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要旨
本論文では、現在開発中である共参照関係（同一指示関係）のアノテーションスキーマの概要を述べる。
このスキーマは理論的研究により動機づけられた共参照関係の捉え方（本論では「対称モデル」と呼ぶ）
に基づいており、なおかつ 1)様々な知的領域のユーザが一貫性のあるアノテーションを行うことを容易に
する 2) テキスト間アノテーションを容易にする 3) アノテーションを直接オントロジーに関係付けること
ができる 等の利点がある。
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Abstract
This paper provides an overview of the annotation scheme for coreference which is now being developed. We will state
that our scheme assumes the theoretically-motivated view of coreference which we call the “symmetric view”, and that
the scheme enables to link annotations directly to the ontology and allows annotators from various domains to make
consistent annotations.

1. 概説
本論文では、近年の理論言語学の成果に基
づく共参照関係アノテーションスキーマにつ
いて述べる。共参照関係（同一指示関係;
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coreference）とは、同じ対象を指示する二つ以
上の言語表現の間の関係を指す。コーパスに
おいて共参照関係の情報が適切な方法によっ
て記述されていることは、情報抽出
(information extraction) 等のタスクにとって重

要なことである。本論文で提案するアノテー
ションスキーマは、ユーザが言語学者である
か否かにかかわらず、テキスト内の表現間の
共参照関係に対して一貫したアノテーション
を行えることを目指すものである。
従来、多くの共参照関係アノテーションス
キーマが様々な目的のために提案されている。
そ の 中 の 主 な も の に MUC-7 (Hirschman &
Chinchor 1997) 、 MEDSTRACT anaphoric
annotation (Castaño et.al. 2002)、MATE (Poesio
2000, Poesio et. al 1999, Davies et. al 1998) 、
UCREL anaphoric annotation (Figelstone 1992)等
が挙げられる。しかし、従来のスキーマの中
で、一般的なアノテーションスキーマとして
応用されているものはほとんどない。これは、
現行のスキーマのほとんどが共参照関係を、
照応表現(anaphoric expression)のその先行詞
（antecedent)に対する依存関係、すなわちドキ
ュメント内（intra-document)の関係として記述
しているためであると考えられる。
本論文では、共参照関係は基本的に、指示
される「もの」と、それを各々独立的に指示
している表現の集合との関係であるとする、
理論的に動機づけられた見方を採用する。そ
してこの見方に基づき、一般的な使用におい
て有用な共参照関係のアノテーションスキー
マを提案する。

2. 従来のアノテーションスキーマ
情報抽出等のタスクに広く応用可能な共参
照関係アノテーションスキーマは、次のよう
な基準を満たしていることが望ましい。
(1)

i.

言語学的知識の有無にかかわらず、
様々な知的領域のユーザが一貫し
た、適切なアノテーションを簡単
に行うことができる
ii. 機械学習の教師コーパスとして使
用することができる
iii. 特定のテキストの内部だけでなく、
異なるテキスト間の共参照関係を
記述することができる。

この基準に従って、現行のアノテーション

スキーマをいくつか評価してみたい。ここで
は、MUC-7、MEDSTRACT、 MATE の三つの
スキーマについて見ていく。MUC-7 は用語抽
出 (named entity task)等、現在様々な用途に使
用されているスキーマである。MEDSTRACT
は分子生物学、医学の分野のテキストからの
情報抽出のために開発されたスキーマである。
MATE は、主に対話コーパスのアノテーショ
ンのために開発されている。
これらのスキーマはいずれも、
「先行詞」の
情報を重視し、共参照関係を表現間の非対称
的 な 関 係 と し て 記 述 す る 。 MUC-7 や
MEDSTRACT ではテキスト内の照応表現 の
アノテーションにおいて、その表現の先行詞
の ID が REF 素性や Antecedent 素性の値とし
て記述される。MATE では LINK という関係
を用いてテキスト外でのアノテーションを行
うが、LINK によって記述される共参照関係に
入る表現のうち一つを必ず先行詞として指定
するという点で MUC-7 や MEDSTRACT と同
じ、非対称的なアノテーションスキーマであ
ると言える。
MUC-7とMATEにおいては、共参照関係を
記述するところのIDENT関係は対称的
(Symmetrical) かつ推移的(Transitive)な関係で
あって、非対称的(Asymmetrical)ではないと明
言されている。よって、どの表現を先行詞と
して選ぶかは問題でないと述べている。
MUC-7の実例においては、ほとんどの場合共
参照関係を持つ表現の中で一番近くにあるも
のが先行詞として指定されている。他方、
MEDSTRACTのアノテーションの実例 にお
いては、指示的な表現間の階層関係と、先行
詞の選択に関するいくつかの制約（例えば、
代名詞 (pronoun) は固有名 (name)の先行詞に
なれない等）が設けられているようである1。
簡単さ・一貫性
しかし、いずれにしても、この非対称的な
アノテーションのせいで、現行のスキーマが
一般的な使用に応用しにくくなっていること

