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係り受け誤り埋め込み表現のクラスタリングによる
ドメイン適応の効果の分析
原 拓也1,a)

松崎 拓也1,b)

佐藤 理史1

概要：構文解析器のドメイン適応において，適応先ドメイン・データによる追加訓練の有無が解析結果に
与える影響を俯瞰的に把握するための分析手法を提案する．具体的には，LSTM に基づく係り受け解析器
から得た解析誤りの埋め込み表現に対してクラスタ分析を行った．クラスタの内容やその性質およびクラ
スタのサイズなどを観察することで，解析誤りの構文的な特徴が捉えられていることを確認し，適応先ド
メインにおける誤りのタイプおよび量の変化を総体的に把握することができた．

1. はじめに
機械学習における問題の一つにドメイン適応問題がある．

器を作成し，その解析器の内部状態を分散表現に用いる．
評価ドメインデータによる追加訓練の前後における係り受
け誤りをそれぞれ分散表現に変換してクラスタ分析を行

一般に，訓練に用いたデータのドメイン（以下，訓練ドメ

い，その結果を比較することで，追加訓練の影響を調べる．

イン）と実際に適用の対象となるデータのドメイン（以下，

実際に，訓練ドメインとして新聞記事，評価ドメインと

評価ドメイン）が異なる場合に解析の精度は低下する．こ

して中学校理科教科書を用いてクラスタ分析を行った．そ

の訓練・評価ドメインの違いに起因する精度低下を防ぐと

の結果，係り受け誤りの構文的特徴を捉えたクラスタがで

いう課題をドメイン適応問題という．以降では，訓練ドメ

きていることを確認できた．また，ほぼ全てのクラスタに

インデータに対する誤りを訓練ドメイン誤り，評価ドメイ

おいて，追加訓練後は評価ドメイン誤りの割合が減少する

ンデータに対する誤りを評価ドメイン誤りとよぶ．

が，その減少量は追加訓練前の評価ドメイン誤りの割合が

ドメイン適応問題は評価ドメインデータを新たに用意

高かったクラスタほど大きい傾向があることがわかった．

し，追加訓練を行うことである程度解決できることが多い．

さらに，クラスタの内容の観察によって見出した 2 つのド

しかし，さまざまな応用における評価ドメインに対して，

メイン間の特徴的な差について，さらに定量的な分析を行

そのつど追加訓練用データを用意することは難しく，現実

うことで，ドメイン適応において問題となるいくつかの文

的ではないことがある．一方，「どうして」追加訓練が有

型を特定した．

効だったり，効果に限度があったりするのかは，個々の事

以下，2 節でドメイン適応問題とその解消に取り組んだ

例を観察していても全体としてはよくわからないことも多

過去の研究についてまとめ，3 節で提案手法の紹介を行う．

い．そこで追加訓練の効果を俯瞰的に分析することで，よ

4 節では実際のデータを用いた分析を行う．

り少ないアノテーションで，効果的に追加訓練を行うため
の方針が得られると期待できる．本研究では，係り受け解

2. ドメイン適応問題

析器のドメイン適応を課題とし，そのような俯瞰的分析の

ドメイン適応問題は訓練ドメインで得られたモデルを評

ひとつの方策として，誤り例のクラスタ分析を提案する．

価ドメインへ効率よく適応させる方法を考える問題であ

クラスタ分析を行うためには係り受け誤りの間の類似性

る．訓練・評価ドメインの違いによって解析精度が低下す

を数量的に捉える必要がある．そのためには係り受け誤り

る原因は大きく分けて 2 つある．1 つは「未知語」の問題，

を分散表現（密ベクトル表現）にすると都合が良い．この

もう 1 つは確率分布の違いによる問題である．ここでいう

分散表現を得るために，LSTM [1] に基づく係り受け解析

「未知語」の問題とは，訓練ドメインには出現せず，評価
ドメインには出現する単語または構造が存在することであ
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る．一方，確率分布の違いによる問題とは，同じように見
える入力に対して，訓練ドメインと評価ドメインでは正解
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が異なる場合が存在することである．どちらの問題も本質
的には，入力（構造や単語）と出力（正解）の対の分布が異

