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� はじめに

漸進的構文解析は� 自然言語文の入力途中の段階で随時�

それまでの入力に対する構文構造を作成する枠組であり�音
声を聴きながら理解するシステムの要素技術の一つである�

これまでにいくつかの漸進的構文解析手法が提案されてい
るものの ��� �� ��� これらの手法はいずれも語単位で解析を
実行するため� 処理の効率はよくない�

漸進的構文解析を応用するという観点からみた場合� 解
析が語単位である必要は必ずしもない� 複数語ごとに解析
を実行すれば作成すべき構文構造が減少するため�処理の向
上が見込まれる�

そこで本稿では� 複数語ごとの入力に対する漸進的構文
解析手法を提案する� 本手法では� 漸進的構文解析の一手
法である漸進的チャート解析 ���に� 不要な構造を解析途中
で取り除く操作を加えることにより�解析の効率化を実現す
る� また� 解析実験による本手法の評価について報告する�

� 漸進的構文解析とその効率

��� 漸進的チャート解析

漸進的チャート解析 ���は�通常の上昇型チャート解析に�

�� 活性弧に文法規則を適用する操作� 及び� �� 活性弧同士
を結合する操作� を導入している� これらの操作により� 語
が入力されるたびにその時点までの入力に対する構文構造
の作成が可能となる� 例えば� 英語文
���	
��� ������� ��� ��� �� ��� �����

を解析する場合� まず� 	
��� ��������が入力された時点
で� 図 �の文法と辞書を用い�

��� ���������������	
��������������

を作成する� 次の語 	����が入力された段階で� 	����に
対する構造 	���������������������を作成し� これを ���に結
合することにより� 	
��� ������� ����に対する構造
��� ���������������	
�����������������������������

を作成する� 	����の主語が 	
��� ��������である� など
といった構成素間の関係を早い段階で明らかにできるとい
う特長がある�

��� 漸進的構文解析の効率
漸進的チャート解析は� 語単位でそれまでの入力に対す

る構文構造を作成するため� 解析の効率はよくない ���� 例
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図 �� 文法と辞書

えば� 英語文 ���の 	
��� ��������の解析が終了した時点
で� 新たに 	��� ��� ���を解析する場合� 	
��� �������

��� ��� ���に対する構造
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を作成しさえすればよい� ところが� 漸進的チャート解析で
は� 	����の入力に対する構文構造として ���を�また 	����

に対して
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を作成する� このうち� ���は次に前置詞句 ����が入力さ
れることを示しており� ���の作成に必要な構造である� 一
方� ���は次に名詞 ���が入力されることを示しているもの
の� 次の語が 	���であることから� それは不要な構造であ
るといえる� このように� 入力された複数語全体の情報を活
用することにより不要な弧の作成を避けることが可能とな
る�

� 複数語全体を活用する漸進的チャート解析
��� 不要な活性弧の除去

本節では� 複数の語が入力された段階で� 構文構造を効率
よく作成する手法を提案する� 本手法では� 従来の漸進的
チャート解析の操作 ��� �� に先だって� 複数語全体の情報
を活用することにより� 不要な活性弧を取り除く� そのア
イデアは以下の通りである� ある時点までの入力に対する
構文構造は� 必ずその時点までの入力の最後の単語にまた
がる弧の構文構造を構成要素として含むことになる� 例え
ば� 	
��� ������� ��� ��� ���に対する構文構造 ���は�

	���にまたがる弧の構文構造 	���������������を含む� この
ことから�その時点の最後の単語にまたがる弧と結合できな
い弧は� その後の解析に必要ないといえる� すなわち� 構造
	��
��������������をもつ弧は� 	���にまたがる弧と結合でき
ないため� 	
��� ������� ��� ��� ���の構文構造の作成に
不要である�

本手法では� 新たな複数語の入力に対して� 操作 ��� ��を
適用する前に� まず上昇型チャート解析を実行し� その後�

次の手続きにより不要な活性弧を取り除く�

不要な活性弧の除去

��� 現在の入力の最後の単語にまたがる活性弧にチェック
する�



表 �� 	
��� ������� ��� ��� �� �の入力に対する解析過程
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図 �� チェックされた活性弧

���� チェックされた弧に� 可能な限り操作 ��を適用する�

作成された弧にチェックする�

����� チェックされた弧と結合できる弧にチェックする�

���� チェックされていない弧を取り除く�

���～ �����でチェックされなかった弧は� 入力の最後の
単語にまたがる弧と結合できないことを意味する� 従って�

これらの弧はそれまでの入力に対する構文構造を作成する
上で不要である� それらを取り除くことにより� 不要な弧に
対する操作を避けることができ� 解析の効率化につながる�

��� 解析例
すでに入力された 	
��� ��������の後で 	��� ��� �� �

が入力された場合について述べる� 作成されるチャートの
一部を表 �に示す� 弧のチェック操作の結果を表 �の右端に
示す� まず� 上昇型チャート解析により� 弧� ～�� を生
成する� 不要な活性弧の除去操作により� まず� 入力の最後
の単語 	���にまたがる弧�� にチェックし�この弧と結合
できる弧���に�続いて�弧���と結合できる弧��にチェッ
クする� すなわち�図 �に示すようになる� 活性弧� � ����

��!はチェックされていないため�除去する� これらは 	
���

������� ��� ��� ���の構文構造の作成に不要な弧である�

最後に�残された活性弧 	
��� ��������に対する弧��に�

弧���� �� をそれぞれ順に結合し� 弧��"� ���を得る�

� 実験と評価
本手法の有効性を評価するために，#$���%���&��ワーク

ステーション �メモリ ���'(， )*# ��+',-�上に，./#

)�00�� 1��� �����を用いて実装し，解析実験を行った�

実験では，文献 ���に収録された辞書 ���+語�，文法 ����規
則�非終端記号数  ��，及び，英語文 ��"文� 平均語数 ����

語�を用いた．
複数語の長さを適切に決定することにより� 効率のよい

解析の実現が予想されるが� 本実験では簡単のため� 文頭か
ら順に� �単語� �単語� �単語� �単語� �単語ずつそれぞれ

表 �� 本手法と文献 ���の手法の解析時間の比較

一回に入力する 平均解析時間 �秒" 文献 #$%に対する

単語数 本解析手法 文献 #$%の手法 比の平均 �&"
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入力した� 解析時間を� 本手法と文献 ���の手法の両方で測
定した� 入力の解析時間の各平均� 及び� 文献 ���の手法に
対する本手法の解析時間の比の平均を表 �に示す��

文献 ���の手法の場合� 単語数が増えれば� 削減される無
駄な解析も増える� このため�本手法を用いることにより�

一度に入力される単語数が多くなるほど解析の効率も向上
する� これにより本手法の有効性を確認した�

� おわりに
本稿では，複数語ごとの入力に対する漸進的解析手法に

ついて述べた．本手法では� 漸進的構文解析の一手法であ
る漸進的チャート解析に� 不要な構造を解析途中で取り除
く操作を加えることにより� 解析の効率化を実現している�

また� 解析実験による評価の結果� 本手法の有効性を確認し
た．効率的な解析に適した複数語の長さを�解析途中で動的
に決定する手法の検討は今後の課題である�
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�文頭から複数語ずつ解析を行う場合� 文の最後で単語が余る場合があ

る（例えば� //単語からなる文を $単語ずつ解析するとき� 文の最後で '

単語だけ余る）) この場合� 余った箇所は実験の評価対象から外した)


