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【課題】

（修正有）

言語列の作成者や配布者らが、容易に所望の

情報を埋め込むことが出来ると同時に、読者や利用者が
その存在に気付き難く、しかも所定の方式に基づけば確
実に抽出が可能な情報埋込・抽出方法及びその装置並び
に記録媒体を提供すること。
【解決手段】

言語列における各行の終端近傍の文字単

位を構成する行末文字群と改行位置との位置関係を変化
させることによって有意な情報を埋め込む。前記言語列
には、実体的に印刷・表示可能な言語列や、電磁的に記
録された言語列を対象とすることもできる。文字単位が
形態素による区分でもよい。これらの情報埋込方法によ
って作成・出力された言語列から情報抽出する方法を提
供する。そして、情報埋込・抽出を行う装置や、言語列
を記録する記録媒体を提供する。
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【特許請求の範囲】

たり、言語処理精度の低下を招く場合も多い。このた

【請求項１】単語情報を含む予め作成されたテキストコ

め、テキストコーパス中の誤りを検出・修正することは

ーパスにおける該単語情報の誤りを検出する方法であっ

非常に重要な課題となっている。

て、

【０００３】従来から知られているテキストコーパス中

該各単語情報の分類をニューラルネットワークにおける

の誤りを検出する試みとしては、形態素コーパス中での

クラスとして捉え、

過分割の誤りを検出する方法（内山将夫、「形態素解析

それらを小規模な２クラス問題に分割して、複数のモジ

結果から過分割を検出する統計的尺度」、言語処理学会

ュールを構成し、

会誌、Ｖｏｌ．６、Ｎｏ．７、（１９９９））などがあ

各モジュールがニューラルネットワークにおける学習過
程において収束するか否かの演算を行い、

る。しかし、従来の手法の多くは、誤りの種類を特化
10

し、汎用性の見えにくい手法である。

収束しない場合に、該モジュールに該単語情報の誤りが

【０００４】そこで、本件出願人らによって、一般的に

あると判定し、該モジュールを抽出することを特徴とす

どの問題に対しても用いることができると考えられてい

るテキストコーパスの誤り検出方法。

る用例ベース手法や、決定リスト手法を利用した、対象

【請求項２】前記単語情報が、品詞に係る情報であっ

とするコーパスのみから間違っている確率を算出し、誤

て、

りを検出する手法が考え出された。（村田真樹、内山将

該情報をタグ形式でテキスト中に埋め込み、テキストコ

夫、内元清貴、馬青、井佐原均、「決定リスト、用例ベ

ーパスを構成し、

ース手法を用いたコーパス誤り検出・誤り訂正」、情報

該タグの誤りを検出する請求項１に記載のテキストコー

処理学会

パスの誤り検出方法。

６、ｐｐ．４９−５６（２０００））しかし、これら従

【請求項３】単語情報を含む予め作成されたテキストコ

20

自然言語処理研究会、２０００−ＮＬ−１３

来の手法でも、学習の前に誤りの検出を行わなければな

ーパスにおける該単語情報の誤りを検出する検出装置で