表1

係り受け誤り例の収集に利用するデータと誤りタイプのまとめ
評価対象

なることが原因と考えられる．本研究では入力と出力を組
み合わせて埋め込んだ分散表現の分布の差を考えるため，
どちらの問題も統一的に扱うことが出来ると考えられる．

訓練データ
新聞記事のみ

新聞記事＋理科教科書

新聞記事

誤りタイプ (1)

使用しない

理科教科書

誤りタイプ (2)

誤りタイプ (3)

限られた評価ドメインデータを有効に使うためのドメイ

表 2 形態素の素性
素性数

ン適応手法に関する研究は数多い．例えば Daumé III と

種類

Marcu [2] は，評価ドメインデータによる追加訓練を行う

品詞（レベル 1）

15

名詞，動詞，接続詞

ときの評価ドメインデータの重みのつけ方の工夫をしてい

品詞（レベル 2）

35

代名詞，読点，副助詞
人名，組織，地域

る．Daumé III [3] では分類に用いる素性に工夫を加える
ことで，ドメイン固有の情報とドメインに依存しない情報
とを分離した訓練を行っている．McClosky ら [4] は評価
ドメインを複数の訓練ドメインの重み付き和と考え，訓練

例

品詞（レベル 3）

14

品詞（レベル 4）

6

一般，姓，国

活用タイプ

48

五段・ナ行，形容詞・イ段，ラ変

活用形

26

連用形，基本形，連用テ接続

原形

1655

近く，いつ，から

ドメインから得られるモデルをその重みで混合して得られ
たモデルを評価に用いる．また，これらとは異なる方向の

り 1/20 の評価ドメインデータを解析することを 20 回繰り

研究として，次にアノテーションすべき評価ドメインデー

返す．その結果得られた誤りを使う．

タの選択と追加学習を繰り返し行う，いわゆるアクティブ

4 節の実験では，訓練ドメインとして新聞記事，評価ドメ

ラーニングに関する研究も多数ある（例えば Marcheggiani

インとして理科教科書を用いる．この場合の上記（１）〜

と Artieres [5] ）．

（３）の誤りタイプを表 1 にまとめる．このようにして収

上にあげたように評価ドメインにおける精度を向上させ

集した係り受け誤りから，係り文節・正しい受け文節・誤っ

る方法を中心とするドメイン適応手法の研究は多数存在す

た受け文節の 3 要素を取り出す．これらを埋め込み表現に

るが，単純な追加訓練のもたらす影響を，誤り傾向の変化

して結合させたもの（詳細は次節）を以降では係り受け誤

という観点から定性的・定量的に理解しようとする研究は

り表現と呼ぶ．

少ない．本研究ではそのための一つの方法を提案し，実際
に分析を行った．

3. 係り受け対の埋め込み

3.2 係り受け誤り表現の作成法
以下の 2 つのステップによって係り受け誤り表現を得る．

( 1 ) ある文節の係り先を複数の候補から選択する分類器を

この節では係り受け誤りの収集法，係り受け対の埋め込

LSTM を用いて構成する．訓練後の LSTM の隠れ状

み表現への変換方法，および埋め込み表現のクラスタリン

態から，係り文節・正しい受け文節・誤った受け文節

グの方法について述べる．

それぞれの埋め込み表現を作成する．以降では，これ
らを文節表現と呼ぶ．

3.1 対象
本研究では評価ドメインデータによる追加訓練を行う前
後で，解析結果の誤り方がどのように変化するかを観察す
る．この目的のため，以下のように訓練データおよび解析
対象のデータが異なる 3 タイプの誤り例を収集した．解析

( 2 ) 上記の 3 つの文節表現を文中での出現の順に並べて結
合する．
以下これらの詳細について述べる．

3.2.1 文節表現の作成法
文の i 番目の形態素を表す２値ベクトルを mi (i =

器としては CaboCha [6] を用いた．

1, 2, . . . , N ) とする．mi の各次元は「品詞（レベル 1）が

(1) 訓練ドメインにおける誤りの収集

名詞であるか」
，
「活用形が五段・ナ行であるか」などを表

訓練ドメインのデータに対し 5 分割交差検証を行う．そ

す（表 2 参照）
．LSTM に m1 , m2 , m3 , . . . , mN を順番に

の結果得られた誤りを用いる．

入力し，mi を読み込んだ時の LSTM の出力を hi とする．

(2) 追加訓練前の評価ドメイン誤りの収集

対象とする文節が b 番目から e 番目までの形態素で構成さ

訓練ドメインのデータ全てを訓練に使用する．得られた
解析器で評価ドメインデータを解析する．その結果得られ
た誤りを用いる．

(3) 追加訓練後の評価ドメイン誤りの収集
評価ドメインのデータに対し 20 分割交差検証を行う．

れるとき，hb と he を結合したものをその文節の文節表現
とする（図 1）．
本研究の目的は係り受け誤りのクラスタリングなので，
この手続きによって意味のある文節表現を得るためには，
係り受け関係を定める特徴を抽出するように LSTM を訓練

