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母語研究のひとつの問題

構

管

• r言語蓋観jの仮定
臼本語の母語話者！ま現代臼本語の文j去を完全iこf知ってjい
る。従って与えられた例文が文法的（適格）かどうかを卸底に
判断できる（理由は説明できなくともよい）

盟：
ホ「山がそびえたj

ヰ「反対しないべきだJ
ホ「反対しなそうだJ
本fジョンはメアリーを泣いたj

第 f－／ョン（；）：命を死んだj

キ fこの壁紙（;J:策色いでしたj
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大学共同手I］用機関法人人間文化研究機構

国立国語研究所（東京都立川市）

1948年文部省直轄研として設立（1968年より文化庁）
2001年独立行政法人化
2009年独立行政法人廃止司大学共伺利用機関法人へ移管

今日のトピック

近年、自然言語処理技術（NLP）の発展が言諾研究にも大きな
影響を与えるようになってきた。言語研究iま文学部の占有事項
ではなくなってきている

ただしNLPがそのまま言語研究に使えるわけではない。今日は
コンピュータを使って日本語を諾学的にきちんと研究できるよう
にするためにどのようなインフラ整備が必婆であるかについて
述べ、講演者の研究グループがそのなかで果たしてきた役割を
紹介する

講演者の専門は沓予言の研究だが、この領域の伊jはわかりにくい
ので、今日は音声学の話は封印する。

母語研究の問題

置「言語直観jの仮定

S本語の母語話者は現代白木誇の文j去を完全に昨日って」い
る。従って与えられた例文が文法的（適絡）かどうかを即座に
判断できる（混血は説明できなくともよい）

盟l: 雲諮全学的な説明
ホf山がそびえたj ・常に「そびえているJの形で用いる

＊「反対しないべきだJ ・命題中！こ否定をふくむことは不可
＊「反対しなそうだJ ・向上
本「ジョンはメアリーを泣~¥f:ニJ・自動詞だからヲ格をとらない
本f－／ョンは命を死んだJ ・向上
ネ「この壁紙（；）：黄色いでしたJ.形容詞述語！こ「ですJは不婆



金田一春露F菌語勤読の一分類J(1950)

紡認として挙げたいものは、（中略）、ある状

iす動詞と言いたいものであるが、例えば「山

雀えるJがこれである。

いつも「ーているJの形で状態を表すのに用

い、ぽl散る昇ミiすの単独の形で動作・作用を表すために沼

いることがないのを特色とする。

さて、実際は

理論をうのみにするのではなく、世の中で実際に用いら
れている用併を偏りなく、大量に観察してみる

司国立罰語研究所が昨年公開した『現代日本語審き
言葉均衡コーパス』（BCCWJ,1億諸規模）を検索

まずはfそびえている」から

しかし「そびえるJも13例みつかる

11 
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寺村秀夫Fムードの形式と否定J(1979)

’ ！C.\J ；＇の；~tUJ， 占うもこおれれるかも L )LfJ:C-,＼＇必ずしも

；よ5l:j;,,t：支持；せよ五世事てi'l11il K言とする芯iことって；エ，

廷はダロウの，：：；のお分守子J；どにずる，タがウ；主；守怒らつ怒

る， i泣‘こ，～ペやダ亀つように，そ拍手むei主～，， )• （ヂ〉

イ寸・ 3・タというf.：）はない.-}j，ハズダ毛うように，内長If

vペ尚治時；~··‘、。むものもふるe す々と・・ったことは必局長：，， 文ふIr；~，；；，ミで:l)

る；二自i：さなく．：土よニ i!1lli外J:I.Ji指吋万七ι；，，，，；；.，,, ｛学るとと三 ぞ.itはどう主徐立ヲ

ー・ h ‘・h ・ ・ . . • 
山’d コdふb，に丸、つ記ニ三もまた忠告iジt:,l;lldl'!)JJ.；二；ニ ~（；‘F乙，·：：あん •）， こ；，，，，

,-,1:¥Jc .; .争中とも淀川・約二＇；＇；：＇：.~ .－~ゐぷふとう Lて i,J：の主ろなふ滋Z'il；：け
て送るわ：y；こ；之L、かえ品川つである香