1

MEDSTRACT の anaphora resolution corpus は次の
Web サイトで参照可能である。
http://www.medstract.org/gold-standards.html
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は否定できない。まず、「ユーザが一貫した、
適切なアノテーションを簡単に行うことがで
きるか」という観点から見ると、どの表現が
どの表現の先行詞であるかを決めるのはユー
ザにとって決して簡単なことではないという
問題がある。MUC-7 や MEDSTRACT のよう
に、先行詞の選択を完全に自由にしてしまう
と、例えば代名詞が固有名の先行詞になると
いうような、直感に反するアノテーションを
許してしまう上、ユーザ間で一貫性が保てな
くなる可能性が高くなる。他方、MEDSTRACT
のように、指示的な表現間の階層関係と先行
詞の選択に関するいくつかの制約を設ければ、
直感に反するアノテーションを防げるが、ユ
ーザにとって、このような階層関係や制約の
記憶を保持するのは容易なことではない。

テキスト間アノテーション
更に、情報抽出等のタスクに応用すること
を考慮すると、アノテーションスキーマが「異
なるテキスト間の共参照関係を適切に捉える
ことができる」ということも望まれるが、非
対称モデルを採用するスキーマにとっては実
現が難しいことである。非対称的なアノテー
ションスキーマを用いてテキスト間の共参照
関係を捉える際には、ユーザが共参照関係に
ある表現群の中から最も「慣用的な形式」を
決定する必要がある。例えば、“Gates”、 “Bill
Gates”、 “William Gates”、 “William H. Gates”
のうち、どれが最も適切なラベルであるか判
断しなければならない。この点については、
ユーザ間での一致が難しいことが予想され、
一貫性を欠く可能性がある2。

機械学習
機械学習の観点では、MUC-7 や MATE の
ように自由に先行詞を選択するスキーマに基
づいてアノテーションがなされたコーパスは、
そのままでは機械学習の教師コーパスとして
使用できない可能性がある。というのは、非
対称的な記述の仕方では、同じ関係を記述す
るのに表面的に何通りもの方法許してしまう。
これは、機械が学習対象である言語現象の特
徴を適切に捉えることを妨げるからである。
MUC-7 は実際、機械学習を用いた照応解決
(anaphora resolution)の研究のいくつかにおい
て使用されている (Ng & Cardie 2002 等）が、
その中では、まず記述された共参照関係連鎖
(coreference chain)から共参照関係にある表現
の集合、すなわち同値類（equivalence class）
を生成し、それに基づいて更に採用する照応
解決アルゴリズムに応じて適切なデータセッ
トを構築するという数段階かの処理がなされ
ている。すなわち、機械学習アプローチにお
いて必要とされているのは同値類そのもので、
アノテーションの際に記述されている「先行
詞」の情報はさほど重要視されていない。も
ちろん、上に述べた方法でも実質的な問題は
起こらないが、可能ならばアノテーションの
段階で既に共参照関係にある表現群を生成で
きるようなスキーマの方が望ましい。

(2)非対称的なテキスト間アノテーション
text1
text2
Bill Gates
?
…………..
…………..
? Gates …..
…Mr. Gates
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×

Which is the canonical form?
Which is the antecedent?