すなわち，訓練ドメインデータ全てに評価ドメインデータ

する必要がある．そのために，係り文節と正しい受け文節

の 19/20 を加えたもので訓練を行い，得られた解析器で残

の文節表現を多層パーセプロトンに入力した時の出力が，

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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図 1 文節表現の作り方：LSTM に順番に形態素素性を入力し，文節の最初と最後の形態素を
入力した時の出力を結合したものを文節の表現とする．

い受け文節・誤った受け文節を，文中での出現順と無関係
に，常にこの順番で結合することも考えられるが，本研究
では２つの係り先候補（すなわち正しい受け文節と誤った
受け文節）のうち，どちらが真の係り先かという情報を，ク
ラスタリングの際に使わないようにするためこのようにし
た．係り受け関係にあるか否かという情報を使わなくとも
誤り分析に役立つクラスタリングを行うことができれば，
例えば，各文節に対して解析器が「最も迷った」２つの係
り先候補との 3 つ組をクラスタリングの対象とするなどの
方法で，アノテーションされていないコーパスにも本手法
図 2 LSTM と多層パーセプトロンが行うタスク：係り文節，正し
い受け文節，ランダムに選んだ受け文節の文節表現をそれぞ
れ d, hc , hw とする．また係り文節と正しい受け文節の間の
距離素性を lc , 係り文節と誤った受け文節の間の距離素性を

lw とする．ネットワークに d, hc , lc を入力した時の出力が，

が適用できるものと考えられる．

3.3 係り受け誤り表現のクラスタリング
評価ドメインデータによる追加訓練の前後での誤り傾向

d, hw , lw を入力したときの出力より大きくなるように訓練

の変化をみるため，追加訓練の前後それぞれの係り受け誤

する．

り表現のクラスタリングを行った．クラスタリングアルゴ

係り文節と誤った受け文節の文節表現を入力した時の出力

リズムには k-means 法を使った．

k-means 法は初期値によって最終的なクラスタリング結

よりも大きくなるように，LSTM と多層パーセプトロンか

果が変化しうるため，結果の分析のためには初期値の設定

らなるネットワークを訓練した（図 2 参照）．具体的には

法が重要な意味を持つ．本研究では追加訓練の前後での評

以下の損失関数の訓練データ全体に対する和を最小化させ
るように訓練を行う：

( (
)
(
))
loss = − log σ f [d, hc , lc ] − f [d, hw , lw ]

価ドメイン誤りのタイプの変化を観察することを第一の目
的としている．そのため，まず追加訓練前の係り受け誤り
表現（表 1 の (1) と (2) ）の集合に対して，ランダムな
初期値でクラスタリングを行う．その結果得られる重心を