らず、いわばオフラインでの検出手法である上に、検出

あって、

処理も、誤りがありそうな部分への絞り込み作業なし

該各単語情報の分類をニューラルネットワークにおける

に、全コーパスを対象に１語ずつ調べていくため、好適

クラスとして捉え、

な検出効率を得ることは難しかった。このため、大規模

それらを小規模な２クラス問題に分割して、複数のモジ

なテキストコーパスの場合には、検出が難しく、費用コ

ュールを構成し、

スト的にも大きくなる問題があった。

各モジュールがニューラルネットワークにおける学習過

【０００５】

程において収束するか否かの演算を行い、

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技

収束しない場合に、該モジュールに該単語情報の誤りが

術の有する問題点に鑑みて創出されたものであり、その

あると判定し、該モジュールを抽出する一連の処理を行

30

目的は、高速かつ高効率でテキストコーパス中の誤りを

うことによって誤りを検出可能なことを特徴とする検出

検出する方法を創出することである。ひいては、言語処

装置。

理技術の向上に寄与することを目的とする。

【請求項４】前記単語情報が、品詞に係る情報であっ

【０００６】

て、

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を

該情報をタグ形式でテキスト中に埋め込み、テキストコ

解決するために、次のようなテキストコーパスの誤り検

ーパスを構成し、

出方法を創出する。すなわち、単語情報を含む予め作成

該タグの誤りを検出する請求項３に記載のテキストコー

されたテキストコーパスにおける該単語情報の誤りを検

パスの誤り検出装置。

出する方法であって、該各単語情報の分類をニューラル

【発明の詳細な説明】
【０００１】

ネットワークにおけるクラスとして捉え、それらを小規
40

模な２クラス問題に分割して、複数のモジュールを構成

【発明の属する技術分野】本発明は、言語処理に用いら

する。

れるテキストコーパスの誤りを検出する方法に関し、よ

【０００７】そして、各モジュールがニューラルネット

り詳しくは、該誤り検出の高速化、高効率化に関する技

ワークにおける学習過程において収束するか否かの演算

術である。

を行い、収束しない場合に、該モジュールに該単語情報

【０００２】

の誤りがあると判定し、該モジュールを抽出する。この

【従来の技術】近年、さまざまなテキストコーパスが作

ように本発明では、一般にニューラルネットワークでは

られ、教師有り機械学習の研究をはじめとして、言語処

問題とされていた収束しない現象を逆手にとって、収束

理技術の研究が盛んに行われている。しかし、学習に用

しないときに誤りであると判定する誤り検出方法を創出

いられるテキストコーパスは人手によって作成されるた

した。

め、多くの誤りを含み、この誤りが各研究の進捗を妨げ

50

【０００８】ここで、前記単語情報が、品詞に係る情報
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であって、該情報をタグ形式でテキスト中に埋め込み、