?
William. H. Gates
…………..
..Microsoft’s Chairman
text3

3. 非対称モデル vs. 対称モデル
では、なぜ従来のスキーマのほとんどにお
いて「先行詞」の概念が重視され、非対称的
なアノテーションがなされているのだろうか。
確かに、照応解決 (anaphora resolution)が、照
応表現の先行詞を同定するタスクとしばしば
同一視されるという点においては、「先行詞」
は重要な概念であるように思われる。しかし、
2

また、MUC-7 に関しては、van Deemter & Kibble
(1999)により、IDENT 関係として記述されているも
のの中に束縛変項照応や関数-値関係など、共参照
関係と本質的に異なる関係が存在する等、様々な
問題点が指摘されている。

理論的研究においては、必ずしも「先行詞」
という概念が共参照関係にとって実体のある
ものと見なされている訳ではない。
従来、理論言語学においては、共参照関係
に対して二つの異なる見方がある。一つは、
共参照関係を、二つの表現間の「指示的な依
存関係」
（の集積）と捉える見方で、本論文で
は以下これを「非対称モデル」と呼ぶことに
する。前節で概説したアノテーションスキー
マは、非対称モデル的に共参照関係を記述し
ていると言える。もう一つは、共参照関係を、
二つ以上の表現が同じ実世界（または話者の
何らかの認知的領域）の対象物をそれぞれ独
立に指示する現象とする捉え方である。本論
文では以下これを「対称モデル」と呼ぶこと
にする。対称モデルにおいては、共参照関係
は言語表現間の関係ではなく、テキスト内の
言語表現とテキスト外の対象物との関係の一
つのインスタンスということになる。
以下の(3) (4)にも示されているように、非
対称モデルにおいては Bill gates が his に指示
的に依存されているのに対し、対称モデルに
おいては Bill Gates と his が同じ対象概念
(C109) を 指 示 し て い る こ と が 重 要 で 、 Bill
Gates が his の指示対象を決定しない。すなわ
ち、後者においては、Bill Gates が his の先行
詞かどうかということは重要な問題ではない。

の区別が明らかにされ、その結果として共参
照関係を対称モデル的に捉えることの理論的
重要性も見直されてきている3。
前節で指摘した非対称的なアノテーション
スキーマにおける難点を考えると、対称モデ
ルに基づく対称的なアノテーションスキーマ
を考案し、これに移行することは妥当である
ように思われる。対称モデルに基づくスキー
マでは、アノテーションの際にユーザが先行
詞を指定する必要がない。また、共参照関係
にある表現群をアノテーションの段階で直接
生成することができる。更に、次の図のよう
に、テキスト間アノテーションの際にも、慣
用的な形式を選択したりする必要がない。
(5)
対称的なテキスト間アノテーション(Cf. (2))
text1
text2
Bill Gates
…………..
…………..
Gates …..
…Mr. Gates
C109

William. H. Gates
…………..
.Microsoft’s Chairman
text3

(3) 「非対称モデル」
ただし、上のようなアノテーションを実現
するためには、知識概念体系によるサポート
が必要である。次節で提案するアノテーショ
ンスキーマは、現在進めている PIA プロジェ
クト (Portable Information Access Project; Collier
et. al 2001, 2002b)において開発中のオントロ
ジー(Ontology) サーバを使用する予定である。
対称モデルに基づくアノテーションスキーマ
を用いて共参照関係を公共のオントロジーに
関連づけることにより、機械がテキスト内の

（テキスト）
Bill Gates grew up in Seattle with his two sisters.

(4) 「対称モデル」
（テキスト）
Bill Gates grew up in Seattle with his two sisters.
C109
（話者の認知領域）

3

近年の理論的研究（Ueyama 1998, Hoji et.al.
2000 等）においては、束縛変項照応（bound
variable anaphora) 等 の 典 型 的 な 依 存 照 応
（dependency anaphora）と、共参照関係との間

ただし、これらの研究ですべての共参照関係を対
称モデル的に捉えているわけではなく、共参照関
係の中にも、一部の独自に指示対象を持たない表
現（日本語のソ系列の指示詞など）が関わるもの
は束縛変項照応や E タイプ照応と同じ成立条件に
従うことが指摘されている。
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要素について理解したり推論したりする際に
意味的な一貫性が達成されることが期待でき
る。

(7)アノテーションスキーマの概要
protein

JAK1

4. スキーマの概要
ここで、本論文で提案する共参照関係アノ
テーションスキーマの概要を述べる。本論文
における基本的なアプローチは、次の二点で
ある。

this protein

STAT1

these proteins

C1025
C1024

C1026

“Finally, in other cell types the correlation
between JAK1 activation and the induction of

(6)

i.