ここで d は係り文節の文節表現，hc は正しい受け文節の

使って，訓練ドメイン誤り（表 1 の (1) ）と，追加訓練後

文節表現，hw はランダムに選んだ誤りの受け文節の文節

の評価ドメイン誤り（表 1 の (3) ）を合わせた集合に対す

表現，lc は係り文節と正しい受け文節の間の距離素性，lw

るクラスタリングを行う．この手法により追加訓練の前・

は係り文節と誤った受け文節の間の距離素性を表す．距離

後の状況を表す２つのクラスタ間の対応関係がつけやすく

素性は「文節間の距離が 1 であるか」と「文節間の距離が

なる．クラスタリングの対象として追加訓練後の訓練ドメ

5 以下であるか」の 2 つの 2 値素性を利用する．また [·] は

イン誤りを使用しない理由は，本研究の目的が追加訓練に

ベクトルの結合，f は出力がスカラー，隠れ層１層の多層

よる評価ドメイン誤りの変化の観察であり，訓練ドメイン

パーセプトロン，σ はシグモイド関数を表す．

誤りの変化には興味がないためである．
評価ドメイン誤りの分析が主な目的であるのにも関わら

3.2.2 文節表現の結合法
前項のようにして得られた文節表現を基に，係り受け誤

ず，訓練ドメイン誤りをどちらのクラスタリングにも入れ

り表現を作成する．係り受け誤り表現に使用するのは，係

ている理由は２つある．まず，訓練ドメイン誤りの数は，

り文節・正しい受け文節（＋距離素性）・誤った受け文節

通常は相対的にデータ量の少ない評価ドメインに対する誤

（＋距離素性）の３つの文節表現だが，本研究ではこれら

りよりも多いことから，クラスタの重心はほぼ訓練ドメイ

の文節が文中で出現した順に結合する ．係り文節・正し

ン誤りの分布で決まる．これにより追加訓練の前後のクラ

係り文節は受け文節より前にあるという日本語文の一般的な性
質 [7] から，最初に位置するのは係り文節となる．

スタリング結果において，訓練ドメイン誤りが属するクラ

*1

*1
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表 3
データ

データの統計
文数
文節数

練には京大コーパスを用い，全体の 80 ％を訓練データ，10
文節数/文

％を開発データ，残りの 10 ％を以下で示す係り先判定ネッ
トワーク自体の性能評価に用いた．素性には訓練データの

京大コーパス

38,400

372,130

9.69

理科教科書

2,460

22,923

9.32

中で出現数が 50 以上のもののみを用いた（全 1799 素性）
．

表 4 係り受け誤りの収集結果
対象
誤り文節数
文節係り受け精度

ネットワークの LSTM 部分は 1 層で，600 次元の隠れ層を
持つものを用いた．また多層パーセプトロン部分には隠れ

京大コーパス

28,643

91.42

層 1 層（600 次元）を持つものを用いた．訓練アルゴリズ

理科教科書（追加訓練なし）

2,137

89.56

ムは学習係数 0.1 の AdaGrad で，ミニバッチサイズは 32

理科教科書（追加訓練あり）

1,518

92.58

文，L2 正則化項の係数は 0.001，勾配の大きさを 5 に制限
して訓練を行った*2 ．実装には Chainer [9] を用いた．
訓練の結果得られたネットワークを，内本ら [10] の解析

スタはほぼ同一（の重心を持つもの）となる．これに対し，
追加訓練の前後で評価ドメイン誤りの分布は異なったもの

アルゴリズムと組み合わせて評価データを解析したとこ

になるが，その分布を比較する際，評価ドメイン誤りが属

ろ，文節係り受け精度は 84.39%であった．これは内本ら

するクラスタが比較のための基準になると考えられること

の結果と同程度，CaboCha と比べると 5%ほど低い結果で

が第 1 の理由である．第 2 の理由は一つのクラスタに含ま

ある．

れる要素をなるべく増やすことで，各クラスタが明確な特
徴を持ちやすく，かつその特徴を把握しやすくするためで

4.3 クラスタリング結果と分析
評価ドメインデータによる追加訓練の前後について，ク

ある．

4. 実験

ラスタ数を 30 に設定してクラスタリングを行った．係り
受け誤り表現空間内における重心の分布を第 2 主成分まで

3 節で述べた手法にもとづいて，訓練ドメインを新聞記

の 2 次元平面上に投影したものを図 3（追加訓練前）
，図 4

事，評価ドメインを理科教科書（中学 1 − 2 年生向け）とし

（追加訓練後）に示す．ただし図 3，図 4 は見やすさのた

て実験を行った．まず 4.1 項で利用データに関する統計お

め，クラスタ数を 10 に設定したときの結果を示す．追加

よび収集した係り受け誤りの数について述べる．次に 4.2

訓練によって，評価ドメインデータに対する誤りの箇所は

項で文節表現を作成するための LSTM の訓練の詳細につ

変化する．しかし，図 3 と図 4 を見比べるとわかるよう

いて述べる．最後に 4.3 項で追加訓練の前後の係り受け誤

に，クラスタの重心の位置はほとんど変化しない．これは

りに対してクラスタリングを行った結果を分析する．

3 節で述べたようにクラスタリングの対象としている誤り
は，大多数が（追加訓練前の）訓練ドメイン誤りであるた

4.1 利用データ

めである．よって以降の議論では，追加訓練前のクラスタ

訓練ドメインデータとして京都大学テキストコーパス [8]