「そびえているJが多数派

「そびえる。 j

極右手には八溝山（子ニ十二メートル）に代表される
八溝山地がそびえる。（LBo2_00097竹内均）

置いかにも毘強なディフェンダーという体つきの「ラー
ヨJの少年が自の前にそびえる。（LBs9_00142野沢
尚）

圃そしてそこにl;t、提りなく空に近いアフリカ最高峰の
キリマンジャロがそびえる。（LBt2_00075ダニーすが

の）

やはり金田ーが第四穣勤認とする「後れるjの場合、「優れてい
る。」123件に対してF優れる。」が17件。
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「～しないベき」

・脱ぐべきか、脱がないべきか。（PM31_00671安田
拡了ほか）

・それとも一人では生きていかないべきですか？
(OC14_04650 Yahoo！知恵袋）

「～すべきでなLリ4681?11に対し「～いないベきJll例

文型に制約？

「～を死ぬ」

・土にかえるまえにかれらは土の色に一つの死を死
んだ（OV2X_00035田村隆一）

13 

・そのとき私たちは地獄にもまさる苦しみの果てに、
悲惨きわまりない死を死んでゆかねばならないだろ
うということである。（OBOX_00017五島勉）

・西郷さんは、「自分の死」を死んだ経験者だった。
(LB12_00090南伸坊）

3例すべて「死を死ぬ」

15 

「形容調＋です。』
”を鈎＂訴。段、実。～'J21..k:.宅配時氏。符き.玉戸、札ぽ＇・

東呉大学（2013.03.17)

「～を泣く」

・それから、こLに、弟がおれの不仕合せを泣いてゐ
る。（PB29_00682坪内建造）

1億諾中に1191］のみ

戦前（明治末？）の用例

意味はわかる

「～を生きる」

14 

・「起承転転、すなわち人生は最後までころがりつ放し
」を頭の中に置きながら、毎日を生きている。
ι.Bn1_00043童門冬ニ）

圃蓄積の力も、干年を生きる力も、その一部。
。：..Bp9_00116三田誠）

圃他の政治家も、自分のドラマを生きたいという欲望
はもっているでしょう。 (LBt3_00101福田和也）

20,654＇例中 847例がヲ格

ヲ格名詞の性格もかなり多様

「形容詞＋です。』率の変動
,, 

OL 法律 296 日 。。
ov 韻文 39 。 0.0 
ow 白書 1772 c 0.1) 
OT 隊科書 1015 4 0.4 
OB ベストセラー 5917 35 0.6 
LB 図書館書籍 44058 296 0.7 
PN 出版新聞 1676 11 0.7 
PB 出版書籍 35634 353 1.0 
PM 出版雑誌 5724 131 2.2 
OM 国会会議録 924 55 5.6 
OY ブログ 7879 2314 227 
OP 広報誌 197 72 26.8 
00 ネット掲示板 2950 .7883 72.8 
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「形容詞＋です。 J率の変動

ネヲト掲示担亡二二二二二二二二二二二二二二二コ
広臨仁二二三二二コ
7ログ

圏全会提録

出版韓箆

出店国書

出臨新聞

図書館図書

ベストセラー

教科書

白書

簡文

法律
~ 
0 10 20 JO ., so 60 70 

ここまでをまとめると

80 

・ある表現を「言うか言わないか』あるいは「どう言つ
ているか」の判断は予想外に難しい。ケースによっ
ては内省に著しい限界がある

・問題はなにが「ケースによる」かがわからないこと

・非情に世界を見渡してデータを集める必要がある

国立国語研究所による日本語

コ－1＇＼スの開発

19 
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ここで、ちょっと注意

・ここまで挙げてきた例は「使われているかもしれないが、量2
主E室蓋だ」という立場

・規範を示す立場（国語教育）としてはありうる

・しかし「正しいJ日本語だけを研究していたのでは、日本語の
情報処理はできない。外国人に対する日本語教育にも支障
がでる

・規範を離れた（非情な）立場での研究が必要

肺魚、も魚、ダチョウも烏という立場

非情な言語研究のために何が必要か

2。

‘、
i .偏りのない大量の電子化データ構築 コーパス（叫us) ) 