分割して学習が行えるモジュール型ニューラルネットが

テキストコーパスを構成し、該タグの誤りを検出する場

用いられる。

合にも適用することができる。

（５）

【０００９】又、本発明は以上の処理を行うことによっ

ールは、学習データにエラーがなければ必ず収束する、

て、テキストコーパスの誤りを検出可能な装置として提

という前提に基づき処理を行う。

供することもできる。この時、誤りを検出することに特

（６）

化した機能を有する装置として提供してもよいし、他の

（５）の特性を逆に利用した結果である。つまり、収束

装置の一部として構成することもできる。例えば、テキ

しないモジュールにエラーデータが存在すると考え、エ

ストコーパスを手動、半自動、自動的に作成する装置に
組み込んで、作成後のコーパスの誤りを連続的に検出す

上記ニューラルネットを構成する個々のモジュ

上記（１）ないし（３）を可能にしたのは上記

ラー検出を行う。
10

【００１３】図１には上記の本発明の特徴を、テキスト

ることもできるし、その他、任意の言語処理を行う装置

コーパスの誤り検出に用いた場合の処理概念図を示す。

に付加することもできる。

まず、大規模テキストコーパス（１０）を、学習対象と

【００１０】

なる学習データセット（１１）として用いる。該学習デ

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施方法を図面に

ータセットは大規模で複雑な学習問題であるから、これ

示した実施例に基づいて説明する。なお、本発明の実施

を多数の小規模で簡単なデータサブセット（１２ａ）

形態は以下に限定されず、適宜変更可能である。以下に

（１２ｂ）（１２ｃ）（１２ｄ）（１２ｅ）・・に分割

おいては、テキストコーパスの一例として、日本語によ

する。この分割によってモジュール型ニューラルネット

るコーパスを挙げて説述していくが、本発明の実施方法

が形成される。

は、性質上実現出来ない場合を除き、英語、中国語、韓

【００１４】そして、各データサブセット（１２ａ・・

国語等のいかなる言語に対しても適用可能である。ま

20

・）をそれぞれ学習に用いられ、その際、収束（１３）

た、本発明が対象とするテキストコーパスは、品詞や形

すれば当該データサブセットに誤りはない（１４）と判

態素区切り等、任意の単語情報を含むテキストコーパス

断される。一方、例えばあるデータサブセット（１２

であってよく、本発明はそれらの単語情報に係る誤りを

ｃ）において学習が収束しなかった（１３

効果的に検出できる方法である。

ータサブセット（１２ｃ）を抽出（１５）し、例えば人

【００１１】種々の学習システムはそれぞれの用途にあ

手によって修正（１６）を施す。修正方法は自動的な手

わせ、大規模データベースを学習することによって必要

法によってもよいし、任意である。

な知識を獲得する。大規模データベースは通常、人手で

【００１５】修正（１６）を施されたデータサブセット

作成されるため、細心な注意を払ってもエラーは存在す

（１２ｃ）は再び、再学習（１７）に用いられ、学習が

る。データベースの品質を高めるため、そして、それを

収束（１８）し、データに誤りはない（１９）として処

用いる学習するシステムの性能を高めるため、エラーを

30

）場合、デ

理される。本発明は、以上の流れにしたがってテキスト

自動検出する技術が必要である。しかし、これまで開発

コーパスの誤り検出を行うものであり、以下に、これら

されたエラー自動検出はすべてそのデータを利用する前

の本発明が特徴とする革新的アイデアに基づいて創出さ

にあらかじめ（つまり、オフライン的に）行うものであ

れた誤り検出方法を詳細に説明する。

り、常に全データを対象にデータを一つずつチェックし

【００１６】人手で作成されたコーパスには、単純ミス

て行わなければならない。そのため、例えばテキストコ

型（例えば，「動詞」を「同士」と表記してしまう場合

ーパスのような大規模データベースの場合、その計算コ

など。）、不正確な知識による知識型（例えば，「国

ストは非常に高い。

立」という地名もあるのに、「国立」をすべて普通名詞

【００１２】そこで、本発明において、テキストコーパ

にしてしまう場合など。）、矛盾型（例えば、格助詞で

スの誤りを検出する際、次の特徴を有する誤り検出方法
及び装置を提供する。
（１）

あるべき「の」をときには接続助詞にしてしまう場合な
40

エラーは、そのデータを学習する最中に検出さ

【００１７】単純ミス型誤りは、電子辞書や品詞体系リ

れる。
（２）

ど。）という三種類の誤りが考えられる。
ストなどを参照すれば容易に検出可能である。一方、知

検出は全データをスキャンするのではなく、エ

識型誤りの検出は自動的な方法では困難である。品詞タ

ラーのあるごく小さなデータエリアに直接飛びつき、そ

グ付けを一種の入出力マッピング問題として捉えるな

れらのエリアに絞って行う。

ら、矛盾型誤りを同じ入力を持ちながら出力が異なるデ

（３）

データが修正された後の再学習は、全データを

ータの集合として考えることができる。このような誤り

対象に行う必要がなく、修正がかかったエリアのデータ

を検出する手法は従来から幾つか提案されている。しか

のみに対し行えばよい。

し、それらの手法はいずれも学習の前に行わなければな

（４）

らないものであり、いわばオフラインで行う手法であっ

学習機械としては、大規模で複雑な学習問題

(データ)を多数の小規模で簡単な問題(データセット)に

50

た。そして、検出処理は、誤りがありそうな部分への絞

( 4 )
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り作業なしに、全コーパスを対象に一語ずつ調べて行く