リング結果における各クラスタ Ci と，Ci の重心を初期値

（以下，京大コーパス）
，評価ドメインデータとして東京書

とする追加訓練後のクラスタ Ci′ は同一のクラスタ（同一

籍「新編新しい科学（中学 1 年生，中学 2 年生）」
（以下，

の特徴を表すクラスタ）だと考えることができる．

理科教科書）のテキストの一部に係り受け情報を付与した

追加訓練の前後での，各クラスタに占める評価ドメイン

ものを用いた．京大コーパスおよび理科教科書についての

誤りの割合の変化を図 5 に示す．また，評価ドメイン誤り

統計値を表 3 に示す．表に示すように，本論文における実

の割合の分布をヒストグラムにしたものを図 6 に示す．追

験では，追加訓練に用いる評価ドメインデータの量は訓練

加訓練前後の評価ドメイン誤りの割合（％）の標準偏差が

ドメインデータの 10 分の 1 未満と少量である．また，理

2.07 から 1.42 になっていることから，クラスタの間での評

科教科書の文の長さは新聞と同程度であることがわかる．

価ドメイン誤りの分布の偏りが減少している傾向が読み取

次に 3.1 項で述べた方法で係り受け誤りを収集した．そ

れる．さらに，図 5 から評価ドメイン誤りの割合が多かっ

の結果を表 4 に示す．評価ドメインデータによる追加訓練

たクラスタほど，その減少量が大きい傾向も読み取れる．

を行うことで精度が向上していることがわかる．また追加

このことから，評価ドメインデータによる追加訓練は，評

訓練後は理科教科書に対する精度のほうが京大コーパスに

価ドメイン誤りの多いクラスタに属する誤り，つまり訓練

対する精度よりも高いことから，理科教科書のほうがやや

ドメインデータだけではうまく解析できなかったタイプの

解析しやすい文であると考えられる．

誤りを相対的により多く解消していることがわかる．そし
てその結果として評価ドメインデータの解析精度が向上し

4.2 文節表現作成用 LSTM の訓練

ているのだと考えられる．

係り先の判定を行うネットワークの訓練を通じた文節表
現作成用の LSTM の学習は以下のように行った．まず，訓
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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これらのハイパーパラメータは開発データを用いて決定した．
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表 5 追加訓練により解消された／新たに生じた／クラスタが変化
した評価ドメイン誤りの数
番号

訓練前

解消

新規

30

102

71

28

76

14

39

1
16

表 6

クラスタ変化

訓練後

IN

OUT

13

0

0

44

56

8

9

2

35

21

21

1

0

40

29

19

12

0

0

22

61

22

13

0

0

52

「助詞句/.../... と/用言句．」という構文において
助詞句文節が引用の「と」文節あるいは用言文節に係る回数
データ

引用の「と」文節

用言文節

大きな丸が重心，小さな点が係り受け誤りを示す．

京大コーパス

379

280

同じクラスタに属するものは同じ色で塗ってある．

理科教科書

26

197

図 3 係り受け誤り表現（追加訓練前）を 2 次元平面に投影した図．

30-N-2 および 30-N-3 のように正しい係り先が一意に決め
がたい場合もある．しかし理科教科書には，同様に連用節
と複数の係り先候補を含む構造をもつが，表層形から明確
に係り先が定まり，かつ教科書としての特性から頻出する
特徴的な文型が含まれる．例えば「... を調べると/... であ
る/ことが/わかる」という文型や，「... から/... したと/考
えられる」という文型である．クラスタ 30 における評価
ドメイン誤りの大きな減少は，このような特徴的な文型の
学習が，追加訓練の主要な効果のひとつであることを示唆
している．
図 4 係り受け誤り表現（追加訓練前）を 2 次元平面に投影した図．
大きな丸が重心，小さな点が係り受け誤りを示す．
同じクラスタに属するものは同じ色で塗ってある．