！・デー検索用問与形態鮒、問け附etc.i 
i・データの分析銭術 種々の統計手法等 ) 

言語資源学
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言語資源研究系が開発してきたコーパス
圏曹関園田山協同公山V L河川川町，u 盟醤盟2

．．．．． 届富函－

窃側作＂＇ 近代臨 ＇＂＇宅栂

包 E泊予竜ーーーーーーーーーーー

、F ' 

'' ＇イ，色， B ー，
，，，〆一，. '' 

へ，，.”V玖－ ., . / 

‘ ー ヲ，.、の恥ーへ一、め

V句＂＇＂－－・＇＇）－ ~－ヘ A，おザ
~ .. : :; ~~ f》トノ・＇・

4 



『日本語話し言葉コーパス』
Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) 

2004年公開

25 

世界の主要話し言葉コーパスとの比較

〆 CSJ 独!li 。 1408 661 752 。 。 。 。 日本語
中•D

Switchboard 対話 。 543 250 。 。 。 》〈 米語
Carpus 

CSAE 対話 。 5 0 》〈 x 。 米語

CS PAE 演説・記
400 200 。 。 》〈 》〈 米語

者会見、
教慢会

Map Task 対話 。 64 34 ー 。 x x x 英語
Ca申us

BNC 独話．対 x 2700 1220 1000 0 t:. x × 英語
話，朗読，
放送

瑠晶画｜対話 Io I 60 ペ－ ｜。｜。 I0 I x ｜中国語

音声を公開しているコーパスとしては世界最大、付加情報は抜群に豊富

ー
んと十

ユニ込出＇－＇

東呉大学（2013.03.17)

『日本語話し言葉コーパス』
Corpus of SpontanほousJapan剖 e

利用目的音声認識研究と言語研究

対象現代日本語の知的な主乙旦ニZ
規模 662時間 (752万語）

学会での研究発表と一般的なスピーチが中心（330H)
対照用に対話音声（12H）と朗読音声（20H）も

付加情報．非常に豊富

鷲軍基鶏提言ff~議官~~~霧）
＝今 XML文書として統合

開発・国立国語研究所、情報通信研究機構、東京工業大学

、節単位
、分節音ラ

X-JToBI 

園東京語の自発音声を対象とした韻律ラベリングスキ
ーム
・J_ToBI（実際上朗読音声用）を拡張

・音声信号との対応づけが可能

•Word層、 Segrr淀川層、 Tone層、 BI層、 Prominence層、
Misc層にわけで情報を記述

＝キ BI:B目 akIndex 後半ではただBreakと呼んでいる

＝キ自発音声の研究には非常に有益

kikuo maekawa 
NRQC叫納.削ゆ＂＂越川 W扮むW冷崎伊智司L省内，.ぬs
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東呉大学（2013.03.17)

『太陽コーパス』

臨戦前の有名な総合雑誌である『太鵠~（1895冊1925）の
全文テキストコ－1fス

n
H』
回

収
同
開

一，
M
公

ト

心

年

勤
－
m’附

対
Z

2

P
H
H
 

圃臼本語書き言葉の文法が、いわゆる文語文法から
口語文法へと急速に変化した時期（言文一致期）の
日本語の記錬

幅約700万語（形態素解析されていないので推計）

岡近い将来に形態素解析データを公開予定

31 
32 

唱司副 担叫リr• ＂＇世·~ 分析例：漢語動詞の可能形民党 ':f. 可目前 t 者

。九 20屯 40ち 60% 80弘 100% 1000 ;;c-1 10ぴe
圃璽週

900 

1895 

11~lt§(~. 
80% 

掴ヒ謹 1901 

1909 き400 40～ 
300 

喝。泊． 

1917 200 20!, 

100 
, __  vー斗…ーームー－－＇均一卸… 2一地＿， o~. 

