため，新聞記事で
て動的計画法を用いて計算する．
ある京大コーパス  文を用いた．

次に，      の計算について述べる．まず， なお， 節に分割することなく文の係り受け構造を一
係り文節における自立語の原形を  ，その品詞を  ，係 度に求める手法（以下，従来手法）によっても係り受け
りの種類を  とし，受け文節における自立語の原形を 解析を行い，本手法と比較した．
 ，その品詞を  とする．また，文節間距離を  とす
る．ここで，係りの種類とは，係り文節が付属語を伴う  実験結果
ときはその付属語の語彙，品詞，活用形であり，そうで
一文あたりの平均解析時間は，本手法が
 秒，従
ない場合は一番最後の形態素の品詞，活用形である．



来手法が

秒であり．本手法の解析速度が従来手法
以上の属性を用いて，確率      を以下のよ
に比べて，約  倍向上した．
うに計算する．
一方，両手法の係り受け正解率を表 に示す．表 の

第  行は，節の最終文節を除く節内の全ての文節に対








              
  
     
する正解率を示す．第 行は，文末を除く全ての節の最
           
終文節に対する正解率を示す．本手法では節境界をまた
ぐ係り受け関係を正しく同定することはできないが，そ
ただし， は共起頻度関数である．
の一方で，受け文節となる文節の候補を適切に絞ること
ができるといった利点がある．実験により，本手法が，
 節の最終文節の係り受け解析
従来手法に劣らない解析精度を備えていることを確認
節の最終文節の受け文節を同定する．一文の文節列 した．
を      とし，節の最終文節を係り文節とする
ような係り受け構造 ½   
 ½  を 
おわりに
とするとき，     を最大とする  を求める．
本稿では，節境界に基づく独話文の係り受け解析手法
    は以下の式で計算できる．
を提案した．独話文係り受け解析実験の結果，本手法の
 
解析精度と解析時間はともに従来手法を上回り，本手法
 
    
    

の有効性を確認した．
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れたときに，文節  が  に係る確率を表す．本手法 施したものである．
では，先に解析した節内部の係り受け構造を前提として
決定する．
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