得られたクラスタの内容的な特徴を調べるため，図 5 の
中から，評価ドメイン誤りの割合が大きく減少したクラス
タ 30 およびクラスタ 28・唯一評価ドメイン誤りの割合が
増加したクラスタ 14・追加訓練の前後とも評価ドメイン
誤りの割合が最も低かったクラスタ 1・ランダムに選んだ
クラスタ 16 のそれぞれの内容を分析した．追加訓練前に，
これらのクラスタに属していた要素の中から最もクラスタ
重心に近い誤り，および重心に近い誤りのうち特徴的なも
のをいくつか抽出したものを表 8 に示す．また，それぞ
れのクラスタについて追加訓練により解消した評価ドメイ
ン誤りの数と，新たに生じた評価ドメイン誤りの数，およ
び，解消されなかったが属するクラスタが変化した誤りの
数（クラスタ変化 IN/OUT）を表 5 に示す．表 5 から，ク
ラスタ 14 における評価ドメイン誤りの数はほぼ変化して
いないが，多くの要素が入れ替わっていることがわかる．
評価ドメイン誤りの割合が大きく減少したクラスタ 30
の要素は，正しい受け文節，誤った受け文節がともに用言
で，係り文節が連用修飾節という構造になっているものが
多かった．連用修飾節の係り先を特定するためには，文法
のみでなく意味理解が必要とされる場合が多く，さらに，
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

同様に評価ドメイン誤りが大きく減少したクラスタ 28
に含まれる要素のうち，理科教科書における誤りは，係り
文節が助詞句で，誤った受け文節に引用を表す「と」が含
まれているという特徴を持つものが多かった．しかし，新
聞における誤りのうち重心に近い上位 20 個には同様の誤
りは存在しなかった*3 ．助詞句と引用を表す「と」との関
係を調べるため，28-S-*に共通する「助詞句/.../... と/用言
句．
」という構文において，助詞句が，
「と」を含む文節と，
用言を含む文末文節のどちらに係りやすいかを 2 つのコー
パスで調べた．その結果を表 6 に示す．表 6 から「と」を
含む文節が助詞句の係り先となることは理科教科書では少
ないが，新聞では半分以上となっている*4 ．ここから，解
析器は追加訓練前は 28-S-*のように「と」を含む文節を係
り先にすることで精度を低下させていたが，追加訓練に
よって「と」を含む文節が係り先となりにくいことを学習
することで精度を向上させたことがわかる．またクラスタ

28 に属する，新聞における誤りに，同様の構造が特徴と
して観察されなかった理由については，文節表現作成ネッ
トワークの訓練では新聞データのみを利用しており，その
データの範囲内ではこの特徴は係り先を決定する手がかり
となりにくいために，係り受け誤り表現内に特徴が反映さ
*3
*4

28-N-3 は 25 位．
「ロシア側は/首都制圧の/最終段階に/⃝
入ったと/みられる。」
::::::::
などの例がある
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図 5

追加訓練前後における，各クラスタの評価ドメインデータから得られた
係り受け誤りの割合の変化．青が追加訓練前，橙が追加訓練後を表す．

(1) 「気体には，/アンモニアのように/水に/とけやすい/
性質を/もつ/物と，
水素のように/水に/と
/酸素や/×
:::::::::::::
けにくい/性質を/もつ/⃝
物が/ある。」
::::::

(2) 「音は，/空気のような/気体だけでなく，/水などの
/⃝
液体，
/金属などの/固体の/中も/:::::::::
× 伝わる。」
:::::::
(1) と (2) の二つは 14-S-*と似ているが，14-S-*の 3 例は
いずれも係り文節が機能語を含まないのに対し，(1)，(2)
では係り文節が機能語部分「と」
「だけでなく」を含む．観
察の結果，新たに発生した誤りには同様の例が多かった．
逆に追加訓練によって変化しなかった誤りは，係り文節に
図 6 追加訓練前後における，各クラスタの評価ドメインデータから
得られた係り受け誤りの割合のヒストグラム．青が追加訓練
前，橙が追加訓練後を表す．