1895 1901 1909 1917 1925 

図 Colloquial !l!l Literary ー抱一DEK！おU 一・－AlAU 」弘一野ilEl1U

ムーSU阻JOERU →←九COLLOOU!A上
(Ogiso 2005) 

34 

『現代田本話番き言葉均衡コーパス』 BCCWJを構成するレジスター

出版（念達実慾｝サフ
コ…パス

2001～2005竿にお議された
3喜ru霊誌、u.簡

1,473 1371 
10,551 3,0381 

白書（OW) 1,500 4881 
l教科書（OT) ' 412 931 
i広報紙（OP) 354 3761 
iベストセフ (OB) 1,390 374 
!Yahoo！知恵袋（QC) 91,445 1,026 
Yahoo!7ロヴ（OY) 52,680 1,0191 
磁文（OV) 252 25 
法律（OL) 346 108 
国会合議軍事（OM) 159 510 

172,675 10,493 

35 36 

6 



各レジスターの時間区分

ゆ

ゆ

吟

76 ・80 '86 ’09 

と令
z今

37 

日本語コーパス開発上の器難

箇日2ドのミ喜作権法
後利者の保護1こ手摩い。ユーザーとしてはきわめて不便。

・日本語表記の特異性
多くの文字を併用（漢字、ひらがな、カ型カナ、 Rom皿 alphabet等）

置いわゆる穆着諮にうちゃくご）約性格

認の筑界がはっきりしない司分かち審きの習慣がない

39 

日本語検索の難しさ

畢「匿語J ＝中国語、中罷語、韓国語、外国語， etc.

醐 fl）ズムj司リズム、アルゴリズム、フオルマリズム， etc.

田「明かりJ＝キ「明り」「灯りjf燈jlあかりJ,etc. 

田「やはり」司「やはりJ「ゃっばりJ「やはしJ,etc. 

41 

東呉大学（2013.03.17)

日本語コーパス構築の問題点

38 

著作権処理の努力

40 

感動詞 r鴫呼j

瞳 BCCWJには33種類の表記がある

あ～ あああああL あァあーアL アァ

アア アー呼暖鳴呼嵯 暖 呼 瞭 於戯

膝あ～つああつあ一つアーッ 鳴乎 あああ

ああああああ ああー アアア あ～あ あーあ

あーアアーア 鳴～呼 あああ～

42 
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人名「ヒロシ」

• BCCWJIこは75種類の表記がある

ひろしヒロシ博博史博司博士博師博志博至

博資啓啓史啓志坦大大志央宏宏史宏司

宏士宏志宏至容寛寛志広広史広士広志

廃 If(司康志弘弘 史 弘 司 弘 士 弘 志 弘 至 弘 視

恕日呂志長音比呂志比露思汎迂洋洋司

洋士 洋志 洪治浩浩嗣浩士浩志浩至薄混

照碩礼縞秦紘縛 裕裕史裕士裕志飛呂志

鴻 i照 Hiroshi

日本語検索の難しさについての結論

4日3

・日本語のコーパスは単にテキストを電子化しただけで
は使い物にならない

・テキストを単語に区切って、表記の多様性と用言の活
用による多様性を吸収し、いわゆる「原形Jで検索でき
るように加工する必要がある

・形態素解析（形態論情報アノテーション）

45 

：ぅ事221r1xEl]! ：］柑…二： ]JRti~~lli0~ 
国立国会図書館 国立 国立

国会図書館 国会

図書

館

国立 国立 国立

公文書館 公文書 公文書

館 館

国立 国立 毘立

歴史 歴史 歴史

民俗 民俗 民俗

博物館 博物館 博物

舘
47 

東呉大学（2013.03.17)