データに矛盾型誤りがあると考えられる。即ち、学習デ

ため、計算処理に時間と費用がかかり、非効率的であ

ータセットに、式３の条件を満足するデータのぺア

る。とくに、コーパスが高精度である場合には、全コー

(Ｘi ，Ｙi )と (Ｘj ，Ｙj )が存在する。

パスを検査する手法は、非常に無駄な作業が多い。

【式３】Ｘi ＝Ｘj ，Ｙi ≠Ｙj

【００１８】そこで、本発明においては、次のような誤

ただし、Ｘi とＸj は入力であり、Ｙi とＹj はそれぞれ対

り検出方法を創出した。まず、学習問題とされる品詞タ

応する目標出力である。従って、このタイプの誤りは学

グ付けは、任意の文

習の時に、収束しないモジュールだけを選び出すことに

Ｗ＝ｗ1 ｗ2 ・・・ｗs

よって検出できる。

が与えられたとき、マッピング処理或いはクラス分け問
題

（ｉ≠ｊ）

【００２３】本発明によるこの検出方法は全データをス
10

p

キャンするのではなく、誤りのあるごく小さなデータエ

Ｗ →τp

リアにスキップし、それらのエリアに絞って行う、と見

によって品詞列

ることができる。このような検出法は、従来のように全

Ｔ＝τ1 τ2 ・・・τs

コーパスを調べていくよりもはるかに効率的であって、

を見つけることである。ただし、ｐは品詞を定めようと

特に高精度のコーパスを用いている場合には、誤りデー

p

する目標言語のコーパスにおける位置を表し、Ｗ は目

タが極少数のモジュールに限られているため、非常に有

標単語ｗp を中心とした左右それぞれ（ｌ，ｒ）個の単

効である。

語で構成される単語列である。すなわち、

【００２４】そして、誤りが訂正された後の再学習は、

p

Ｗ ＝ｗp ‑ l ・・・ｗp ・・・ｗp + r

全コーパスを対象に行う必要がなく、また全モジュール

となる。ただし、ｐ−ｌ≧ｓs 、ｐ＋ｒ≦ｓs ＋ｓ、ｓs

に対し行う必要もなく、修正がかけられたエリアのデー

は文頭単語の位置である。

20

タのみを用い、収束しないモジュールだけに対して行え

【００１９】誤りの検出の一例として、例えば京大テキ

ばよい。いうまでもなく、このような低コストの再学習

ストコーパスからすくなくとも一箇所の誤りを持つ２１

は学習システムの性能向上にも寄与することができる。

７文を用いる。それらの文はのべ６８１６個の単語（う

【００２５】本発明では、以上の手法を用いたテキスト

ち、異なりが２４１０ 個）を持ち、９７種類の品詞を

コーパスの誤り検出装置を提供することができる。該手

有する。品詞をクラスとして捉えるなら，この品詞タグ

法は、高速な処理を行うことが可能なため、テキストコ

付け問題は９７classのクラス分け問題となる。

ーパスによる言語処理装置に本発明の装置を付加し、学

【００２０】この９７class問題をまず―意的に４６５

習を行うと同時に、誤りを検出し、より高精度な言語処

６個のtwo‑class問題に分割する。そして、まだ学習デ

理装置を提供することも可能となる。また、テキストコ

ータの多いtwo‑class問題はその数が８０以下になるよ

ーパスを人手によって作成する装置、手動及び自動的に

うに更に無作為に分割する。このようにして、この97cl

30

作成する装置、言語固有情報を自動獲得して、自動的に

ass問題が23,231個の小規模で簡単なtwo‑class問題に分

作成する装置等に、本発明の装置を付加し、テキストコ

割される。

ーパスの作成と同時に誤りを検出し、高精度なテキスト
3

【００２１】本発明で用いるＭ ネットワークでは、こ

コーパスを完成させることもできる。

れらの問題はそれぞれ独立のモジュールで学習される。

【００２６】以下、本発明による検出方法の検出精度を

そして、学習したモジュールはMINやMAXなどの簡単な演

示す。単語と品詞を表すべクトルの次元ω，τはそれぞ

算で統合され、品詞タグ付けが行われる。各モジュール

れ１６と８に設定した。単語列の長さ（ｌ，ｒ）は

p

ヘの入力ベクトルＸは単語列Ｗ から以下のように構成

（２，２）に設定した。従って、モジュールの入力層の

される。

ユニット数は

【式１】Ｘ＝（ｘp ‑ l ，・・・，ｘp ，・・・，ｘp + r ）
要素ｘp は目標単語を符号化するω次元のbinary‑coded

[(l+r)×τ]+[1×ω]＝４８
40

であった。

ベクトルである。一方、文脈にある単語に対応する要素

【００２７】初期値としてすべてのモジュールは48‑2‑1