機能語部が無いものが多かった．ここから解析器は追加訓
練によって機能語の情報に依存する傾向が強まったが，そ
の情報はこの構文の解析にとっては重要でなく，正解する

れなかったためだと考えられる．
唯一評価ドメイン誤りの割合が増加したクラスタ 14 の

かどうかが五分五分だったため，差し引きゼロという結果
になったと考えられる．

要素は，係り文節が名詞句で，正しい受け文節が係り文節

評価ドメイン誤りの割合が最も小さかったクラスタ 1 の

と並列な名詞句という構造になっているものが多かった．

要素は，係り文節は多くの場合副助詞「は」あるいは「も」

このような構造を解析するためには名詞の類似度あるいは

を含んでおり，かつ 2 つの節に意味的に係っている構造に

グラフベースの解析などが有効だと考えられるが，追加訓

関連した誤りが多かった．京大コーパスの作成基準では，

練のみではそのような効果はないため，評価ドメイン誤り

ある係り文節が，ほかの文節 X と意味的に係り受け関係に

が解消されにくく，精度が改善されなかったと考えられる．

あったとしても，X より後ろに意味的に係り受け関係にあ

またクラスタ 14 は追加訓練により解消された誤りと新た

るもう一つの文節 Y が存在する場合の基準として，a) 受

に発生した誤りの数が等しいという特徴があったため，そ

け文節の候補 X と Y が並列する述語で，係り文節が共通

のことについてさらに詳しく考える．以下に，解消された

の格要素である場合，および b) X と Y が従属節-主節の

誤りの例 (1) と新たに発生した誤りの例 (2) を示す．

関係にあり，係り文節が主語（ガ格）の場合，正しい係り

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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表 7 「名詞（は｜も）/.../用言句/.../用言句．」という並びをして
おり，かつ名詞句が 2 つの用言句に意味的に係っている構文
の出現回数．括弧内はコーパス中の全文における出現率
用言句同士の関係

データ
京大コーパス
理科教科書

従属

並列

合計

1,128 (2.8 ％)

729 (1.9 ％)

1,857 (4.8 ％)

50 (2.0 ％)

17 (0.7 ％)

67 (2.7 ％)

タほど，追加訓練後に誤りの割合の減少量が大きくなる傾
向が見られた．また各クラスタの内容を分析することで，
係り受け誤りの特徴を見いだすことができ，さらに定量的
な分析を行うことで，ドメイン適応で特に問題となる新聞
記事と理科教科書の構文の差を知ることができた．今後
は，本論文で調査したものと異なるドメインの組に提案手
法を適用したときにも，同様に構文の差を知ることができ

先は後ろの述語 Y であるとされている．しかしこの判断

るのか，あるいは係り先アノテーションの無いコーパスに

を正しく行うには係り文節・受け文節候補に加え，受け文

も提案手法が適用できるのかについて調べたい．

節候補より後の文節集合の全てを考慮する必要がある．こ
の構造の典型的な例は並列節どうしあるいは従属節と主節
の間で主語（ガ格）が共有される場合で，この構造は新聞
では文字量の制限があるため出現しやすいが，文の読みに
くさや曖昧さにつながるため理科教科書では出現しにくい
と考えられる．これが，クラスタ 1 に占める評価ドメイン
誤りの割合が相対的に小さい理由だと推察される．この仮
説が正しいかどうかを調べるため，2 つのコーパスにおい
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16-S-3

16-S-2

16-S-1

16-N-3

16-N-2

16-N-1

1-S-3

1-S-2

1-S-1

1-N-3

1-N-2

1-N-1

14-S-3

14-S-2

14-S-1

14-N-3

14-N-2

14-N-1

28-S-3

28-S-2

28-S-1

28-N-3

28-N-2

28-N-1

30-S-3

30-S-2

30-S-1

30-N-3

磁界の/中で/コイルに/電流が/流れると，/コイルは/力を/受けて/⃝
動きだす/ことが/×
わかった。
::::::::
:::::::::

また，/陽極に/発生した/気体の/中に/火の/ついた/線香を/入れると，/線香が/炎を/:::::::
× 出して/激しく/::::::::
⃝ 燃えた。

白砂糖と/グラニュー糖は，/いずれも/水に/×
とけ，/熱すると/とけて/::::::::
⃝ こげた。
::::::

２点目は/熱田が/右サイドの/スペースに/飛び出し、/鷲田が/内側から/⃝
ついていって/折り返しを/シュートに/:::::::::::
× 結びつけた。
:::::::::::

ところが、/米朝高官会談の/取材で/ジュネーブに/長期出張し、/ これが/全くの/::::::::::::
⃝ 事実誤認だと/×
知った。
:::::::

三人の/金氏は、/・・・/時代から、/これまで/何度と/×
なく/大統領の/ポストを/⃝
争い続けてきた。
:::::
::::::::::::::