共参照関係にあるすべての表現を、
それらがそれぞれ独立に対象概念
を指示しているという点で同等と
見なす。
ii. アノテーションが元のテキストと
独立に現れることを許す。

STAT1 has suggested that this protein may activate
STAT1. These proteins........”
オントロジー
アノテーション
アノテーションドキュメント
テキスト

すなわち、MATE や Collier et. al (2002a)で用い
られている「テキスト外アノテーション」を
採用し、元のテキストとアノテーションドキ
ュメントを切り離す。アノテーションドキュ
メントの中では、指示対象となる概念間の関
係（例えば集合とそのメンバーの関係など）
を記述することができる。
ここで提案するアノテーションスキーマの
概要を(7)の図に示す。図中で示されているよ
うに、context というプロパティが XPointer 値
(De Rose et. al. 2000) を取り、アノテーション
を元のテキストと関係づけている。identity_id
というプロパティによって、各々のアノテー
ションがアノテーションドキュメント内の概
念と関連づけられる。指示対象である概念に
対して “C1024”のような ID を与え、それを指
示する表現の集合によって指定する。
更に、各々のアノテーションは RDF で定義
された関係によって公共のオントロジーに関
連づけられる。(7)に示されているように、
JAK1 と this protein の間の共参照関係から、こ
れらによって指示されている対象概念の情報
を得ることができる。
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rdf: type
identity_id
member_of
context

PIA プロジェクト(Collier et. al 2001, 2002b)
においては、本論文で提案するアノテーショ
ンスキーマが、機械学習に有用な教師データ
の作成に使用される予定である。よって、一
貫性のあるアノテーションを実現するため、
現段階では音形を持つ名詞句の間の同一指示
関係に対してのみアノテーションを行う。す
なわち、動詞句、文、ゼロ代名詞の関わる同
一指示関係や、束縛変項照応、E タイプ照応、
全体－部分の関係等はアノテーションの対象
から外している。また、共参照関係にある表
現のタイプ(name, alias, pronoun, definite and
indefinite 等）を、type というアノテーション
クラスを用いて記述する。これは、機械によ
る照応解決 (anaphora resolution)の学習を段階
的に行うためである。共参照関係のサブタイ
プのうち、最も簡単なものから学習を開始し、
徐々により難しいものへ移行するという方法
をとる。現在、共参照関係のサブタイプの難
易度に関する調査を行っており、その結果に
即してスキーマを発展させていく予定である。

5.MMAX との比較
これまでの研究の中で、対称的なアノテー
ションスキーマが全く提案されていないわけ
で は な く 、 例 え ば MMAX (Multi-Modal
Annotation in XML; Muller & Strube 2001)の照
応関係アノテーションスキーマにおいては、
一部対称的なアプローチがなされている。こ
のスキーマでは、照応表現に対してアノテー
ションを行う際に、次の二つの段階を踏む。
(8)

i.

ii.

照応表現を、それと共参照関係に
あるテキスト内のすべての表現と
関係づける。（義務的）
共参照関係にある表現の集合の中
から、先行詞を選ぶ。（任意）

アノテーションの最初のステップである(8i)
の段階では、対称的なアノテーションがなさ
れている。その次の(8ii)の段階の先行詞の指
定も義務的ではない。Muller & Strube (2001)
は、先行詞の指定を任意にしたせいで必要な
情報が失われるということはないと述べてい
る。
本論文の提案するアノテーションスキーマ
は、(8ii)のステップを採用しないという点で
MMAX と異なる。既に述べたように、共参照
関係に限って言えば、先行詞は本質的な概念
ではない。また、照応解決を行う際には、ど
のような照応解決方法を採用するかによって、
どう「先行詞」を規定すると最適な結果が得
られるかが変わってくることも考えられる。
このような理由から、ユーザによるアノテー
ションの段階で「先行詞」を指定しない方が、
一貫した、また後の段階で使いやすいコーパ
スが得られると考える。

6. 結語
以上、本論文では理論的研究に動機づけら
れた共参照関係の「対称モデル」に基づくア
ノテーションスキーマを提案し、その有用性
について議論した。
現在、アノテーションのガイドラインと、
EMBO Journal の分子生物学の記事に基づくア

ノテーションセットを構築中である。実際の
使用に関わる様々な潜在的な問題については
本論では触れなかったが、ガイドラインの中
で詳しく述べる予定である。
また、現在開発中の Open Ontology Forge に
おいて、ユーザに対するソフトウェア・サポ
ートを提供する予定である。
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