複合動調「沸き起こるJ

・終止形だけで20種
わきおこるわき起こるわき起る沸きおこる沸き起こる沸き起る

沸起こる涌きおこる涌き起こる涌き起る涌起こる湧きおこる

湧き起こる湧き起る湧起こる湧起るわきおこれる沸き起これる

沸き起れる沸起れる

・すべての活用形を考慮すると324種
沸きおこれ沸きおこりゃ沸きおころ沸きおこれ沸きおころう

沸きおころっ沸きおζろ沸きおこら沸きおこん沸きおこる沸きおこん

沸きおζる沸きおこん沸きおこり沸きおこっ沸きおこん沸きおこりゃ

沸き起これ沸き起こりゃ沸き起こる沸き起これ沸き起ころう

沸き起ころっ沸き起ころ沸き起こら沸き起こん沸き起こる沸き起こん

沸き起こる沸き起こん沸き起こり沸き起こっ沸き起こん沸き起こりゃ

Etc. 
44 

日本語の形態素解析

・情報科学の研究者達の努力により、 1990年前後に
実用化

京都大学 JUM泊 4

奈良先端大 ChaSen,MeCab 

・ただし言語研究に使うには解析用辞書に問題が

辞書の内部で「単語」の定義に一貫性がない

UniDiclまC.SJの経験を踏まえて

BC同cwじj粒用度にで開f発~~した電子化辞書。
語Jを切り出せる

館 ｜館
ノl公

文書

館

国立 国立 国立 国立

歴史 歴史 歴史 歴史

民俗 民俗 民俗 民俗

博物館 博物館 博物 博物

舘 館

46 
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東呉大学（2013.03.17)

活詞一号華道名詞但一般

納額苧格助詞

同旨詞司響遜名鉛ー一段
' i高司係助E司

E存格動詞

当E詞苧普通名詞守一銭

二重形態素解析

における

名詞ー普通名詞m一般 ｜公害警

名詞ー普通名E司伺サ変可能

名詞ー普通名詞ーサ変可能
名おー普通名 ~ii]－－絞
－－－格助鈎

ー一般

([) 

手続
lま

U niDic + MeCabによる解析精度

1帥0

0.9宮5

0.990 

'" 0.985 

" ~ 0.980 

Lら 0975 

0.970 

0.%5 

0.%0 
C5J 掲示後華F.&1文s~喜革審文芸以外S1蓄

so 

長単位～複合語（複合辞）短単｛立～辞審見出し語

49 

同議語議3吾境界繋品詞

係り受け構造解析

亜石話憧~~
置太郎が襲った鰻頚の値段

強註己ど孟百七

揖係り受け構造のアノテーション

諮と語の修飾関係

閣動語I真構造のアノテーション

勤詞と問的諮などの関係

関文末・節末のアノテーション

文主主が句読点などで明示きれているとは限らない

輯意味のアノテーション

多くの諸には複数の用法がある

圃拡張モダリティのアノテーション

審き手の窓図や半lj断

・その他、時間表現、長単位内部構造、等々

形態素解析の次のステップ

52 

※苦声合成にも有用。
51 

9 

文字列倹索専用卸

売まi資契約ネ菱

BCCWJの一般公開Cf.南不ニ男（1974)
E現代田本務の構造j節（従属句）の特徴

~~｛ii 
J .. 今 …・i<) .; ハ三川、iしハ

a>~~ I fιi一一…べ川－x：：ロン＞Iじ
ので i隊籾童画2服部品物r 一一－ F

c ./ 
けれど i
から i

一一ノ
一一

1
1
一ココ

、 f 。ヘ～7



UniDicの公開

罰データ全体を無償公開

パソコンやスマートフォンのOSで既に利用されている。

田 WindowsPC用インタフェースf茶まめJ

55 

いまはどこに向かっているか

盟各種アノテーションの基礎研究
多くの大学と共問研究

園日本語隆史コーパスの準備研究
平安から江戸終代までの代表的文学作品

形態禁解析も

・超大規模コーパスの構築
官ebを母築関として100！意諸規模

サンプルのレジス宇一推定

57 

レジスターの推定実験

BCC官ヲの6レジス$＜ーからランダムに選んだ300サンプルをSV.M（叫pport吋 ctor
machines）という手法で分類。デ－$＜（主文長、品詞比率、5苦手重比率

S9 

東呉大学（2013.03.17)

日.

・ 1－~
I~ ＇， る。

臨

56 

ウェブのレジスター推定問題
均衡コーパス

、、，，

i

、

，

‘

，

 
ヘ〆・

既知のカテゴ1

を当てる

まとめ

コンビュータでB本語をきちんと研究できるようにするためには、

・各種コーパスの構築

a検索F詩情報（形態索、係り受け等）の付与

・検索用インターフエースの開発

狙著作権処理

などの壁を超える必要があった。

これらの仕率を－f.C;終えたいま、過去のB本語をます象とした歴史
コーパスや、 100億諸規模の超大規模コーパスの開発を進めてい

る。また遠くない時期に、日常会誌を対象とした新しい話し言葉

コ－1tス！こも着手したいと考えている。

60 
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