かたい/岩石も/・・・/もろく/::::::
× なり，/けずられ，/・・・/下流へと/::::::::::
⃝ 運ばれる。

※それに対し，/津波は，/海底から/海水面までの/全ての/海水が/一度に/:::::::::
× 動くので，/広い/範囲の/海水面が/盛り上がったまま/:::::::::
⃝ 移動する。

電気器具は/・・・/わかりにくい/ものが/::::::::
× 多いが，/実は/基本的な/つくりの/組み合わせで/⃝
つくられている。
::::::::::::::

大蔵、/通産省は/最近、/役所を/代表する/形の/候補者を/::::::::::::
× 出しておらず、/今回も/具体的な/候補者名は/::::::::::::::
⃝ 挙がっていない。

朝日新聞も/「国の/・・・/佐藤首相」と/::::::
⃝ 同調、/読売新聞も/・・・/国家機密」と/砲列を/:::::::::
× そろえた。

遺族を/代表して/森田さんの/女婿で/彫刻家の/菅原二郎さんは/「絵を/・・・浮かぶ」と/:::::::
⃝ 語って/会場の/涙を/::::::::
× 誘った。

物体に/はたらく/力は，/力の/はたらく/点，/力の/⃝
向き，/ 力の/大きさという/３つの/要素を/もち，/点と/矢印を/使って/::::::
× 表す。
::::::

花の/つくりは/・・・/花粉を/もつ/おしべ，/胚珠が/ある/:::::::::
⃝ めしべの/順に/ついている/ものが/×
多い。
::::::

・・・/電流の/流れやすさ，/塩酸に/入れた/ときの/:::::::
⃝ 反応に/ちがいが/::::::::
× あった。

ＦＥＭＡのように、/被害状況の/即座の/把握と、/迅速な/:::::::
⃝ 初動が/可能な/組織に/作り替える/×
ことも/課題に/したら/どうか。
::::::

ＮＬＤ側にも/国民会議が/軍政との/対話、/ 論争の/:::::
⃝ 場、*5 /自分たちの/味方を/増やす/×
場と/いう/・・・
:::::

あとは、/・・・/ルイ・ヴィトンカップ、/・・・/⃝
アメリカズカップでの/レースが/×
待っているだけ。
::::::::::::::::::
:::::::::::::

※植物が/光を/受けて/デンプンなどの/養分を/つくる/はたらきを，/::::::::
× 光合成と/::::::
⃝ いう。

※中緯度帯で/発生し，/前線を/ともなう/低気圧は，/:::::::::::
× 温帯低気圧と/:::::::::
⃝ よばれる。

※マツのように，/胚珠が/むき出しになっている/植物を，/×
裸子植物と/⃝ いう。
:::::::::: ::::::

長期政権と/いわれた/佐藤栄作、/中曽根康弘政権は、/できた/時は/:::::::
× 短命と/⃝
いわれた。
:::::::::

製造業は/赤字決算が/続く/鉄鋼を/除き、/::::::::::
× 急回復した/業界が/:::::::
⃝ 多い。

改革は/飽きず、/倦まず、/:::::::
⃝ 弛まず/×
やっていく。
::::::::::

葉の/表側と/裏側では，/気孔の/数が/どちらが/:::::::
⃝ 多いか/:::::::::
× 調べよう。

※右手で，/左うでの/下部を/つかみながら，/左うでを/×
のばしたり/⃝ 曲げたりしてみよう。
::::::::: :::::::::::::::::

※図４のように/調べると，/光の/道筋が/::::::::::::
× 曲がっている/ことが/::::::::
⃝ わかる。

運営を/透明にする/ことで、/商業主義的な/色合いを/ ⃝
打ち消す/ことが/×
出来よう。
::::::::
:::::::::

商店も/多く、/繁華街と/⃝
言っていい/× 通りだ。
:::::::::: :::::::

何でも/「するな」だけ/書いておいて、/どこで/:::::::
× やれと/⃝
書いていない。
::::::::::::

例
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アノテーション誤り（正しい係り先は「論争の」）だと思われる．
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通し番号

クラスタ番号

追加訓練により解消された誤りにはその先頭に※を付す．

最後の数字が 1 であるものは重心に最も近かったものを表しているが，2, 3 については重心に近かったものとは限らない．

通し番号の最初の数字はクラスタ番号，中央の英字は誤りのソースを表している（N：新聞，S：理科教科書）．

表 8 特徴的なクラスタに属する係り受け誤り．係り文節を下線，受け文節を波線で表す．
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