ｘt （ｔ≠ｐ）はその単語に付与された品詞を符号化す

の３層パーセブトロンで構成された。一回の学習は目標

るτ次元のbinary‑codedベクトルである。目標出力Ｙは

誤差0.05に達した時点あるいは5000ステップまで行われ

目標単語に付与すべき品詞を符号化するτ次元の binar

る。目標誤差まで到達できないモジュールについては、

y‑codedベクトルであり、式２によって示される。

中間層ユニット数を２個ずつ増やし、再度学習を最大５

【式２】Ｙ＝（ｙ1 ，ｙ2 ，・・・，ｙr ）

回まで行った。

3

【００２２】Ｍ ネットワークは簡単で小規模な問題を

【００２８】図２は実験結果を示している。23231個の

扱う多数のモジュールから構成されるため、収束性の問

モジュールのうち、僅か８２個が収束しなかった。この

題が基本的に生じない。言い替えれば、あるモジュール

うち、８１個の中に矛盾なデータがあった。矛盾なデー

が学習において収束しなければ、このモジュールの学習

50

タは計９７ペアであった。この９７ペアの中、９４ペア

( 5 )
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8

にそれぞれ１個ずつの誤りデータがあった。図３は正し

検出方法によると、テキストコーパスに広く用いられて

く検出された例を示す。左列の数字はそれぞれ検出され

いるタグを利用したテキストコーパスに本発明の方法を

た単語が所在する文番号と文の中の位置を示す。下線の

用いることができるので、該手法を有効に活用すること

ある単語はチェックを受けている単語で、×が付いてい

ができる。

るほうがその単語に付与されている品詞が誤っているこ

【００３３】請求項３に記載のテキストコーパスの誤り

とを示す。

検出装置によると、オンラインで高効率に誤りを検出す

【００２９】一方、正しく検出されなかった残りの３ペ

ることで、正確なテキストコーパスでの学習に寄与し、

アはすべて助詞／判定詞の「で」についてのものであっ

さらに誤りの訂正、訂正後のコーパスによる再学習が効

た。しかし実際の文を調べた結果、これらの「で」を判
定するためには文全体、すなわち構文情報を用いる必要

率よく行える。これによって、学習システムの性能向上
10

を図ることができ、ひいては言語処理技術の向上に寄与

があることが分かった。従って、本実験結果は、本発明

する。

による検出方法の精度は、構文情報を必要としない誤り

【００３４】請求項４に記載のテキストコーパスの誤り

の検出において実質的に１００％に達したことを意味し

検出装置によると、広く普及したタグ形式のテキストコ

ている。

ーパスを用いることができるので、有用性が高い。

【００３０】このように、ニューラルネットワークにお

【図面の簡単な説明】

ける収束しない現象を用いたテキストコーパスの誤り検

【図１】本発明の処理概要図である。

出方法は、極めて高精度、高信頼性を有し、しかも従来

【図２】誤り検出の実験結果である。

の手法に比して飛躍的に高速な方法を実現している。上

【図３】誤りの検出例である。

記実験では小規模なテキストコーパスであったが、より

【符号の説明】

大規模な場合には、さらにその効果が顕著になると考え

１０

大規模テキストコーパス

られ、本発明の有用性が証明された。

１１

学習データセット

【００３１】

１２ａないしｅ

【発明の効果】本発明は、以上の構成を備えるので、次

１３

学習の収束結果

の効果を奏する。請求項１に記載のテキストコーパスの

１３

学習の非収束結果

誤り検出方法によると、ニューラルネットを用いるとき

１４

データに誤りなし

によく悩まされる収束しない問題を逆手に取り、人手で

１５

データに誤りがあった場合のサブセット抽出

作成したコーパスを学習しながらその中に含まれる誤り

過程

を収束しないモジュールを調べることによって高効率に

１６

修正過程

検出する手法を実現することができる。これによって、

１７

再学習過程

１８

再学習後の収束結果

１９

データに誤りなし

高速かつ高精度、低コストな検出方法に寄与する。
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【００３２】請求項２に記載のテキストコーパスの誤り

【図１】

データサブセット

( 6 )

【図２】

【図３】
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